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サポーターＥさん、Ｆさん

《認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）》

・高齢者在宅サービスセンター調布八雲苑（八雲台１－５－５）

・調布市ちょうふの里高齢者在宅サービスセンター（西町２９０－５）

・調布市国領高齢者在宅サービスセンター（国領町３－８－１）

・入間町地域密着型認知症デイサービスぷちぽあん（入間町３－２２－５）

・至誠ホーム調布若葉ケアセンターデイホーム（若葉町３－１－５）

《認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）》

・認知症の方が生活する施設

①調布市みまもりさん養成講座（主催：調布市 年１回開催）

②認知症サポーターフォローアップ研修（調布ゆうあい福祉公社）

２０１９年 １０月頃 『認知症当事者体験』

２０２０年 ３月頃 『地域見守り訓練』

※開催内容の詳細については、市報でご案内します

③各団体で開催している市民対象の講演会・研修会

認知症のことを、みんなに知って欲し

い。自分ももっと学びたい

調布ゆうあい福祉公社「協力会員活動（有償）」へ参加

介護施設のボランティア活動へ参加

空いた時間を誰かのために使いたい。

ボランティア活動をしたい

調布認知症支えあう輪
「認知症になっても暮らせるまちを目指して活動しており、認知症市民セミナーの

企画を行っています」 （月１回 不定期開催）

◎認知症サポーターは、認知症の方やその家族介護者の「応援者」です。皆さんが持っているオレンジリングには、認知症の方やその家族介

護者の方へ「理解していますよ」「そばについていますよ」というあたたかいメッセージが込められています。あなたの活躍をお待ちしています！

「認知症の方への声のかけ方」「見守

り」など対応の仕方をもっと学びたい

認知症当事者、介護者などが集まる会へ参加

①「だれでもカフェこくりょう」（認知症カフェ）へボランティアとして参加

（毎月第４日曜日 調布ゆうあい福祉公社 国領町３－８－１）

②介護者を支えるグループ、認知症カフェへボランティアとして参加

専門職と一緒に、認知症の方や

高齢者の方の家事支援、食事の

配達等をやってみたい

学び

体験

地域で活躍したいサポーター

自分のできる範囲で、認知症の方や

家族の方を支える活動に参加したい

参加

認知症の方のためのデイサービス

（通所施設）、グループホーム（入所

施設）を1度、見学したい・ボランティ

ア体験を

受付・紹介窓口
※「活躍の場リストを見ました」と

お知らせいただくと、ご案内がスムーズです

調布認知症支えあう輪 事務局（西田医院）

ＴＥＬ ０４２－４８３－１３５０

市報や市のホームページ等で、その都度、

お知らせします

調布ゆうあい福祉公社

ＴＥＬ ０４２－４８１－７７１１

市民活動支援センター（ボランティアコーナー）

ＴＥＬ ０４２－４４３－１２２０

市内各ボランティアコーナーの連絡先は

社会福祉協議会機関紙「ふくしの窓」

（奇数月１０日発行）の最終面をご覧ください

①調布ゆうあい福祉公社

ＴＥＬ ０４２－４８１－７７１１

➁「調布市 認知症高齢者等を介護する

ケアラー支援マップ」に一覧が掲載されて

います。

マップをご希望の方は調布ゆうあい

福祉公社までご連絡ください

調布ゆうあい福祉公社

ＴＥＬ ０４２－４８１－７７１１

市民活動支援センター（ボランティアコーナー）

ＴＥＬ ０４２－４４３－１２２０

※月１回ボランティアガイダンス開催

2019年5月更新

認知症サポーター養成講座事務局（調布ゆうあい福祉公社）作成

認知症サポーターの活躍の場リスト
認知症の方とその家族介護者を支えるあたたかいまちづくり

認知症サポーターが、自分の出来る範囲で何かしたいと考えたときに活躍できる場所を掲載しています。

フォローアップ研修や、ボランティア活動など自分のペースに合わせて選ぶことができます。ぜひ参考にしてください。



　
 認 知 症 ケ ア に 関 す る 情 報 

調布市における認知症ケアに関する相談窓口、サービス、医療機関などを紹介します。 

地域包括支援センター（高齢者の総合相談窓口） 

名  称 住所・電話番号 担当地域 

はなみずき 
深大寺北町４－１７－７ 

☎ 042-441-5763 
深大寺東町１・４～８丁目 深大寺北町 深大寺元町 

ちょうふの里 
西町２９０－５ 

☎ 042-441-6655 

富士見町  西町  野水  飛田給 1 丁目  

上石原 1 丁目 下石原 1 丁目     

せいじゅ 
上石原３－５４－２ 

☎ 042-483-1358 

飛田給２・３丁目  上石原２・３丁目       

多摩川  染地１丁目 

ちょうふ花園 
下石原３－４４－１ 

☎ 042-484-2285 
下石原２・３丁目  布田３～６丁目  小島町２・３丁目 

調布八雲苑 
八雲台１－２２－１ １階 

☎ 042-484-8011 

小島町１丁目  布田１・２丁目  八雲台 

佐須町３丁目  調布ヶ丘 

至誠しばさき 
菊野台１－５２－４ 

☎ 042-488-1300 

柴崎  菊野台１丁目  佐須町１・２・４・５丁目 

深大寺南町  深大寺東町２・３丁目 

ときわぎ国領 
国領町８－２－６５ 

☎ 050-5540-0860 

染地２・３丁目  

国領町７～８丁目（８丁目１・４番地を除く） 

ゆうあい 
国領町３－８－１ 

☎ 042-481-4973 

菊野台２・３丁目  国領町１～６丁目  

国領町８丁目１・４番地 

つつじケ丘 
東つつじケ丘１－５－２ 

☎ 03-5315-5400 
東つつじケ丘  西つつじケ丘  入間町２・３丁目  

仙川 
若葉町２－２２－２ １階 

☎ 03-5314-0030 
仙川町  緑ヶ丘  若葉町  入間町１丁目 

 お近くの地域包括支援センターにご相談ください。訪問による相談も行っています。 

相談窓口（調布市役所） 

名  称 内  容 所管・電話番号 

高齢者総合相談 福祉および保健の専門職による保健福

祉に関する相談 

高齢者支援室／042-481-7150 

地域包括支援センター 上記参照 

居宅介護支援事業 

（ケアマネジメント） 

介護保険サービスの相談，介護や生活

に必要なサービスの調整 

居宅介護支援事業所 

健康相談 保健師による健康に関する相談 健康推進課／042-441-6100 

利用者サポート相談 

（権利擁護相談） 

認知症や障害により判断能力が十分で

ない方に適した福祉サービス等の相談 

福祉総務課／042-481-7323 

（調布市社会福祉協議会／042-

481-7693） 

消費生活センター 悪徳商法の被害などや，多重債務でお

困りの方などの相談 

文化生涯学習課消費生活センター 

市役所３階／042-481-7034 

地域連携型認知症疾患医療センター 

インターネットで情報を検索したいときは 

名  称 アドレス・内容 

とうきょう 

認知症ナビ 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/  

このサイトは認知症に関する東京都の公式サイトです。 

イーローゴ・ 

ネット 

http://www.e-65.net/ 認知症のチェックリストや介護に役立つ情報が掲載されている 

認知症情報の総合的なサイトです。ここでも全国の医療機関の検索が出来ます。 

 

名称 内容 電話番号 

青木病院 認知症の方とそのご家族のための地域の

相談窓口です。 

042-483-1399 

介護保険サービス（地域密着型サービス） 

名  称 内  容 電話番号 

認知症対応型共同生活介

護（認知症グループホー

ム） 

グループホームさくらさくら（布田） 042-443-0410 

グループホーム深大寺元町（深大寺元町） 042-484-1170 

グループホームほのか（深大寺東町） 042-485-8118 

木下の介護グループホーム調布 （柴崎） 042-443-8121 

グループホームこぶしの花深大寺（深大寺東町） 042-488-2720 

グループホームゆらく（布田） 042-442-9153 

グループホームドリームライフ(東つつじヶ丘) 03-3305-3700 

愛の家グループホーム調布国領町（国領町） 042-443-7270 

至誠ホーム調布若葉ケアセンターグループホーム（若葉町） 03-3326-6001 

グループホームたのしい家調布下石原（下石原） 042-490-9021 

認知症対応型通所介護

（認知症デイサービス） 

高齢者在宅サービスセンター調布八雲苑（八雲台） 042-484-8551 

調布市ちょうふの里高齢者在宅サービスセンター（西町） 042-441-6651 

調布市国領高齢者在宅サービスセンター（国領町） 042-481-7711 

入間町地域密着型認知症デイサービスぷちぽあん（入間町） 03-3483-1681 

至誠ホーム調布若葉ケアセンター デイサービス（若葉町） 03-3326-1771 

看護小規模多機能型居宅介

護 

看護小規模多機能型居宅介護ケアホーム希望（西つつじヶ丘） 03-5315-5722 

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ケアハウス絆（若葉町） 03-5314-2893 

 介護保険サービスの利用は居宅介護支援事業所を通して行います。 

 

その他のサービス 

名  称 内  容 所管・電話番号 

認知症徘徊高齢者探知シス

テム（徘徊探知機の貸与） 

認知症により徘徊のある６５歳以上の

方に探知機を携帯してもらうことにより、

居場所を特定できます 

調布市福祉健康部高齢者

支援室／042-481-7150 

認知症高齢者徘徊感知器

（介護保険福祉用具の貸与） 

 玄関などに設置して、外出や通過状況

を知らせてくれる機器 

居宅介護支援事業所または

福祉用具取扱事業所 

認知症てれほん相談 家庭で、認知症の高齢者を介護している

方への精神的な援助と情報提供 

認知症の人と家族の会／

火・金 10 時～15 時  

03-5367-2339 

高齢者被害１１０番 悪徳商法による被害や商品事故の苦情

などの消費生活トラブルでのお困りの高

齢者のための消費生活相談 

東京都 

消費生活総合センター／ 

03-3235-3366 

 

東京都老人性認知症専門病棟（積極的な認知症治療が必要な方を対象とした病棟がある病院） 

名 称 電話番号 名 称 電話番号 

都立松沢病院（世田谷区） 03-3303-7211 慈雲堂病院（練馬区） 03-3928-6511 

大内病院（足立区） 03-3890-1306 東京海道病院（青梅市） 0428-32-0111 

順天堂東京江東高齢者医療センタ

ー（江東区） 

03-5632-3111 昭和大学附属烏山病院 

（世田谷区） 

03-3300-5231 

東京武蔵野病院（板橋区） 03-5986-3111 駒木野病院（八王子市） 042-663-2222 

桜ヶ丘記念病院（多摩市） 042-375-6311 

 

東京都多摩若年性認知症総合支援センター 

内容 電話番号 

若年性認知症コーディネーターが、ご本人やご家族からの相談及び支援を行いま

す。 

042-483-2198 


