社会福祉法人 新（あらた）の会
はあと・ふる・えりあ／ふぁんふぁ〜れ

■生活介護・就労継続支援Ｂ型
■調布市小島町1-22-7
☎042-490-8625
http://www.aratanokai.or.jp/

喫茶 菓子 パン 手芸 ポス 封入

ＮＰＯ法人 エクセルシア
リサイクルショップ 不思議屋
■就労継続支援Ｂ型
■調布市下石原1-5-5
☎042-489-3754
http://www3.hp-ez.com/hp/
fushigiya/page3 SHOP

社会福祉法人 大泉旭出学園
旭出調布福祉作業所

■就労継続支援Ｂ型・就労移行支援
■調布市小島町3-26-1
☎042-485-5885
http://www.chofufs.jp/

喫茶 ポス 箱袋

社会福祉法人 くすのき会
調布くすの木作業所／シェア／結の里

■就労移行型支援・就労継続支援Ｂ型
■くすの木作業所：調布市小島町3-72-26
☎042-486-9129 シェア：調布市下
石原1-42-11 ☎042-481-1157
結の里：調布市布田2-51-6、みこしビ
ル地下1階 ☎042-442-2023
http://members.jcom.home.ne.
jp/kusunokikai/ 喫茶 封入 清掃

NPO法人 クッキングハウス会 レストラン＆ティールーム
クッキングハウス／クッキングスター

■就労継続支援Ｂ型・自立訓練（生
活訓練）■調布市布田1-26-7、
山富
ビル102 ☎042-498-5177
http://www.cookinghouse.jp/

喫茶 菓子 手芸 講演

NPO法人 高次脳機能障がい者活動センター
調布ドリーム

■生活訓練・就労継続支援Ｂ型
■調布市飛田給2-22-7、
ＴＢＫビル
1階 ☎042-444-3068
http://www.chofudream.com/

清掃 SHOP

社会福祉法人 巣立ち会 こひつじ舎
■就労継続支援Ｂ型
■調布市菊野台1-17-5
☎042-488-4433
http://sudachikai.eco.to/

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
調布市障害者地域活動支援センター「ドルチェ」

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 すまいる

■生活介護・就労継続支援Ｂ型・就
労移行支援 ■本場：調布市西町
290-4 ☎042-481-7723
分室：調布市布田2-29-4
☎042-426-9481
http://www.jigyodanchofu.com/sumairu/ 菓子 パン SHOP

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 そよかぜ
■生活介護
■調布市西町290-4
☎042-481-7663
http://www.jigyodan-chofu.com/
soyokaze/

介護

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団
調布市デイセンターまなびや

■生活介護 ■調布市西町290-47
☎042-442-9552
http://www.jigyodan-chofu.com/
manabiya/

介護

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう
■一般及び特定相談支援事業・
移動支援事業・地域活動支援セン
ター事業
■調布市布田2-29-1
☎042-487-4552
http://www.jigyodanchofu.com/zo/ 喫茶 SHOP

NPO法人 調布心身障害児・者親の会
ゆうゆうくらぶ／ぴいす

清掃 ポス 封入 箱袋

一般社団法人 生活支援ネットアーリーバード

菓子 手芸 清掃 封入

児

NPO法人 爽々苑 爽々苑／爽々苑やわらぎの家

■就労継続支援Ｂ型
■爽々苑：調布市上石原3-7-8
☎042-480-8294 爽々苑やわらぎ
の家：調布市上石原2-12-6
☎042-481-6262
http://www.sosoen.or.jp/

ポス 清掃 ク 封入

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
調布市希望の家／調布市希望の家分場

■ 生 活 介 護 ■調布市富士見町
2-16-33
（2014年5月まで工事中）
分場：調布市入間町1-13-2
☎03-3305-7737
深大寺：調布市深大寺北町5-6-1
☎042-426-8577
http://www.ccsw.or.jp/kibou/

社会福祉法人 調布を耕す会
しごと場大好き／カフェ大好き
■就労継続支援Ｂ型・生活介護
■調布市布田3-20-1 ☎042-486-1022
http://www.tagayasukai.com/
カフェ：調布市多摩川5-7-4 ☎042-481-3933

喫茶 菓子 手芸 ポス 封入 SHOP

NPO法人 なないろの会 クレヨンキッズ れいんぼー

■放課後等デイサービス
■クレヨンキッズ：調布市布田2-4-10、
布田ビル1階 ☎042-490-3933
れいんぼー：調布市富士見町4-30-20、
1階 ☎042-499-6777
http://crayonkids-rainbow.org/

児

NPO法人 にこにこの会 にこにこキッズルーム

■放課後等デイサービス
■調布市下石原1-2-4、ヤシマビル2階
☎042-499-5660
http://2525kids.web.fc2.com/

児

毎日通いたくなる気配り美人の店

すべてのお客さまにわくわーくをオススメ

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市総合福祉センター
放課後等デイサービス ぴっころ

■放課後等デイサービス
■調布市小島町2-47-1、
総合福祉
センター5階 ☎042-481-7693
（調布市社会福祉協議会）
http://www.ccsw.or.jp/jidou/
picoro/ 児

「セブンイレブン野川大橋南店」
さまへ

「美容院 bianca
（ビアンカ）
」
さまへ

封入 手芸 SHOP

■放課後等デイサービス・就労継続支援Ｂ型
■ゆうゆうくらぶ：調布市柴崎1-56-1、
サニーハイツ1階 ☎042-499-8956
ぴいす：調布市深大寺元町4-7-12
☎042-230-9776
http://chofuoyanokai.com/

■放課後等デイサービス
■調布市多摩川5-7-4-201
☎042-446-2550
http://earlybird2525.web.
fc2.com/

障がい者をさりげなく支えてくださる
「わくわーく」
なお店に突撃。
感謝を込めて表彰状をお贈りします！

■地域生活支援事業
■調布市小島町2-47-1、総合福祉
センター4階 ☎042-490-6675
http://www.ccsw.or.jp/
syogaisya/dolce/

調布市福祉作業所等連絡会に加盟している団体は2014年3
月現在26です。菓子やパン、手工芸品のほか、作業工程の工
夫によりまちのさまざまな
『しごと』
を受注し、信頼されていま
す。
交流活動や発注を通して、
あなたの手でかれらの力を引き
出してみませんか。

営業事項の凡例

「どなたにもおしゃれを楽しんでほしい」
と入院中の高齢者や障がい者に髪
の手入れを積極的に提案する美容院、
ビアンカオーナー・一條直幸さん。
白
を基調としたシックな店内の一角に、
人気女性誌にまじり
『わくわーく』
が並
んでいます。
「障がい者支援の冊子ですよ、
とお客さまに勧めるとほとんどの
方がその場で見るだけでなく持ち帰るので、
すぐに在庫がなくなっちゃうん
ですよ」
とうれしい報告をしてくれます。
いつもご理解＆ご協力、
ありがとう
ございます！

福祉作業所
「希望の家分場」
に通う安藤雅英さん
（写真左）
は、
毎日雑誌や
飲み物を買いにこの店に寄ります。
それは、
アルバイト店員の池田利恵さん
（写真左から2人目）
が、
商品を探したり、
支払いのときにさりげなく手伝っ
てくれるから。
陳列方法や商品説明の札などにも工夫があって、
店のスタッ
フの細やかな気配りを感じます。
池田さんにとってはお客さまの
「ありがと
う」
という言葉が、
働いていて一番嬉しいことだそうです。
そのお気持ちに、
感謝します。

喫茶 喫茶 菓子 菓子 パン パン 手芸 手工芸品
ポス ポスティング 印刷 印刷 封入 封入・封かん
箱袋 箱折り・組み立て・袋詰め 清掃 清掃
ク クリーニング SHOP ショップ 講演 講演
介護 生活介護
児 放課後等デイサービス
NPO法人 羽ばたく会 めじろ作業所

オーナー

■生活介護・就労継続支援Ｂ型
■調布市国領町1-3-1、調布セントラ
ルアパート1階 ☎042-443-1633
カフェ・さえずり ☎042-444-8818
http://www.mejiro-s.com/

■生活介護・就労継続支援Ｂ型
■第1ポピーの家：調布市国領町
8-1-82 ☎042-483-4230
第2ポピーの家：調布市八雲台
2-11-24 ☎042-483-7090
http://poppy-house.com/

セブンイレブン
調布野川大橋
南店

店長

貴店は 日ごろ
から
障がい者の生
活の支えとな
る
「わくわーく」
なお仕事をし
ていることに
感謝を込めて
ここに表彰いたしま
す

調布市福祉作

代表

平成26年1月
28日
調布市福祉作
業所等連絡会
代表 長尾英

長尾英治

治

bianca（ビアンカ）
調布市布田1-47-4、1階 ☎042-480-3121
9：00〜20：00(最終カット受付18：00）18：00以降は前日までにご予約を
第1・第3月曜日、毎週火曜日定休

セブンイレブン野川大橋南店
調布市入間町2-7-9 ☎03-3430-4771
24時間営業 年中無休

手芸 清掃

NPO法人 ふみ月の会 ふみ月の会

■放課後等デイサービス
■調布市染地1-17-15
☎042-486-9901
http://fumitsuki.org/

児

ＮＰＯ法人ポコポコ・ホッピング
ポコポコ・ホッピング神代団地／ポコポコ・ホッピング富士見町
■放課後等デイサービス
■神代団地：調布市西つつじヶ丘
4-23、神代団地33-103
☎042-483-1114
富士見町：調布市富士見町3-25-1、
1階1号室 ☎042-486-5922
http://homepage2.nifty.com/pocohop/

児

地域の憩いの場に
身体障がい者の社会参加を推進するＮＰＯ法
人「羽ばたく会」が運営するカフェ
「さえずり」。
ゆっくりとお茶を飲んで会話（さえずり）
を楽し
んで頂ける場を、
という法人の願いと、
再開発で
変わりゆく布田を元気にしたい、
との地元商店
会の思いが形になりました。

カードに気付いてください
ヘルプカードは市内在住の障がい者に無料で配
布しています。
緊急連絡先、
医療情報、
手伝いの
必要な内容などを書いて携帯することで、
緊急時
や災害時はもちろん、
日ごろから周囲の手助けを
得やすくするものです。
困っているなと思ったら
「カードを持っているかも」
と思い出してください。

カフェギャラリー さえずり
調布市国領町1-3-1、
1階 ☎042-444-8818
10：30〜17：00。
土曜・日曜・祝日定休

調布市役所 障害福祉課
☎042-481-7094

一点ものに出合うパルコ販売会
福祉作業所の製品は丁寧な手仕事が魅力。
パル
コ前の販売会では、
普段は福祉作業所に縁のな
い人が一点ものや掘り出しものをみつけて喜ん
でくれます。
今年第1弾は5月中旬に開催予定。
ぜ
ひこの機会をお見逃しなく！ 日程などの詳細は
調布市福祉作業所等連絡会に問い合わせを。
調布市福祉作業所等連絡会
☎042-481-3201

NPO法人 リフレッシュ工房 リフレッシュ工房

■生活訓練・就労継続支援Ｂ型
■調布市小島町1-4-18、
メゾン調布
102号室 ☎042-486-4531
http://chofu-npo-supportcenter.
jp/01i001/

手芸

NPO法人 わかばの会
わかば事業所／わかば第一事業所

■生活介護・就労継続支援Ｂ型
■調布市深大寺北町5-35-26
☎042-484-1360
http://chofu-npo-supportcenter.
jp/wakaba/

封入 箱袋 清掃

調布市福祉作業所等連絡会事務局
■調布市布田2-26-8、
フラットカズ
101 ☎042-481-3201
fuku-renraku@tbz.t-com.ne.jp

壁面は、
利用者の作品を展示するほか、
ギャラリーとして一般
にも開放。
カフェのオープンにより、
利用者の仕事の幅も広がっ
た。
提供：調布経済新聞 http://chofu.keizai.biz/

ドリンク100円！ 18周年セール

かばんに提げる人も多いため、
調布では強度のある革製のスト
ラップをオリジナル製作。
市内にある福祉作業所
「ぴいす」
製です

お菓子や手芸品など、
手作りの魅力いっぱい

調布を耕す会が運営する
「カフェ大好き」
では、
6月14日
（土）
・15日
（日）
に18周年記念セールを開催
します。
看板商品のネルドリップコーヒーをはじめドリンク全品100円！です。
カフェ大好き ☎042-481-3933

菓子 パン 手芸 箱袋 介護

7

田島紀子 様

貴店は 日ごろ
から
障がい者の生
活の支えとな
る
「わくわーく」
なお仕事をし
ていることに
感謝を込めて
ここに表彰いたしま
す

平成26年2月
3日

業所等連絡会

喫茶 印刷

NPO法人 ひなげしの会
第1ポピーの家／第2ポピーの家

ビアンカ

一條直幸 様
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