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調布市福祉作業所等連絡会に加わっている団体は2013年7月現在27です。菓子やパン、
手工芸品のほか、ワークフローの工夫などでまちのさまざまな『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。

一般社団法人  生活支援ネットアーリーバード
発達障がいの子どもの居場所
ニートや引きこもりの子どものなかに、発達障がいのある子どもが多
いことに気付き、2013年1月に新事業所を設立。ゆったりと宿題をし
たり交流できる放課後の居場所　■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/

NPO法人 爽々苑  爽々苑／爽々苑やわらぎの家
市内唯一のクリーニング請負
主に公共施設からの品物を扱う。利用者が自立できるよう、会食会、宿
泊学習、地域交流活動など、基礎的生活力の習得に力を入れている
■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/

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
利用者の主体性を重視
知的障がい者のための通所施設。軽作業の受託や、お菓子、工芸品の
製造販売など作業の幅が広い。菓子コンクールで銅賞を受賞した
チーズケーキが有名　■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」
趣味活動から就労支援まで
地域でいきいきとした生活を続けるために、情報提供や仲間作りの支
援をするほか、障がいについての理解促進と普及啓発、ボランティア
育成なども行う　■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/

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
家族のための支援も充実
知的・身体の障がいを問わず63人の児童が在籍。少人数の通年グ
ループで音楽療法を施し仲間意識を育てる。公園遊びなど体を動か
すプログラムも　■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/

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団  すまいる
熟練技によるパンの製造・販売
パンの製造・販売・宅配作業を通じ、働く喜びと働く機会を提供し、自立と社
会参加を支援。どこか懐かしい素朴な味を求めて何度も買いに来るファンも
■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.jigyodan-chofu.com/sumairu/

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団　そよかぜ
知的障がい者に自立と自律を
知的障がい者援護施設。利用者の平均年齢は31歳と若く、活気にあ
ふれている。陶芸、織物の「作業」と、学習、音楽などの「活動」をバラン
スよく行う　■生活介護　■調布市西町290-4　
☎042-481-7663　http://www.jigyodan-chofu.com/soyokaze/

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
重複障がい者に生きがいを
身体の障がいと知的の障がいをあわせもつ人の通所施設。外出・レク
リエーション・創作活動・音楽療法などの活動や季節の行事などを実
施。地域交流も盛ん　■生活介護　■調布市西町290-47  
☎042-442-9552　http://www.jigyodan-chofu.com/manabiya/

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団  ちょうふだぞう
日常生活全般の相談ができる
障がいを持つ方々の仕事や生活にかかわるさまざまな相談を受け付
けるセンター。パソコン作業、資料閲覧、歓談のための開放スペース
のほか、本格コーヒーを味わえるカフェを併設　■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.jigyodan-chofu.com/zo/

NPO法人 調布心身障害児・者親の会  ゆうゆうくらぶ／ぴいす
誰もが自分らしくいられる場
障がいのある子どもたちがリラックスできる「ゆうゆうくらぶ」と、贈り物に人
気の焼き菓子や革製品の製造をする「ぴいす」を運営　■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/

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
妖怪焼き・クッキー等製造販売
溶岩釜で焼くパンや、ゲゲゲの鬼太郎をモチーフにした人気商品「妖
怪焼き」を製造・販売。その他工芸、園芸、受注作業など48人が活躍
中　■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/

ＮＰＯ法人 エクセルシア  リサイクルショップ 不思議屋
受託に頼らず仕事を生み出す
障がいを持つ方々15人と職員5人が運営するリサイクルショップ。自
主性を尊重し、それぞれのペースで仕事に携わる。通所率も高い
■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

社会福祉法人 大泉旭出学園  旭出調布福祉作業所
利用者が主役になれる支援を
知的障がい者の就労に向けた取り組みと働く場としての通所施設。室内
は色彩効果をとり入れています。2階はホットケーキが好評の喫茶室を併
設しています　■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/01_ins/ins.html

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
封入・封かんは万単位でOK
精神障がい者を対象に事業を運営。封入・封かんは機材がそろい万
単位で発注可能。軽作業からカレーショップ運営まで取り組む作業は
幅広い　■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/

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
食を通じて地域とつながる
心の病を持つ人たちが孤立しないよう、食事作りで交流する場をと
1987年に設立。レストランや喫茶室の運営を通じ誰でも気軽に立ち寄
れる場となっています　■就労継続支援Ｂ型・自立訓練（生活訓練）
■調布市布田1-10-5、稲毛家ビル2階　☎042-498-5177
http://www.cookinghouse.jp/

NPO法人 高次脳機能障がい者活動センター  調布ドリーム
グループリハビリが特徴
高次脳機能障がいを負った方たちが、楽しく、当事者主体で各種リハ
ビリ（卓球、パソコン、音楽等）に取り組んでいます。毎日開店する「夢
市」で犬用の手作りクッキーほか物品の販売も行っています　■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/

社会福祉法人 巣立ち会  こひつじ舎
「よく働き、よく遊べ」
20代から70代まで、約100人が利用する作業所。作業は調理など個
人で行うものからＤＭ封入・封かん、結束のように多数で行うものまで
多岐にわたる　■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 調布を耕す会  しごと場大好き／カフェ大好き

ものづくりと受託作業を中心に、知的障がい者38人が働く「しごと場
大好き」や喫茶店「カフェ大好き」を運営。デカ盛りウォークラリーにも
登場したカレーが絶品！  ■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/

NPO法人 なないろの会  クレヨンキッズ　れいんぼー
子どもの自主性を大切に
仲間と思いっきり遊ぶ小学生の居場所「クレヨンキッズ」と思春期に
寄り添い自己肯定感を育む中高生活動「れいんぽー」を運営。緊急時
の家族支援も　■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/

NPO法人 にこにこの会  にこにこキッズルーム
家族同士や地域がつながれる
障がい児の放課後の居場所として運営。活動や遊びを通じて、意欲や
関心を広げる支援を行う。地域交流も盛んで、家族のサポートにも積
極的　■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/

NPO法人 羽ばたく会  めじろ作業所
障がいは違っても笑顔はひとつ
「障害者ワープロ教室」に通っていた中の7人が立ち上げた作業所。
名刺サイズからＡ全サイズまで各種印刷を受注。笑い声の絶えない
明るい作業所　■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　
http://www.mejiro-s.com/

NPO法人 ひなげしの会  第1ポピーの家／第2ポピーの家
元気であたたかい仲間たちの職場
18歳以上の知的障がい者のための施設。第１は「生活介護」、第２は
「就労支援」を行う。花かごやコサージュなど和紙を用いた花がロング
セラー商品　■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/

NPO法人 ふみ月の会  ふみ月の会
一人ひとりにあった緻密なアプローチが特長
小学生から高校生までの子どものための放課後等デイサービス。パン
作りや、陶芸、宿泊訓練など多岐にわたるプログラムを通じ、「自立」の
ための療育に力を注ぐ ■放課後等デイサービス ■調布市染地
1-17-15
☎042-486-9901　http://www11.ocn.ne.jp/~fumituki/

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
助け合える友人関係を育む
発達にハンディを持つ子どもたちの放課後をできるだけ豊かなものに
と発足。将来的に互いを助け合えるような関係を育む場所に。課外活
動にも積極的 ■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/

NPO法人 リフレッシュ工房  リフレッシュ工房
女性目線の繊細な商品が人気
精神障がいのある人を支援する作業所。アットホームで居心地のよい
空間は友人宅のよう。羊毛アートや、キャンドルなど一点ものの手工
芸品に定評あり　■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/

NPO法人 わかばの会  わかば事業所／わかば第一事業所
3事業所連携で効率アップ
18歳から76歳の知的障がい者と聴覚障がい者約50人が利用。３事
業所で配送や清掃、封入・封かん作業を行う。事業所間の連携で高い
作業効率をキープ　■生活介護・就労継続支援Ｂ型　
■調布市国領町2-18-1、アトラック国領1階　☎042-484-1360　
http://chofu-npo-supportcenter.jp/wakaba/

調布市福祉作業所等連絡会
連携による広報ＰＲと事業開発
市内40事業所の連携で啓発、広報・PR、共同受発注や新規事業開発
に取り組んでいる　
■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
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今年1月、児童の放課後の居場所を運営する一般社団法人「生活支援
ネットアーリーバード」が設立され、調布市福祉作業所等連絡会に加わ
りました。もともとニートや引きこもりの子どもを対象に就労支援を行って
いた代表の髙橋昌裕さんは、そのような子どものなかに発達障がいのあ
る子供が多いことを知り、支援事業立ち上げを決断しました。少人数で
ゆったりと過ごせるように配慮しています。
また、2011年に運営をスタートした、調布市社会福祉協議会の「ぴっこ
ろ」があらたに会員に加わりました。こちらは知的・身体の障がいを問わず
音楽療法を柱とした放課後プログラムが特徴です。
アーリーバード
（京王多摩川駅前、カフェ大好き2階）
☎042-446-2550
earlybird@jcom.home.ne.jp
ぴっころ
（総合福祉センター5階）
☎042-481-7693（調布市社会福祉協議会）
jud-hk@ccsw.or.jp

子どもの放課後の居場所が増えました

今年もやります！ パルコ前に“わくわ～
く”な作業所の手作り品が大集合。この
日はあちこち回らなくても、人気商品
が1カ所で購入できます。11月中旬に
開催予定。日程は10月中旬に決定し
ます。詳細は調布市福祉作業所等連
絡会まで問い合わせを。
調布市福祉作業所等連絡会　☎042-481-3201

パルコ販売会

　地域交流を目的に行われる年1回の恒例イベント「すずかけフェス
タ」が10月5日（土）に行われます。調布市社会福祉事業団が運営する
３施設「なごみ」「そよかぜ」「すまいる」合同のお祭りです。模擬店やス
テージなどでにぎわい楽しい雰囲気。お散歩のついでにぜひ立ち寄っ
てください。10月5日（土）10：00～15：00。調布市知的障害者援護施
設敷地内（調布市西町290－4）。飛田給駅から徒歩12分。問い合わせ
は、すずかけフェスタ実行委員会　
042-481-7663（そよかぜ　篠崎さん）まで。詳細はホームページでも
紹介しています。http://www/jigyodan-chofu.com/

　今回は障がい者の生活にかかわるアーティストや街のパートナー団
体を取材しました。「支援をしよう」と関わった人たちが、思いがけず充
実したときを過ごし、それをエネルギーに変えてその人自身が輝きを
放っているように見えました。あなたの感想や障がい者の生活について
知りたいことなどを編集部にお寄せください。
あて先　〒182-0024  調布市布田2-26-8、フラットカズ101　
調布市福祉作業所等連絡会「わくわ～く」編集部　3号感想係

10月5日（土）すずかけフェスタ

「スポーツ祭東京2013」開催に合わせ、調布市福祉作業所等連絡会
加盟の事業所では販売準備に余念がありません。競技のメイン会場
となる味の素スタジアムでは、10月2日（水）～7日（月）に福祉作業所
のショップがオープン。全国各地から来る選手や応援の皆さんに、調
布のお土産として福祉作業所の製品をアピールします。5日（土）正午
からは、味の素スタジアム内にあるイベント広場で、今号「art」特集で
紹介した「じょうろくらぶ」がミニライブを開催します。デイセンターま
なびやとしごと場大好きの人たちと夢のジョイントが実現。あなたも
応援に来てネ！

国体に向けて、調布みやげをアピール

from editor

地域の中で生き生きと

SHOP


