これからもヘルプカードの普及にご協力ください。

宝探しのようなワクワク感が楽しめる店

不思議屋

「ヘルプカード」
は、
障がいのある人が周囲に支援を求めるためのコミュニケーション
ツールです。
2014年は1年をかけてさまざまなイベントを行いました。
「ヘルプカード」
のことをベースに
「調布での豊かな暮らし」
を語り合う
「調布未来語らいフォーラム」
５回開催

小中学生対象の
「ポスターコンクール」開催

「ヘルプカード」
を
紹介する動画を作成

不思議屋の外観。数年前に

（NPO法人エクセルシア）

増築したそうです

そんなとき、
ヘルプカードが
身につけられていれば、
なんらかの障がいがある方と
わかり、
その支援方法も

みなさんは、
ヘルプカードを
ご存知でしょうか。

わかりますので、

食器に古着に雑貨、
タオルに子供用
の遊具、
古本……。
なんとも雑多なも
のがところ狭しと並び人気を呼ぶ、
文字通り、不思議な店が西調布駅
北口、中央道調布インター近くにあ
ります。
マグカップが50円、古着200
円などいずれも驚くほどの低価格。
自らがリメイクした商品も販売。
宝探
しのようなワクワク感が楽しめます。
運営するのは、障害者移送サービス
も行うNPO法人エクセルシア。障が
いを持つスタッフが、
商品の引き取り
などを手伝っています。今年でオー
プンしてから2 1 年目。
２年 前にリ
ニューアルし、
店舗が大きくなってい
ます。

迅速で、適切な対応が
可能になります。

和服のリメイクも手がけます
DVDの貸し出しも行っています。
イベントなどでぜひ上映ください

１２月６日
「福祉まつり」
会場で市長より表彰が
ありました

■調布ヘルプカード普及プロジェクト http://helpcard.chofu.com
調布市障害福祉課 ☎042-481-7094

「わくわーく
ギフトカード」
を
10名にプレゼント！

「ヘルプカード＆
障害がある人のサポート
ハンドブック」作成

バラエティ豊かな雑貨が並ぶ店内
手作りの布草履。
大人用と子
供用があります。
（￥1000 1500）。室内向けで、今夏
に活躍しそう

市役所障害福祉課で無料配布中です。
ご活用ください。
会議・イベント等で配布いただける方大募集中！
！
！

「わくわーく」
誌面で紹介する福祉ショップやカフェで使える
を明記してご応募ください。
■応募先／182-0024 調布市
1000円分の
「ギフトカード」
を、
抽選で10名の方にプレゼン
布田2-26-8フラットカズ101 調布市福祉作業所等連絡会
トします。
希望者ははがきに①氏名②〒住所③
「わくわーく」 「わくわーく」
プレゼント係 ■締め切り／4月30日(木)必着
の感想やリクエスト、
メッセージ④
「わくわーく」
の入手方法
■連絡会／☎042-481-3201
（水・土・日休み）

不思議屋

東京都調布市下石原１-５-５
☎042-489-3754
営業時間 10時〜18時(定休:月/火)

※応募者の個人情報は当選連絡に使用するほか、個人が特定されない形で集計し、今後の事業の参考にさせていただきます。許可なく第３者に公開・提供することはありません。
当選発表は、
当選者への通知をもって代えさせていただきます。

そばのセットなんてものも
突然あったりします

連絡会のホームページができました！！

メンズ・レディースともに古着もいっぱい

加盟団体の情報や、
「わくわーく」
のバックナンバーが見られるほか、
加盟団
体が行っている事業が作業カテゴリーごとに検索できますので、
作業所等
への仕事依頼が便利になります。
さらに作業所の作品や商品を定期的に
紹介していく予定です。
ぜひご活用ください。

http://chofufukurenraku.sakura.ne.jp/

調布市福祉作業等連絡会加盟団体

■ＮＰＯ法人 エクセルシア リサイクルショップ 不思議屋 ☎042-489-3754
■社会福祉法人 大泉旭出学園 旭出調布福祉作業所 ☎042-485-5885
■社会福祉法人 くすのき会
くすの木作業所 ☎042-486-9129
シェア ☎042-481-1157
結の里 ☎042-442-2023
■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
☎042-498-5177
■一般社団法人 生活支援ネットアーリーバード ☎042-446-2550
■NPO法人 爽々苑
爽々苑 ☎042-480-8294
爽々苑やわらぎの家 ☎042-481-6262
■社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
調布市希望の家 本場 ☎042-481-7700
調布市希望の家 分場 ☎03-3305-7737
希望の家深大寺 ☎042-426-8577
障害者地域活動支援センター ドルチェ ☎042-490-6675
放課後等デイサービス ぴっころ ☎042-490-6675
■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 ☎042-490-8625
■社会福祉法人 調布市社会福祉事業団
すまいる 本場 ☎042-481-7723
すまいる 分室 ☎042-426-9481
そよかぜ ☎042-481-7663
調布市デイセンターまなびや ☎042-442-9552
ちょうふだぞう ☎042-487-4552
■NPO法人 ゆうゆうくらぶ ゆうゆうくらぶ ☎042-499-8956
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■NPO法人 調布心身障害児・者親の会 ぴいす ☎042-230-9776
■社会福祉法人 調布を耕す会
しごと場大好き ☎042-486-1022
カフェ大好き ☎042-481-3933
■NPO法人 なないろの会
クレヨンキッズ ☎042-490-3933
れいんぼー ☎042-499-6777
■NPO法人 高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム
調布ドリーム ☎042-444-3068
■社会福祉法人 巣立ち会 こひつじ舎 ☎042-488-4433
■NPO法人 にこにこの会 にこにこキッズルーム ☎042-499-5660
■NPO法人 羽ばたく会
めじろ作業所 ☎042-443-1633
カフェギャラリーさえずり ☎042-444-8818
■NPO法人 ひなげしの会
第1ポピーの家 ☎042-483-4230
第2ポピーの家 ☎042-483-7090
■NPO法人 ふみ月の会 ふみ月の会 ☎042-486-9901
■ＮＰＯ法人 ポコポコ・ホッピング
神代団地 ☎042-483-1114
富士見町 ☎042-486-5922
■NPO法人 リフレッシュ工房 リフレッシュ工房☎042-486-4531
■NPO法人 わかばの会
活動支援事業部 ☎042-486-3174
就労継続支援事業部 ☎042-488-2870
わかば第一事業所 ☎042-484-1360
■NPO法人 ちょうふの風 ☎042-444-5514
■一般社団法人 ソウスマイル スマイルパークCHOFU ☎03-5315-5981

調布市内には、
福祉系の個性的なショップやカフェスペースがいくつかあります。
今回はその中から２店を紹介します。
春の散歩にでかけてみてはいかがでしょうか。
コーヒーや紅茶を飲みながら会話と交流を楽しむ店

ティールーム・クッキングハウス

（NPO法人クッキングハウス会）

ここは、
心の病や悩みを持つ方の居場所、
社会参加のスキルを練習する場、
さらに
は地域の方々との交流の場として開設されたティールームです。
毎日13時半〜15
時頃は、
交流タイムとなっていて、
一般の方もコーヒーや紅茶を飲みながら交流す
ることができます。
会話の内容は日によってさまざま。
ゆったりした会話を楽しむこ
とで
「利用者も一般の人も、
ともに元気になれます」
とスタッフの弁。
ここでは10時
〜17時まで、
利用者が作ったフロランタンやビスコッティ、
シフォンケーキなどの焼
き菓子の販売もしていて、
「おいしい！」
と評判を集めています。
クッキーはごま、チョコ
チップ、
くるみ＆アーモ
ンド、紅茶、ココア、抹
茶、コーヒー、季節の
クッキーの８種類があ
ります

人気のフロランタン。
店では、
メンタルヘルス
関連の本やCDなども販売しています

13時半〜15時頃の交流タイム。
この日は一般の方、
精神科医の
先生もいらっしゃいました

ティールーム・クッキングハウス

東京都調布市布田１-２６-７ 山富ビル102・103
☎042-484-4103（定休日：土日祝日）
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