創業46年の老舗スーパー「みなとや」
さまへ

みなとや 七野
清 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28年7月29日
調布市福祉作業所
等連絡会 代表

ドリームボックス下石原

16年間、
お世話になりました！

長尾英治

会

様

平成28年7月29日
調布市福祉作業所
等連絡会 代表

長尾英治

100円カレーでおなじみのクレストンホテルのチャリティーイベントに
参加して18年目になる

http://chofufukurenraku.sakura.ne.jp/
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表紙に
ついて

第39回調布市福祉まつりに今年も参加！

いろんな団体がつながり︑

調布よさこいは、調布の夏の風物
詩ともいえるイベントです。今回の
モデル「ちょうふだぞうチーム」
は
11年連続で出場。
沿道の多くの人
に注目される中で振りや掛け声を
合わせながら踊るのが「たまらな
い！」
と多くの人が笑顔で語ってく
れました。

調布市下石原1-32-6下石原プラザ101号室
☎042-444-7155
（放課後等デイサービス）
Email：dbshimoishi@mist.ocn.ne.jp

毎年12月の第1土日に行われる
「調布市福祉まつり」。今
年は12月3日4日に行われます。
1日目の土曜日は、
障がい者、
高齢者等が作製した自主製
品の展示販売、模擬店、施設、
グループの紹介等を中心に、
参加者の交流と障がい者等への理解を含めた福祉の啓発
が目的とされていて、
市内の多くの障がい者施設、
事業所が
参加します。
各事業所自慢の自主製品や手作り製品の販売。
また、ステージでは、事
業所のPRやメンバーの
歌や踊りで、
大いに福祉
まつりを盛り上げます。
今年は、調布市役所
前で開催されます。み
なさん、ぜひお越しくだ
さい。

27

50

第５回
「ほっとハート」
が大盛況
調布市・多摩市・府中市の障がい者福祉施設などが、
オ
リジナル製品を販売するイベント
「ほっとハート」
が9月24日
多摩市永山で開催されました。
当日は柴崎さきちゃん、
たま
ボラ君、
ふちゅこまなど各市のゆるキャラも大集合。途中雨
で中断しましたが、
フラダン
ス、猿回しなど多彩なステー
ジもあり盛り上がりました。
３
市の合同販売会もこれで５
回目。今後も積極的に継続し
ていく予定です。ぜひ応援く
ださい。

パルコの正面玄関横で年２回開催する販売会ももう20
年になる

6

も広がってきました︒また︑各 事 業 所には若
手スタッフも 増 えてき ました︒﹁ネットワーク
で面 となって調 布の福 祉 を 前 進 させる﹂とい
うＤＮＡを新しい人に引 き 継 ぎながら︑連 絡
会 も 時 代にあわせてさらに進 化させていきた
いですね︒

詳しくは連絡会のホームページをご覧ください。

■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 ☎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
ふくふく ☎042-444-7807
■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
ふみ月チャレンジ染地（事務局） ☎042-486-9901
ふみ月チャレンジたま川 ☎042-446-0633
■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 ☎042-483-1114
ポコポコ・ホッピング富士見町 ☎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
わかば事業所 ☎042-486-3174
わかば第一事業所 ☎042-484-1360
わかば第二事業所 ☎042-488-2870
■NPO法人 ちょうふの風 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
■（株）
ペイフォワード 放課後等デイサービスわかば ☎03-5969-9047
■（株）
シエンズ 放課後等デイサービスたんぽぽ ☎042-444-0471
■（株）
ファミリーホーム 放課後等デイサービス
ドリームボックス下石原 ☎042-444-7155

注 数や受 託 金 額︑加 盟 団 体が増 えてくるに
したがって︑受託の交渉や割り振り︑会計処
理が複 雑になって︑自 身の仕 事 外で集 まって
いる事 務 局では担いきれない仕 事 量 となって
来 ま し た︒そ こで︑調 布 市の協 力 を 得 て︑
都の経営ネットワーク支援事業の助成金を活
用して︑５年 前から専 任スタッフを 置 き︑事
務 所 を 立 ち 上 げ ま した︒そのおかげで︑５
年 前から﹁わくわーく﹂も 発 行 出 来るよう
になりました︒
飯 田 今やも う 伝 説になっているけど︑亀田
さんと朝日さんは︑昔︑いっしょのアパートに
住んでいました！ ここまで来たのもふたりの
情熱だね︵笑︶︒みんな老けたけど︑情熱は
当時とまったくかわらない︵笑︶︒
朝日 ははは︒同棲話は言わないで！
亀 田 今や 団 体 事 業 所が加 盟 するまで
になりました︒最近では︑放課後等デイサー
ビスなど児童分野の団体も増え︑知的︑精神︑
児 童︑身 体︑高 次 脳 機 能 障がいなど︑分 野

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
■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

専任スタッフと事務所がある︒

５

調布中央商店会
http://www.chofu.com/chuou

それが調布スタイル

みなとや／調布市 飛田給 2-14-16
ＴＥＬ：042-483-1421
営業：10:00〜22:00
定休日／第2・4木曜日

調布中央商店

貴商店会は 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

2012年4月に西調布駅から徒歩7分のところに誕生した放
課後等デイサービスの施設です。
「ドリームボックス」
という名
前は、子どもたちの笑顔あふれる夢の箱のような施設にとの
思いから付けました。遊びや物作り、運動等の、集団生活の
中で、
ルールやマナーを一つ一つ習得しながら自分の居場所
を見つけ、
個性を伸ばしていけるお手伝いをさせて頂きます。
安心、
安全に過ごせ、
誰からの支援も受けられるように、
楽し
く過ごせる事業所作りを目指しスタッフ一同日々精進してい
ます。
また、
学校や自宅への送迎サービスも行っています。
お
預かり時間も相談に応じます。詳細は直接事業所にお問い
合わせください。
ぜひご利用ください。

亀 田 ここ 年︑府 中 市 と多 摩 市 と３市 共
同でイベントなどを行っていますが︑他市から
﹁調 布 市の福 祉 状 況や連 絡 会の取り組みがう
らやましい﹂といわれることがあります︒
朝 日 今 も 最 前 線にいる市 役 所や社 協︑事
業 所で働 くスタッフが︑若い頃から繋がってい
る状 況は︑他のま ちにはないかもしれないで
すね︒
亀 田 連 絡 会でいえば︑足 立 区 は︑大 き な
作 業 所がけん引 するスタイルでしたが︑調 布
では面として広 く 連 携 するスタイルをとりま
した︒ネットワークを作り︑懇 談や交 流を続
け︑調 布 市との協 働 的な関 係を大 切にして︑
共同受注も行ってきました︒そうした中で受

「調布中央商店会」
は、
調布駅北口の東側にある商店会
です。
「ちょうふだぞう」
が、
この商店会に仲間入りをして16
年。
その間、
「あの子帰りが遅いけど大丈夫？」
など、
立場を
越えて、
利用者のことを温かく気にかけてくださったり、
冬
のイルミネーションでは
「ちょうふだぞう」
の建物に素敵な
飾りつけをして頂いたり、
駐車場のスペースを商店会のお
祭りの休憩所や福引の会場でご利用して頂いたりと、
温か
く接していただき、感謝しています。
2017年に国領に移転しますが、長い
間ありがとうございました。
※中央商店会の方々から
「移転といって
も同じ調布。
これからもお付きあいしてい
きましょう」
とのコメントを頂きました。

連絡会の

株式会社 ファミリーホーム

「調布中央商店会」
さまへ

いつもやさしい案内に感謝！

飛田給駅近くにある福祉事業所
「調布ドリーム」
では、
月に一回の料理教室があり、
その前日に買い
物リストを作って、
近くのスーパー
「みなとや」
まで
24人分の材料の買い出しに行きます。行くのは、
午前10時半頃と忙しい時間帯ですが、
いつも丁寧
に対応してくださり、
ありがとうございます。
やさし
く接してくれるおかげでゆっくり安心して買い物が
できます。
これからも末長く、
お付き
合いをよろしくお願いします。

ひとりひとりの個性を大切にして対応します。

き︑それ以 来︑年一回の市 長 との懇 談 会が実
現しています︒大変貴重な意見交換の場となっ
ています︒

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、
感謝を込めて表彰状をお贈りしています。

