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入 間 樹 林 の 会

８月２１日(土) ９：２５～１２：３０

５人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

樹林の手入れ

草むしりをしたり、目の高さの枝を切ったり、小道を作ったり植物観察も行います。

手入れをしながら、昔の調布の農家のくらしも実感できるでしょう。

この林には、まだタヌキ君がくらしています。自宅から一番近い自然の林。

調布の自然が好きな方、待っています！

※入間樹林の会は、剪定はさみを使います。雨天でも実施します。

入間・地域福祉センター

入間・地域福祉センター２階第２会議室

調布市入間町１丁目１３番地２

調布市が保有の雑木林（ここは国分寺崖線の一部でたくさんの緑があります）を手入れして、

みんなで楽しめる林にしようと活動しています。めずらしい植物もあります。

帽子、汗拭きタオル、日本手ぬぐい(ヘルメット用、薄手浴用タオルでも可）、軍手、水筒、
虫よけスプレーor虫刺され塗薬（強力な蚊取り線香はこちらでも準備しますが、肌の弱い方はご自身で

お持ちください）黒っぽい衣類は✖、長袖長ズボン（木の汁がつくととれませんので汚れてもよい

もので）靴はスニーカーでお願いします。雨天時には、長靴がよいと思います。マスク着用。

★中学生以上が参加できます

体験前オリエンテーションは行いません。
当日、会場にお越しください。(申込時にご連絡先をご案内します※荒天時、体調不良の時のみ連絡)

地形に応じた保全・

管理をする樹林

国分寺崖線の特徴を把握し、その

土地の地形や歴史をふまえた保全・

管理をしていきます。

誰もが行きたくなる樹林

明るく気持ちの良い、皆が訪れ

たくなるような樹林を目指して

作業しています。

私からかかわる樹林

[誰か]ではなく、[自分]から

かかわり、地域に残されている

貴重な樹林を保全します。

ゆっくり作業を楽しむ樹林

生き物への配慮を忘れず、皆の

イメージする樹林になるよう話し

合いにもとづいて作業をすすめます。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0004+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E5%85%A5%E9%96%93%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%92/@35.6537553,139.5850357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f1a1baf3a5fb:0xa2cd57edde9f384c!8m2!3d35.6537553!4d139.5872244?hl=ja


学生服リユースShop さくらや

[１]８/７(土) [２] ８/８(日) [３] ８/１４(土) [４] ８/１５(日) [５] ８/２１(土) [６] ８/２２(日)  

[７] ８/２８(土) [８] ８/２９(日) 【A】１０時～１２時【B】１３時～１６時で個別調整します。

オリエンテーション会場 市民プラザあくろす市民活動支援センター

活動先(さくらや調布店) 調布市下石原１－６０－８第二サイクル荘１-E室

各日 ２人 (申込順) ※さくらや店舗でボランティア参加の方

・体調管理をしっかりして、健康第一で活動しましょう。

・さくらや調布店でボランティアをする方は、お家にリッパー、糸切はさみ、スチームアイロン

などの裁縫道具があればお持ちください。1日活動に参加する方はお弁当をご持参ください。

さくらやは思い出のつまった学生服を、次の必要な方たちへバトンタッチする活動をしています。
全国各地で活動が広がり、さまざまな社会貢献活動を積極的に行っています。
調布では２０１９年に活動スタート。たくさんのボランティアを募集しています！

おうちでボランティア！ 学生服のお手入れ、修繕

①クリーニング(漂白) ②名前の刺繍取り ③毛玉取り ④アイロンかけ ⑤お直し(糸ほどき等)

※申込された方の同性用制服、学用品をお渡しいたします。

⑥都内の制服一覧資料の作成

さくらや調布店でボランティア 親子でのご参加歓迎!

⑦学生服の採寸 ⑧学生服のタグ付け ⑨学生服のWEB用写真を撮影 ⑩スチームアイロンがけ

⑪学生服の回収

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

オリエンテーション(活動のレクチャー) ８月１日(日) １３：００～１６：００
作業工程や、内容についてお話しますので、必ずご参加ください。

愛着のある学生服のバトンタッチ！ボランティアをしてみませんか？

おうちでボランティア！に参加の方はオリエンテーション時に学生服を受け取り、作業完了後に

市民活動支援センターまでお持ちください。

さくらや
パンフレット ブログ

さくらや
調布店

市民活動
支援センター

★中学生以上が参加できます

https://chofu-engawa.up.seesaa.net/image/E38195E3818FE38289E38284201200x1684.pdf
https://www.seifuku-sakuraya.com/blog/chofu/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0034+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E4%B8%8B%E7%9F%B3%E5%8E%9F%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%98/@35.6544062,139.5360562,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f011fd722eb5:0x915d78ae0707a810!8m2!3d35.6544062!4d139.5382449?hl=ja
https://chofu-npo-supportcenter.jp/


川 の 図 書 館

① ８月 ２２日(日) １０：００～１２：００

② ８月 ２９日(日) １０：００～１２：００ ※雨天の場合は中止。当日判断となります。

各日 ２人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

川の図書館の活動
本を持って来てくれた方、本を見に来てくれた方との交流
本の整理、運搬など

川の図書館活動場所

調布市染地２丁目４３－１ 市民プール前

調布駅から調４６(調布市南口)のバスに乗車し、「市民プール」前すぐ！

私達は多摩川の河川敷で、無料で本の提供（何冊でも差し上げます！）
や古本の寄付を受け付けるBook Swap Chofu「川の図書館」の活動をし
ています！
「図書館」という名前でやってはいますが、返却不要で、お喋りして
ももちろんOKで自由な図書館です。様々なジャンルも取り扱っていて、
どの年齢の方でも、きっとピッタリな本が見つかります！また、ちょ
っとしたイベントや音楽会も開催しています！木の下で活動をしてい
るので、風も心地よく、本などを通して新しい出会いや様々な「つな
がり」のきっかけができるような場所です。

Instagram

・動きやすい服装

・(暑かったら)タオルと水筒(自動販売機もありますよ☺)

・元気と力と愛情！：)

体験前オリエンテーションは行いません。
当日、会場にお越しください。(申込時にご連絡先をご案内します※雨天時、体調不良の時のみ連絡)

Twitter

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0023+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E6%9F%93%E5%9C%B0%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@35.6402063,139.5446706,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f06715ddc195:0x45669f5fa1ff0eb4!8m2!3d35.6402063!4d139.5468593?hl=ja
https://www.instagram.com/bookswapjapan/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/BookSwapChofu


グッドモーニング調布！

８月８日(日) ８：００～９：００
※荒天の場合は中止。当日判断となります。

クイーンズ伊勢丹前の公園(仙川駅前公園)
調布市仙川町１丁目５４

仙川駅前公園

１０人 (申込順)

・掃除用手袋をご持参ください。(火ばさみ・ゴミ袋は団体でご用意します)
・清掃中は、車、自転車、歩行者に注意して安全に活動しましょう。

調布市に誰もが参加できるグリーンコミュニティを創るため、朝活
としての地域清掃、地域緑化、みつばちプロジェクト(養蜂スクール
)を実施しています。ポイ捨てゴミがなく、花が咲き、蜂蜜の採れる
街の実現を目指します。主な活動エリアは仙川町、深大寺元町です
が、調布市内各地での立ち上げメンバーも募集しています。

体験前オリエンテーションは行いません。
申込完了後、メールでご連絡をお願いします。(申込時にメールアドレスをご案内します)

街の清掃活動ボランティア

「ゴミの落ちていないキレイな街に住みたいよね！」という思いから、定期的な清掃イベント
を行っています。残念ながら現実には、仙川駅前や公園にはゴミのポイ捨てが沢山ありますが、
それもみんなで拾えば楽しいイベントに変わります。
グッドモーニング調布！のメンバーと一緒に、仙川の街をきれいにしましょう！

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

HP TwitterFacebook

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BB%99%E5%B7%9D%E9%A7%85%E5%89%8D%E5%85%AC%E5%9C%92/@35.6609986,139.5811136,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x6018f1bcf28f193f:0x6e3aa9eb54fd6ba0!2z44CSMTgyLTAwMDIg5p2x5Lqs6YO96Kq_5biD5biC5LuZ5bed55S677yR5LiB55uu!3b1!8m2!3d35.6611473!4d139.5859382!3m4!1s0x0:0xe23904c20ce9a6e9!8m2!3d35.660955!4d139.5859688?hl=ja
https://goodmorning-chofu.org/
https://twitter.com/gmsengawa
https://www.facebook.com/%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E8%AA%BF%E5%B8%83-677552396022304/


①生活訓練 [１]８月２４日（火）・ [２] ８月２６日（木）・ [３] ８月２７日（金）

②就労継続支援Ｂ型 [１]８月１９日（金）・ [２] ８月２４日（火）・ [３] ８月２７日（金）

いずれも９：４５～１５：３０(プログラムは１０：００～１５：００)

各日 1人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

① 生活訓練プログラムでのボランティア
絵手紙、書道、パソコン、自主活動(利用者さんがやりたいことのお手伝い)

② 就労継続支援B型プログラムでのボランティア
リサイクルショップの運営の活動のお手伝い

調布ドリーム

・上履き・お弁当

利用者さんは皆さん中途障がい者。記憶の悪い方、失語、麻痺のある方など症状は様々です。

年齢層は４０、５０代が多いです。当施設のHPを事前にご覧いただけるとうれしいです。

高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム

調布ドリームは、高次脳機能障害をお持ちの方が、
その人らしい生活を送ることができるよう支援を行います。

高次脳機能障害とは？

高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム

調布市飛田給１－５０－１ (京王線飛田給駅下車北口 徒歩５分)

体験前オリエンテーションは行いません。
申込完了後、お電話でご連絡をお願いします。(申込時にご連絡先をご案内します)

HP

＜生活訓練プログラム＞
卓球・音楽・認知リハ・パソコン・グッズメイク・ゲーム・絵手紙・編物・絵画・料理・ジャズピアノ
や映画鑑賞。地域イベントの参加、ドリームサロン開催など。

＜就労継続支援B型プログラム＞
『夢市』（犬用クッキーや自主作品の製造販売とリサイクル品の販売）。
パソコン・絵手紙・絵画などにおいて商品の開発。施設外就労、映画上映、SSTなど。
地域イベントの参加、ドリームサロン開催など。

「当事者会、家族会」電話や来所による相談。
「障害理解・啓発」ドリームサロン（講演会および当事者の体験発表）を年２回実施。
「地域とのつながり」定期刊行物の「ドリームごよみ」等を関係機関に配布及び郵送。

★中学生以上が参加できます

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0036+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E9%A3%9B%E7%94%B0%E7%B5%A6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@35.6600787,139.5239368,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018faaa509a3a61:0xd92f6b0667045de8!8m2!3d35.6600787!4d139.5261255?hl=ja
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%AC%A1%E8%84%B3%E6%A9%9F%E8%83%BD%E9%9A%9C%E5%AE%B3
http://chofudream.com/


こんぺいとう子育てひろば

[１]８月３日(火)・[２]８月１０日(火)・[３]８月１７日(火)・[４]８月２４日(火)

[５]８月３１日(火)   いずれも１３：３０～１６：３０

各日 1人 (申込順)

体験前オリエンテーションは行いません。
当日、会場にお越しください。

こんぺいとう子育てひろばは、富士見町ふれあいの家でやっています。
子どもの遊ぶおもちゃの消毒や、ひろばのサポートをお願いします。

いろいろな年齢の子どもたちと遊びませんか？

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

子育てひろばで 乳幼児と一緒に遊んだり、保護者の方とおしゃべりで交流

富士見町ふれあいの家

富士見町ふれあいの家

調布市富士見町３丁目３番地４５

地域の親子のちょっとした居場所になったり、
人と人をつないで見守りの輪を広げたりして、
子育てする親子を中心にした、地域に暮らす様々
な人たちと相互に関わることで、より良い生活に
つながるように援助できたらと考えています。
どうぞお気軽に［子育てひろば］へ遊びに来てく
ださい。おしゃべりして、交流しましょう。
自由にのんびり楽しい時間を過ごしましょう！ Facebook

水分(水筒またはペットボトル)

アクセサリー等は着用をお控えください。(ネックレス・イヤリングなど)

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0033+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%95/@35.6626279,139.5360411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f01b52dae62d:0xb2f1583bb983b795!8m2!3d35.6626279!4d139.5382298?hl=ja
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%BA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%86%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-1851228535155481/


８月２９日（日） １０：００～１４：００

２人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

夏祭り・ガレージセールのお手伝い

しばさき彩ステーションには、地域の方がたくさんいらっしゃ

います。

多世代の方が集う居場所で、ボランティアをしてみませんか？

しばさき彩ステーション

・エプロン(動きやすい服装でお越しください。)

・昼食(お弁当(２００円～)を販売しますので、購入して食べることもできます！)

地域の様々な方が参加されます。ハキハキした声でお相手のお話に耳を傾けましょう！

※感染症対策を行った上で実施します。高齢者の方、障害をお持ちの方も参加されますので、

体調に不安がある方は参加を控えましょう。

しばさき彩ステーション

しばさき彩ステーション

調布市柴﨑１－６４－９

体験前オリエンテーションは行いません。
申込完了後、お電話でご連絡をお願いします。(申込時にご連絡先をご案内します)

ガレージセール開催の様子

しばさき彩ステーションは、空き家を活用して、

地域の住民が地域の課題を共に気づき、支え合う

意識が生まる～地域と協働するネットワーク拠点

～を目指して2019年7月柴崎から出発しました。

ちょっとしたお手伝いでも、お茶を飲みながら

立寄るだけでもいいですので、フラっと訪ねて

みてください！お待ちしてます。 Facebook

HP

https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%81%E3%80%92182-0014+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E6%9F%B4%E5%B4%8E%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%96%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%99/@35.65664,139.564443,17z/data=!4m5!3m4!1s0x6018f04bb7f8f4b9:0x8cf23968b4c4c32b!8m2!3d35.6572855!4d139.5649582?hl=ja
https://www.facebook.com/%E3%81%97%E3%81%B0%E3%81%95%E3%81%8D%E5%BD%A9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-1342905285865062/?__tn__=-UC*F
https://shibasaki-irodori-station.jimdofree.com/


８月２４日(火) １２：００～１６：００

２人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

準備と片付け、参加者の見守り

緑ヶ丘地域福祉センター

・エプロン

※１００円の自己負担金があります。(お土産のお菓子つき)

検温は自宅で済ませ、体調が悪い時は参加は控えてください。

仙川オレンジカフェ (認知症カフェ )

仙川オレンジカフェは、認知症の当事者や家族、地域住民、スタッフ

や包括支援センター・社協職員が集い合う居場所です。

コロナ禍で、普段のお茶を飲みながら、語り合うことはできませんが、

コロナ禍でも続けている活動の様子をみていただき、オレンジカフェ

の終了後の振り返りにも、ご参加ください。

緑ヶ丘地域福祉センター

調布市緑ヶ丘２－１８－４９

最近では、認知症という言葉も馴染んできましたが、「家族が認知症になったらどうしよう。」

「認知症になったら困る。」そんな不安は、変わらず聞かれます。

認知症カフェは、認知症の人とその家族が気軽に立ち寄れるカフェのことで、地域の人たちとの

つながりを作るきっかけができる場所です。 そこでは地域の住民、介護や医療の専門職など誰も

が参加できる場所として、お茶を飲みながら話をし相談をながら交流を深めることができます。

体験前オリエンテーションは行いません。
申込完了後、お電話でご連絡をお願いします。(申込時にご連絡先をご案内します)

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0001+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E7%B7%91%E3%82%B1%E4%B8%98%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%94%EF%BC%99/@35.6693307,139.581792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f1c7333cc547:0xbe880a5d1a1532e2!8m2!3d35.6693307!4d139.5839807?hl=ja


８月３日(火) ９：３０～１２：００

２０人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

認知症サポーター養成講座 ＋ オリジナルオレンジリング作り

調 布 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

仙 川 ・ つ つ じ が 丘 ・ 至 誠 し ば さ き

認知症サポーター養成講座と、オレンジリングを作るプログラムです。

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に

対してできる手助けを学びましょう！認知症の方への声掛け体験を行います。

手作りのオレンジリングは、９月の調布市認知症サポート月間イベントで

参加者にお配りします。

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートするため

の拠点として、自治体などにより設置されている機関です。

保健師（もしくは経験豊富な看護師）や社会福祉士、主任ケアマネジ

ャーが配置され、介護だけでなく、医療、保健などさまざまな領域の

関係機関と連携し、高齢者の生活課題に対応しています。

認知症サポーター養成講座を開催し、「認知症サポーター」を養成し、

認知症高齢者等にやさしい地域づくりに取り組んでいます。

認知症サポーター
養成講座とは

親子での参加も歓迎です♪

市民活動
支援センター

市民プラザあくろす市民活動支援センター

水分(水筒またはペットボトル)

体験前オリエンテーションは行いません。
当日、会場にお越しください。

地域包括支援センターとは？
(みんなの介護)

調布市地域包括支援センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089508.html
https://chofu-npo-supportcenter.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=OuJ6uSEsrk4
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1436921736287/index.html


特定非営利活動法人きもの笑福

① 髪飾りのお手入れ ８月７日(土) １３：００～１６：００

② 浴衣のアイロンがけ ８月８日(日) １３：００～１６：００

各日 ６人 (申込順)

体験前オリエンテーションは行いません。
当日、会場にお越しください。

② 浴衣のアイロンがけ ボランティア
学校教育ゆかた支援プロジェクトでは市内の中学生のために日本の和装文化を広げ、着物に
親しんでもらう活動をしています。
ボランティアしながら、ゆかたのお手入れの仕方やたたみ方を学びませんか？

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

① 七五三、成人式など晴れの日に使用する髪飾りのお手入れ ボランティア
七五三・成人振袖支援プロジェクトでは、児童養護施設、障がい者施設で過ごす方の晴れの日
にお着物を着て記念撮影をする活動をしています。和装小物のお手入れをしてみませんか？

市民活動
支援センター

市民プラザあくろす市民活動支援センター

子ども達への文化教育活動を行う事業をしています。
学校教育ゆかた支援プロジェクトや、児童養護施設で過ごした方
に七五三、成人振袖支援プロジェクトを行っています。

弊団体は貧困による教育の格差と被虐待児への人権擁護に真剣に
向き合い活動を行っております。
子供たちの未来が明るく夢のある日本社会を目指して、文化教育
活動を続けてまいりたいと思います。

特定非営利活動法人
きもの笑福

水分(水筒またはペットボトル)

作業時に必要であれば、エプロンをお持ちください。

https://chofu-npo-supportcenter.jp/
http://wafuku.org/


[１]８月７日(土) [２]８月２１日(土) いずれも１３：００～１６：００

各日 ２人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

地域の方と、絵手紙作りで交流

野ヶ谷の郷

・水分補給用の水筒

マスク着用、動きやすい服装でお越しください。

野 ヶ 谷 の 郷

野が谷の郷には、地域の方がたくさんいらっしゃいます。
多世代が集う野ヶ谷の郷で、絵手紙を一緒に作って交流
しましょう。
地域の居場所でボランティア体験してみませんか？
※野ヶ谷の郷は、入り組んだ住宅街の中にあります。
道順に不安がある方は、お家の方に送迎をしてもらって下さい。

野ヶ谷の郷

調布市深大寺東町６－２７－３ (小田急バス 吉１４「諏訪神社」下車徒歩８分)

野ヶ谷の郷は、2004年に梅の湯商店街の空き店舗を改装して設置

されました。

「であい・ふれあい・支えあい」をモットーに、市民活動の促進

を図るとともに、地域住民が交流し、互いに支えあう地域を目指

しています。

運営はボランティア（野ヶ谷の郷運営委員会）が担っています。

体験前オリエンテーションは行いません。
当日、会場にお越しください。
(申込時にご連絡先をご案内します※当日の体調不良や、道に迷ったときなど連絡)

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0012+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E6%B7%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E6%9D%B1%E7%94%BA%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%93/@35.6751954,139.5558673,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f027fabf6a8d:0x70e92b573498b1c9!8m2!3d35.6751954!4d139.558056?hl=ja


ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

[１] ８月１０日(火) [２] ８月２４日（火)

【A】９：３０～１１：３０【B】１３：３０～１５：３０

※子どもたちと一緒に過ごしたいなどあれば、午前中の時間帯が良いと思います。

各日 ２人 (申込順)

① 子どもが遊ぶおもちゃの消毒、お掃除など環境整備

つつじヶ丘ルーム

・水分補給のための水筒

動きやすい服装、感染症対策を徹底してボランティアにお越しください。

発達支援つむぎ つつじケ丘ルーム

障がいや心身の発達に気がかりのあるお子様に、発達支援の専門

スタッフが療育プログラムを提供します。

将来、保育士、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、音楽療法士

などのお仕事に興味がある方、ボランティアをしてみませんか？ どろんこの
発達支援

発達支援つむぎ つつじケ丘ルーム

調布市東つつじケ丘１－６－２５

体験前オリエンテーションは、ボランティア1週間前を目安に行います。
オリエンテーションの日程は個別調整となります。(申込時にご連絡先をご案内します)

Instagram

児童発達支援事業所「発達支援つむぎ」では、障害や心身の発達に気がかり

のあるお子様に、発達支援の専門スタッフが療育プログラムを提供しています。

児童発達支援ガイドラインで求められている「保育所保育指針の『養護』の

ねらいと内容を理解した支援」を行うため、子どもの「やってみたい」から

広がる発達の可能性を大切にし、専門スタッフが個々の発達状態と健康面に

最大限配慮をしながら、『ホンモノの経験』ができる環境を用意します。

HP

https://www.doronko.jp/facilities/tsumugi-tsutsujigaoka/
https://www.doronko.jp/nurture-policy/hattatsu/
https://www.instagram.com/doronko_official/
https://www.doronko.jp/


P O S T O

① 子ども食堂の準備 ８月 ４日(水) １１：３０～１３：３０

② 子ども食堂の当日運営 ８月１８日(水) １５：００～１８：００

各日 ４人 (申込順)

申込完了後、活動当日までに一度会場までお越しください。
(申込時にご連絡先をご案内します)

② 子ども食堂の当日運営
[みんな食堂 仙川スープ]開催日の運営です。
子どもだけじゃない、誰でも来ていい場所です。
子どもは１００円、大人は自分で値段決めて募金するスタイルです。

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

① 子ども食堂の準備
[みんな食堂 仙川スープ]の準備です。
地域のボランティアさんが集まって話し合いから準備をすすめます。

POSTO

POSTO   調布市仙川町１－１９－１０

仙川にもういっこポストを
POSTO。それは場所。
カフェの仮面を被った広場。広場の仮面を被った避難所。
避難所の仮面を被った劇場。
POSTOはイタリア語で「場所」を意味する言葉です。
この店名には、人が役割や立場を脱ぎ捨ててただの人で
いられるただの場所であってほしい、という思いが込めら
れています。

POSTO
(MOTION GALLERY)

持ち物はありません。

食堂のお手伝いなので、清潔な服装・髪型、短い爪でご参加ください。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0002+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E4%BB%99%E5%B7%9D%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%91/@35.6618119,139.5840672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f1bcff54e5b7:0x229299dcad655066!8m2!3d35.6618119!4d139.5862559?hl=ja
https://motion-gallery.net/projects/sengawa_posto


８月１８日(水) １０：００～１２：００

２０人 (申込順)

ボランティア体験

体験日時

体験場所(集合場所)

持ち物・注意事項

体験受入れ人数

体験前オリエンテーション

こんな活動やっています！

認知症サポーター養成講座 ＋ オリジナルオレンジリング作り

調 布 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

認知症サポーター養成講座と、オレンジリングを作るプログラムです。

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に

対してできる手助けを学びましょう！

手作りのオレンジリングはお持ち帰りいただけます。

地域包括支援センターは高齢者やその家族のお困りごとに対する総合

相談窓口です。

介護保険申請、介護予防をはじめ様々なサービスの利用調整、退院後

の在宅生活に向けた支援を社会福祉士・保健師・精神保健福祉士・介

護支援専門員等の専門職がチームで取り組んでいます。

地域住民との顔の見える関係づくりも心がけているため、出前講座を

開催したり地域の集いへ積極的に参加しています。

認知症サポーター
養成講座とは

親子での参加も歓迎です♪

染地地域福祉センター

染地地域福祉センター

水分(水筒またはペットボトル)

体験前オリエンテーションは行いません。
当日、会場にお越しください。

ときわぎ包括Facebook

ときわぎ包括Twitter

と き わ ぎ 国 領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089508.html
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92182-0023+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E6%9F%93%E5%9C%B0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@35.6398367,139.5536215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018f058fb36b093:0xa1ce3f53fdf46383!8m2!3d35.6398324!4d139.5558102?hl=ja
https://www.facebook.com/pages/category/In-Home-Service/%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%85%E6%8B%AC%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E3%81%8E%E5%9B%BD%E9%A0%98-653734831908394/
https://twitter.com/7vfvnjqye8yvw9u


１4 学生服リユースShop さくらや

15 家庭的保育施設たんぽぽ

16 上布田保育園

17 川の図書館

18 グッドモーニング調布！

19 高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム

20 こんぺいとう子育てひろば

21 しばさき彩ステーション

22 シャイン・オン！キッズ

23 深大寺そば組合

24 調布災害フォトボランティアグループ(SPV)

25 調布市切手整理ボランティアグループ

調布 や 近隣 地域 の団 体 ・ 施 設 に 寄 付 を し て みよ う ！

26 調布市子ども家庭支援センターすこやか

27 調布市内福祉施設(障がい・高齢・児童)

28 調布八雲苑

29 調布World Aid Team

30 特定非営利活動法人 きもの笑福

31 ドナルド・マクドナルド・ハウス せたがや

32 ドナルド・マクドナルド・ハウス ふちゅう

33 フードバンク調布

34 フリーフライト



① 学生服 上着、ズボン、スカート、シャツ、ベスト/セーター、コート、
ネクタイ、リボン

② 学用品 ジャージ、体操着、柔道着、学校指定カバン、靴、
ランドセル、鍵盤ハーモニカ、等

③ トルソー 店舗内に学生服をディスプレイします。

④ 学生服の資料 受験案内本など

愛着のある学生服のバトンタッチ！次に必要な方へおつなぎします。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 学生服 卒園・卒業～５年以内の幼稚園、保育園、子ども園、小学校、中学校、
高校の学生服

② 学用品 ランドセル、鍵盤ハーモニカなどは修繕の少ない美品を希望します。
※学生服には、学校名と卒業年を書いた紙を添付してください。

【受付できないもの】
破損、リメイクされたもの、カビ、虫食いがあるもの、仕様変更された園・学校のもの

③ トルソー 自立するもの、美品を希望します。

④ 学生服の資料 調布近隣校の幼稚園、小学校、中学校、高校の制服の写真
学用品の種類などがわかるもの。

学生服リユースShop さくらや

さくらやは思い出のつまった学生服を、次の必要な方たちへバトンタッチする活動をしています。

全国各地で活動が広がり、さまざまな社会貢献活動を積極的に行っています。

調布では２０１９年に活動スタート。

地域の皆様に応援してもらえるお店になれるように頑張ります！

「そうだ、さくらやに行ってみよう。」「あってよかった。」と気軽に立ち寄ってもらえ、

安心してほっとするような居場所になれたらと思っています。

ボランティアも募集中です！

ブログ
さくらや

パンフレット

https://www.seifuku-sakuraya.com/blog/chofu/
https://chofu-engawa.up.seesaa.net/image/E38195E3818FE38289E38284201200x1684.pdf


たんぽぽは平成24年に家庭福祉員たんぽぽとして保育運営をスタートしました。

平成29年4月より地域型保育事業として国から認可をいただき、家庭的保育施設たんぽぽへと

生まれ変わりました。

0歳児から2歳児まで、定員5名の小規模保育施設です。異年齢少人数で一緒に保育を行うので、

子どもたちは兄弟姉妹のように関わり合い遊び、成長していきます。

今後、ますます保育の質を向上させ、多くの自然に触れながら、子ども一人ひとりに寄り添っ

た家庭的な保育サービスを目指していきます。

① 手作りおもちゃ (フェルトで魚釣りセットなど)

乳児さん(０～２歳)が遊びの時間に使います。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 手作りおもちゃ

乳幼児さんが遊びます。

小さい子は、お口で物を確かめます。清潔な布を使ってください。

誤飲の可能性がある素材は避けてください。(誤飲の可能性がある磁石など

を使う場合は、取れてしまわないように頑丈に縫い付けてください。)

消毒薬を使用しますので、色落ちしやすい素材は避けてください。

乳幼児布おもちゃ
参考動画

魚釣り おもちゃ
参考動画

乳幼児の
発達

HP

家庭的保育施設たんぽぽ

家庭的保育施設
たんぽぽ紹介動画

https://www.youtube.com/results?search_query=%E4%B9%B3%E5%85%90%E3%80%80%E5%B8%83%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83
https://teniteo.jp/C10/xsPuh?page=2
https://www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1592780548_doc_51_0.pdf
http://tanpopo-hoiku.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=F-cRRLKqNXQ&t=12s


上布田保育園

上布田保育園は、調布市が最初に民間委託した元都立保育園という歴史ある保育園です。
開園以来今日まで、子どもたちが楽しい会話をかわし、笑いが満ちている保育園であるよう
職員一同願っています。子どもたちにとって私たちが、家族の次に好きな人となれるように、
日々努力しています。その為にも私たちは、子どもたち一人ひとりの想いを受け止め、感動
し、涙を流しあえる頼りになる大人であり続けたいと願っています。

① 子ども用エプロン
② 手さげかばん

幼児さん(3～5歳)が、ままごと遊びで使用します。

③ 手作りの布えほん
乳幼児が遊びの時間に使用します。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

② 手さげかばん
幼児さん(３～５歳)が使用するため、小さめのもの。おもちゃの取り出しがしやすいもの
フェルトやマジックテープなどの仕掛けがある手さげかばんも歓迎します！

③ 乳幼児さんが遊びます。
誤飲の可能性がある素材は使わず、縫製も頑丈にお願いします。

①～③塩素系消毒薬を使用しますので、色落ちしやすい素材は避けてください。

昨年ご寄付いただいた手作り布えほん
子ども達は集中して遊んでいます！

手作り布えほん
参考動画

ままごと用エプロン
参考動画

子ども達が楽しく
学べて、遊べるアイテム
お待ちしています！

① 子ども用エプロン
幼児さん(３～５歳)用 １００～１３０サイズ 女の子、男の子用
自分で着脱できるよう、マジックテープやボタンがついているものが良いです。

乳幼児の
発達

HP

https://www.youtube.com/results?search_query=%E6%89%8B%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%80%80%E5%B8%83%E3%81%88%E3%81%BB%E3%82%93
https://www.youtube.com/results?search_query=%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%94%E3%81%A8%E3%80%80%E3%82%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3
https://www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1592780548_doc_51_0.pdf
http://www.katabamikai.jp/kamihuda/


① 本

小説、洋書、漫画、絵本など・・

ご自宅にある読み終わった本をお持ちください。

ご寄付いただいた本は、川の図書館でお預かりして、

次に読んでくれる方にお譲りします。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

川 の 図 書 館

① 本

次に本を読む方へのメッセージを添えてもらうと、

とても喜ばれます！

【受付できないもの】

「児童買春・児童ポルノ禁止法」(関連法令含む)

に抵触する恐れのあるもの

本たちは、箱の中で次の持ち主を待っています

この本を読んだ感想や気持ちが綴られています

私達は多摩川の河川敷で、無料で本の提供（何冊でも差し上げます！）
や古本の寄付を受け付けるBook Swap Chofu「川の図書館」の活動を
しています！
「図書館」という名前でやってはいますが、返却不要で、お喋りして
ももちろんOKで自由な図書館です。様々なジャンルも取り扱っていて、
どの年齢の方でも、きっとピッタリな本が見つかります！また、ちょ
っとしたイベントや音楽会も開催しています！木の下で活動をしてい
るので、風も心地よく、本などを通して新しい出会いや様々な「つな
がり」のきっかけができるような場所です。

Twitter Instagram

https://twitter.com/BookSwapChofu
https://www.instagram.com/bookswapjapan/?utm_medium=copy_link


グッドモーニング調布！

① 掃除用手袋
新品のもの

② 花苗・種
花苗は、土がこぼれないように包んでお持ちください。
大きいものはご持参いただく前にご連絡ください。

① 掃除用手袋(軍手)
地域清掃活動で使用します。

② 花苗・種
仙川を緑いっぱいの街にするための緑化活動
で使用します。
※寄付のために購入する必要はありません。

緑化活動で植えられた花苗

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

HP Facebook Twitter

調布市に誰もが参加できるグリーンコミュニティを創るため、朝活としての地域清掃、地域

緑化、みつばちプロジェクト(養蜂スクール)を実施しています。

ポイ捨てゴミがなく、花が咲き、蜂蜜の採れる街の実現を目指します。

主な活動エリアは仙川町、深大寺元町ですが、調布市内各地での立ち上げメンバーも募集し

ています。

https://goodmorning-chofu.org/
https://www.facebook.com/%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E8%AA%BF%E5%B8%83-677552396022304/
https://twitter.com/gmsengawa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム

① 顔彩、色鉛筆

生活訓練プログラムで、利用者さんが使います。

② 生地

生活訓練プログラムで、利用者さんが手作り品を作成します。

③ タオル、ハンカチ、小物

就労継続支援B型のプログラム

リサイクルショップ「夢市」で販売します。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

＜生活訓練プログラム＞
卓球・音楽・認知リハ・パソコン・グッズメイク・ゲーム・絵手紙・編物・絵画・料理・ジャズピアノ
や映画鑑賞。地域イベントの参加、ドリームサロン開催など。

＜就労継続支援B型プログラム＞
『夢市』（犬用クッキーや自主作品の製造販売とリサイクル品の販売）。パソコン・絵手紙・絵画など

において商品の開発。施設外就労、映画上映、SSTなど。地域イベントの参加、ドリームサロン開催など。

「当事者会、家族会」

電話や来所による相談。

「障害理解・啓発」

ドリームサロン（講演会および当事者の体験発表）を年２回実施。

「地域とのつながり」

定期刊行物「ドリームごよみ」等を関係機関に配布及び郵送。

HP

① 顔彩、色鉛筆

② 生地

③ タオル、ハンカチ、小物
商品として販売する物は新品を希望します。

【受付できないもの】
食品、食器、衣類、動作不良の家電類

高次脳機能障害とは？

http://chofudream.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%AC%A1%E8%84%B3%E6%A9%9F%E8%83%BD%E9%9A%9C%E5%AE%B3


① かわいいイラストを描いてください！

①ー１ 「いないいないばあ」をしているイラスト。組み合わせて、絵本を作ります。

①ー２ 絵本(お話)のイラスト 組み合わせて、絵本を作ります。

①ー３ 季節に合わせたイラスト。 季節に合わせて、ひろばの壁に飾ります。

①ー４ 動物、車などのイラスト

切り抜いてラミネートし、洗濯ばさみを挟むおもちゃを作ります。

② 足ふきマット 雨の日にお部屋が濡れてしまうので、玄関の靴を脱ぐところで使います。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

こんぺいとう子育てひろば

① かわいいイラスト すべてA４サイズの紙に描いてください。

※描いていただいたイラストは、こちらでラミネート加工します。

①ー１ 「いないいないばあ」のテーマイラスト２枚

目を覆っている(または隠れている)様子、「ばあ！」と顔を出している(または全身)様子

①ー２ 乳幼児向けの絵本として４枚。 起・承・転・結の展開４場面のものがうれしいです。

①ー３ 季節に合わせたイラスト

クレヨン、色鉛筆、水彩画、切り絵、ちぎり絵、ぬりえ、どれでもOK！

春夏秋冬のもの、ハロウィンやクリスマス、お正月など季節のイベントなど

①ー４ 動物、車などのイラスト 団体で加工をします。

② 足ふきマット 新品のものを希望します。手作り品も歓迎です！

洗濯ばさみおもちゃ
参考動画(2：25頃)

Facebook

地域の親子のちょっとした居場所になったり、人と人をつないで見守りの輪を広げたりして、
子育てする親子を中心にした、地域に暮らす様々な人たちと相互に関わることで、より良い
生活につながるように援助できたらと考えています。
どうぞお気軽に［子育てひろば］へ遊びに来てください。
おしゃべりして、交流しましょう。
自由にのんびり楽しい時間を過ごしましょう！

乳幼児の
発達

https://www.youtube.com/watch?v=KFK8Nr6XTI0
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%BA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%86%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0-1851228535155481/
https://www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1592780548_doc_51_0.pdf


しばさき彩ステーション

① 未使用衣類
② 未使用せっけん
③ 未使用タオル
④ 海苔、お茶などの保存食
⑤ 未使用文房具
いただいた品は、ガレージセールで販売します。
しばさき彩ステーションでは、毎月ガレージセールを
開催しています。その売り上げは、地域の方の交流が
できる活動資金となり、地域に還元されてます。
⑥ ミシン
⑦ 掃除機
しばさき彩ステーションのプログラム、清掃などで活用します！
ご自宅に使わないものはありませんか？

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 未使用衣類
② 未使用せっけん
③ 未使用タオル
④ 海苔、お茶などの保存食
⑤ 未使用文房具
いずれも新品、未使用、未開封のものでお願いします。
食品は、賞味期限内のものでお願いします。

⑥ ミシン
⑦ 掃除機
美品を希望、動作確認の上お問合せ下さい。

FacebookHP

オレンジカフェの様子

しばさき彩ステーションは、空き家を活用して、地域の住民が地域の課題を共に気づき、

支え合う意識が生まる～地域と協働するネットワーク拠点～を目指して2019年7月柴崎か

ら出発しました。

ちょっとしたお手伝いでも、お茶を飲みながら立寄るだけでもいいですので、フラっと訪

ねてみてください！お待ちしてます。

https://www.facebook.com/%E3%81%97%E3%81%B0%E3%81%95%E3%81%8D%E5%BD%A9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-1342905285865062/?__tn__=-UC*F
https://shibasaki-irodori-station.jimdofree.com/


シャイン・オン！キッズ

① ビーズバッグ 作成ボランティア
小児がんの子どもが繋いだビーズを保管するための布製巾着です。
調布市近隣の都立小児医療センターで使用する予定です。
作り方はこちらをご確認ください⇒

② ビーズバッグ の材料の寄付（生地、紐）
ビーズバッグ の材料となる生地と紐の寄付もお願いいたします。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① ビーズバッグ 作成ボランティア
破損したビーズでのケガなどから守るためのバッグ です。丁寧な縫製をお願いします。
材料については②をご確認ください。ロゴ入りワッペンは市民活動支援センターでお渡しします。

③ 本・ＣⅮの寄付(チャリボン)
[受付可能] 2010年以降に発行された新しい本、CD
[受付不可] 百科事典、コンビニコミック、個人出版の本、マンガ雑誌、一般雑誌、シングルＣＤ
投票券等特典付きＣＤ、「児童買春・児童ポルノ禁止法」(関連法令含む)に抵触する恐れのある全ての商品等

病気の子どもたちも、そして支える家族に もっともっとたくさんの笑顔を！！

•ビーズ・オブ・カレッジ

アスリートや何かに挑戦しようとする方たちに、レース、登山、その他大会やイベントに出場される

際に特別なビーズを身につけていただき、チャレンジする方のパワーをビーズにこめていただきます。

大会終了後のビーズは、治療に際して最も勇気が必要な状態にある患者の子どもたちのもとにシャイ

ン・オン・キッズが届けます。

•ファシリティドッグ

日本初の、小児病院に常勤するファシリティドッグ・プログラム。

子どもたちと触れ合い、入院・治療に対する姿勢を前向きにします。

検査や手術等に同伴することにより子どもたちに勇気を与えたり、

医療スタッフとともに治療の一環として行う動物介在療法。 HP

小児がん、重い病気と闘う子どもたちと
家族の支援のために

ビーズバッグ
の作り方

③ 本・CDの寄付(チャリボン)
ご不要になった本やDVD等が、シャイン・オン！キッズの「ファシリティドッグ」と
「ビーズ・オブ・カレッジ」のプログラムを、支えてくださいます。

チャリボン
について

② ビーズバッグ の材料の寄付（生地、紐）
23センチ×31センチが2枚とれる大きさで、綿の一枚布（キルティング不可）。
67センチ×2本。素材は決まりはありませんが、子どもの力で開け閉め出来る物。
未使用品でシミ、色褪せなどがないものでお願いします。
ジップロック等の袋に入れ、汚れがつかないようにお持ちください。

https://ja.sokids.org/
https://chofu-engawa.up.seesaa.net/image/E38392E38299E383BCE382B9E38299E3838FE38299E38383E382AFE3829920E381AEE4BD9CE3828AE696B92021E3839BE38299E383A9E383B3E38386E382A3E382A2E794A82028329.pdf
https://www.charibon.jp/


深 大 寺 そ ば 組 合

① 深大寺そば組合ポスター

深大寺そば組合店舗に掲示します。

おそばが好きな人、深大寺そばのおいしさ

をアピールするポスターを描いてみませんか？

② コロナ感染症予防のためのポスター

深大寺そば組合店舗に掲示します。

深大寺のおそばを食べに来たお客さんに、

感染症予防を促してください！

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

昨年度ご寄付いただいた かわいいポスター

次世代につないでいく『まちづくり』に一歩前進できるよう、

地域のもともとある自然や風土を活かし、地元のみなさまと

協働しながら、新たな魅力を提案する事業を開催します。

深大寺そば組合は、[深大寺夕涼みの会(2021年度は中止)]

などでのイベントで、ボランティアを募集します。

Facebook

① 深大寺そば組合ポスター

手描き、PCで作ったもの、縦・横どちらでもOKです。サイズはB４程度のもの。

深大寺のおそばをアピールしてくれる【キャッチコピー】、【深大寺そば組合】

という言葉をポスターの中に入れてください。

Instagram

② コロナ感染症予防のためのポスター

手描き、PCで作ったものどちらでも歓迎します。サイズはB４程度のもの。

感染症予防を促す内容のポスターにしてください。

(例)[食事の前に消毒をしましょう！][おしゃべりの時はマスクが安心][換気をしよう！]

ポスターの中に【深大寺そば組合】と入れてください。

https://www.facebook.com/%E6%B7%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E3%81%9D%E3%81%B0%E7%B5%84%E5%90%88-211461369586704/
https://www.instagram.com/jindaijisobakumiai/?utm_medium=copy_link


調布災害フォトボランティア(SPV)

① 無水エタノール

② ヒートテックシャツ

③ メラミンスポンジ

泥の中のバクテリアにより損傷を受けた写真の洗浄に使用します。

泥水で汚れた写真をきれいにするために使います。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

台風などが原因で浸水被害にあった写真、アルバムを洗浄し、持ち主の方にお返しします。

令和元年台風１９号で浸水してしまった写真の洗浄活動からスタートしたSPV。

今後は調布にとどまらず活動をしていきたいと考えています。

皆さんの温かいご支援お待ちしています。

ひとつひとつ綺麗にします

① 無水エタノール

【受付できないもの】消毒用アルコールは不可です。

② ヒートテックシャツ

使用済みのものでかまいません。

③ メラミンスポンジ

新品・未開封のものを希望します。

twitter

https://twitter.com/chofuspv


調布市 切手整理ボランティアグループ

① 使用済み切手

通常切手、記念切手、外国切手 など

未使用切手も歓迎します。

いただいた使用済み切手は、市内切手整理ボランティアの皆さん

によって、整理、洗浄され販売業者さんに買取をしてもらいます。

切手の売り上げは、調布のボランティア・市民活動を「資金」と

「つながり」で助成するえんがわファンドの原資とされ活用され

ます。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 使用済み切手

切手の周りを大きめに切り取ってもらえると助かります。

紛失しないよう、小袋にいれてお持ちください。

【受付できないもの】

・切手が欠けているもの

・汚れがひどいもの

調布市では、現在切手整理ボランティアグループが６団体あります。

使用済みの切手が、調布の未来を担うボランティア・市民団体を支援する資金となります。

皆さまのあたたかいご支援をお待ちしています。

きれいに整理されます

【調布市切手整理ボランティアグループ】
・すたんぷあくろす
毎週木曜日 (市民活動支援センター)

・小島町 切手かわせみ
第１・２・４・５土曜日 (総合福祉センター)

・すたんぷ西部
毎週水曜日 (西部地域福祉センター)

・すたんぷ菊野台
毎週木曜日 (菊野台地域福祉センター)

・染地 切手かわせみ
毎週木曜日 (染地地域福祉センター)

・切手 すみれ
毎週土曜日 (緑ヶ丘地域福祉センター)



調布市子ども家庭支援センターすこやか

① 消毒用に使用するウエス
(バスタオル・フェイスタオル・ハンドタオル等)

すこやかでは、お子さんが使うおもちゃや事務所、
館内の手すりやドアノブなどいたる所を清潔に保つ
ため、たくさんの消毒用のウエスが必要です。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 消毒用の使用するウエス
サイズ 約１５㎝×１５㎝にカットしてください。

※洗濯済のバスタオル・フェイスタオル・ハンドタオル
に限ります。
※消毒用に使用するため、清潔なタオルの提供をお願い
します。

子ども家庭支援センターすこやかは、子育てを支援するさまざまな事業を行う総合施設です。
国領の好立地を活かして、毎日たくさんの親子でにぎわっています。
子ども達が安全に遊ぶことができるように消毒用のウエスを募集しています。

ＨＰ

15㎝

15㎝

https://jigyodan-chofu.com/sukoyaka/


調布市内福祉施設(障がい・高齢・児童)

① 未使用・新品のタオル

いただいたタオル類は、ボランティアの皆さんによって、清拭用

タオル、足ふきマット、雑巾などに生まれ変わります。

高齢者施設や、児童館、保育園などの福祉施設に寄付します。

② ぞうきん

障がい者支援施設、高齢者施設、児童館や保育園などの福祉施設

に寄付します。

コロナ禍の中、消毒や清掃のためにたくさんのタオルやぞうきんを必要としています。

皆さんが安心して施設に通えるよう、タオル、ぞうきんのご支援をお待ちしています。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 未使用・新品のタオル

フェイスタオル・バスタオル・ハンドタオルなど

長期保管されて黄ばみが出ているタオルは、酸素系漂白剤で洗濯をしたうえで

お持ちいただけると助かります。

【受付できないもの】

・汚れがひどいもの

② ぞうきん

手作り、既製品どちらでも受付します。サイズの指定はありません。

使用済みタオルで作成いただいたものも受付します。

調布市には、たくさんの福祉施設があります。

皆さまからいただいたタオル、ぞうきんは市民活動支援センターを通して施設に寄付されます。

【高齢者支援】

・特別養護老人ホーム

・デイサービス

・地域包括支援センター

【障がい者支援】

・障がい者支援施設 (希望の家 など)

・放課後等デイサービス

【保育、児童支援】

・市内児童館

・市内学童保育

・市内保育園

・発達支援事業

…他市内福祉施設

大切に

使います！



調布八雲苑

① 手作りカレンダー(大きめ)

施設内に掲示し、利用者さんが見れるようにします。

② コロナ感染症予防のためのポスター

施設内に掲示し、利用者さんへ感染症予防を促します。

③ パッチワークのベッドカバー

特別養護老人ホームの入居者さんが使用します。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

昨年度ご寄付いただいた手作りカレンダー
とてもかわいいです！

① 手作りカレンダー(大きめ)

利用者の方が見やすいサイズのもの。切り絵やイラストなどあると華やかです。

② コロナ感染症予防のためのポスター

手洗い、マスク着用などをお願いするような絵付きポスター。

手描き・PCで作ったもの 歓迎。

大・中・小あると助かります。(A４・A３・A２くらい目安)

③ パッチワークのベッドカバー

未使用品希望。
手をしっかり洗おう！

特別養護老人ホームとして要介護が高い、あるいは介護を必要とする認知症高齢者をお預かりし、
デイサービス（通所介護）、居宅支援事業も行っています。
利用者が「ここにきてよかった」と思える施設、信頼される施設を目指し、新鮮な感動と笑顔に
出会える援助、ご家族の方々の手助けとなるサービスを提供しています。

HP

http://www.katabamikai.jp/yagumoen/index.html


調布World Aid Team(調布WAT)

調布WATは1991年に設立された「アジアの女性と子どものために」誰にでもできる海外協力
ボランティアチームです。リサイクルショップ「調布WATスペース」の収益を、以下のとこ
ろに資金援助しています。

フィリピン ・マタニティクリニク 冨田江里子さんの無料診療所への支援
・アライカパ マニラ・セブのスラムに住む子供たちの昼食代

タイ ・チェンライ県のメータム村の女性の自立支援
ミャンマー ・障害をもつ二人の子供のリハビリの伴う支援
バングラディッシュ ・家事使用人の子供たちと女性の自立のための支援
日本 ・調布市内の児童養護施設の子供たちへの支援

・調布市社会福祉協議会
・青少年の居場所「Kiitos」への支援 など

月一回の定例会を持ち、年3回、ニュースレターを発行しています。【所在地】布田6-23-5

フィリピンの山岳民族アエタ族の子ども達に届けます!
アエタ族の子ども達は、英語を学んでいます。学習用品、英語の教材としての絵本が必要です。+
① 夏物子ども衣類
② 文房具類
③ 幼児向け絵本(日本語のもの、英語のもの)
④ マスク(子どもサイズ)

調布WATのリサイクルショップで販売します。
その売り上げはNGOを通じて途上国への支援資金に充てます。
⑤ 夏物女性用衣類、アクセサリー、小物類、バッグ類

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 夏物子ども衣類 ・・・汚れ、破損のない物。肌着類は受付不可。

② 文房具類 ・・・ノート、鉛筆類。破損のないもの、プラスチック製品不可。
なるべく未使用品をお持ちください。

③ 幼児向け絵本 ・・・簡単な日本語の絵本または、簡単な英語の絵本
アエタ族の子ども達の学習教材となります。

④ 布マスク ・・・子どもサイズ、手作り品、既製品どちらでも受け付けます。

⑤ 夏物女性衣類、アクセサリー、小物類 ・・・汚れ、破損のない物。肌着類は受付不可。



特定非営利活動法人きもの笑福(わふく)

① 手作りマスク

児童養護施設の子ども達に寄付します。

子供たちがすすんで着用できるような、

かわいいマスクをお待ちしています。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

①

・ご自宅にある布を使って、マスクを作成する場合

清潔で、肌に優しい布を使用してください。

子どもサイズ～ちいさめサイズで作成してください。

・マスクキットで作成する場合

マスク作成キットをご準備しています。

ご希望の方は市民活動支援センターまでお問合せ下さい。

子ども達への文化教育活動を行う事業をしています。
学校教育ゆかた支援プロジェクトや、児童養護施設
で過ごした方に七五三、成人振袖支援プロジェクト
を行っています。

弊団体は貧困による教育の格差と被虐待児
への人権擁護に真剣に向き合い活動を行っ
ております。
子供たちの未来が明るく夢のある日本社会
を目指して、文化教育活動を続けてまいり
たいと思います。 特定非営利活動法人

きもの笑福

2020年度寄付されたマスク

http://wafuku.org/


ここは、お家から遠く離れた病院に入院しているお子さんとご家族のための第二のわが家。
お子さんの治療に付き添うご家族のための滞在施設です。
もしも子どもが病気になったら･･･

子どもが病気になったとき、家族はなによりもまず、子どもに最善の治療を受けさせよう！と考えるもの。

でも、もしその病院が自宅から遠い場所にあったら・・・家族の負担は精神的にも肉体的にも、そして経済的

にも大きなものになってしまいます。そうなったら親は、自分のことなど二の次で、子どもの治療に専念しよ

うと、何日も病院のソファーで寝たり、三食を簡単な弁当で済ませたり。その上、遠くの家に残された他の子

どもたちのことも心配しなくてはならないのです。ドナルド・マクドナルド・ハウスは、このようなご家族を

サポートするために生まれました。

コンセプトは" Home-away-from-home "わが家のようにくつ

ろげる第二の家。病気のお子さんに付きそうご家族が、自宅

にいるようにゆったりすごせること、それがハウスの願いで

す。ハウスでは、日常生活がスムースにおくれるように、自

炊ができるキッチンやリビング、ダイニング、ランドリーや

プレイルームを完備し、プライバシーを守れるように配慮し

たベットルームもご用意しています。費用については、ご家

族の負担を考え、1人1日1,000円で利用できるようになっています。

ドナルド・マクドナルド・ハウス せたがや

① ハウス内備品
[電化製品] コードレス掃除機・電子レンジ・オーブントースター・ドライヤー
[事務用品] コピー用紙(A4,A3)・油性マジック・未使用切手

② 食料品
[保存食品] インスタント食品・レトルト食品
[飲 料] レギュラーコーヒー・ドリップコーヒー(個包装)

③ その他 玩具、絵本類

たくさんの方が滞在するハウスでは、日常的な備品の寄付をお願いしています。
皆さまのご支援をお待ちしています。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

HP

寄付をお願いしたい Wish List

① ハウス内備品は、新品に限らせていただきます。

② 食料品は、賞味期限が1ヶ月以上のものでお願いします。

③ 玩具、絵本も新品同様のものでお願いします。

twitter

https://www.dmhcj.or.jp/jp-house/1536/
https://www.dmhcj.or.jp/support/goods.html
https://twitter.com/dmh_setagaya


ドナルド・マクドナルド・ハウス ふちゅう

① ハウス内備品
[消耗品] 府中市指定ごみ袋(緑４０ℓ)、食器用ネットスポンジ、使い捨て手袋(ニトリル)

ペーパータオル、４５ℓごみ袋、ビニール袋(２０×３０㎝程度)
[事務用品] ラミネートフィルム(A4/B4)

② 食料品
[保存食品] レトルト食品・カップ麺

たくさんの方が滞在するハウスでは、日常的な備品の寄付をお願いしています。
皆さまのご支援をお待ちしています。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

寄付をお願いしたい Wish List

① ハウス内備品は、新品に限らせていただきます。

② 食料品は、賞味期限が1ヶ月以上のものでお願いします。
コロナ感染症対策のため、個包装になっているものが
大変ありがたいです。
(調味料：小パックのマヨネーズ、ドレッシング、醤油など)

ここは、お家から遠く離れた病院に入院しているお子さんとご家族のための第二のわが家。
お子さんの治療に付き添うご家族のための滞在施設です。
もしも子どもが病気になったら･･･

子どもが病気になったとき、家族はなによりもまず、子どもに最善の治療を受けさせよう！と考えるもの。

でも、もしその病院が自宅から遠い場所にあったら・・・家族の負担は精神的にも肉体的にも、そして経済的

にも大きなものになってしまいます。そうなったら親は、自分のことなど二の次で、子どもの治療に専念しよ

うと、何日も病院のソファーで寝たり、三食を簡単な弁当で済ませたり。その上、遠くの家に残された他の子

どもたちのことも心配しなくてはならないのです。ドナルド・マクドナルド・ハウスは、このようなご家族を

サポートするために生まれました。

コンセプトは" Home-away-from-home "わが家のようにくつ

ろげる第二の家。病気のお子さんに付きそうご家族が、自宅

にいるようにゆったりすごせること、それがハウスの願いで

す。ハウスでは、日常生活がスムースにおくれるように、自

炊ができるキッチンやリビング、ダイニング、ランドリーや

プレイルームを完備し、プライバシーを守れるように配慮し

たベットルームもご用意しています。費用については、ご家

族の負担を考え、1人1日1,000円で利用できるようになっています。
HP

twitter

https://www.dmhcj.or.jp/support/goods.html
https://www.dmhcj.or.jp/jp-house/1606/
https://twitter.com/dmh_fuchu


フードバンク調布

① 食料品(保存食品)
調布市内で食に困っている方へ提供する食品の寄贈をお願いします。

② 活動資金のための募金をお待ちしています。

ゆうちょ銀行 口座名「フードバンク調布」
〈ゆうちょ銀行から〉 記号：００１９０－3 番号：７３１１２２
〈他銀行から〉 店名：０一九(ぜろいちきゅう) 店番：０１９

口座番号：０７３１１２２

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 食料品(保存食品)
【受付しているもの】
・未使用かつ賞味期限が1ヶ月以上ある常温保存食品
・食品の取り扱い時は、衛生面にご留意ください。

主食や、そのままおかずとして食べられるレトルト食品や缶詰などが不足しています。

【受付できないもの】
・開封された食品・米以外の生鮮食品・冷蔵、冷凍食品・酒類・サプリメント類

② 活動資金募金の支援については、直接、団体の口座にお振込みをお願いします。

家庭や企業で使われずに廃棄してしまう賞味期限内の食品を集め、必要としている方々へ
無償でお渡しする活動をしている団体です。
新型コロナウイルスの影響により、市内で食事にお困りの家庭が急増している今、食品の
寄贈を通じて一緒に支援活動をしていただけたらと思います。

HP Facebook

http://foodbank-chofu.org/
https://www.facebook.com/FoodBank.Chofu/


フリーフライト

① 毛糸（並太・中細）
並太はクッション、中細はマフラーを作るために使います。

② 不織布・綿(芯地・接着芯)
洋服のシルエットづくりに必要な骨格形成の資材です。
綿はクッション裏に使用します。

③ 毛糸針(棒針・かぎ針・輪針)
マフラー、ストールを作ります。

心をこめて作った作品を、福祉まつりに出展しています。

ご寄付お待ちしています

寄付物品の基準・注意点

こんな活動やっています！

寄付物品は、すべて市民活動支援センターにて受付いたします

① 毛糸
新品のものでお願いします。ほどき糸不可。

② 不織布、綿
５０㎝×５０㎝以上のもの
いずれも新品または未使用品でお願いします。

③ 毛糸針
かぎ針は４号または５号
棒針、輪針は１３号または１５号

フリーフライト＝自由飛行。

引きこもりがちな障がい者が家から飛び立つキッカケ作りにと発足！

手話通訳さん、同行援護の方のご協力を得て、それぞれが持ち味を生かし、

はた織りや手編みによる自主製作で物づくりに取り組んでいる団体です。

一つひとつ時間をかけて作品に仕上げ、調布の福祉まつりに出展しています。

障がい者理解に関心がある方、是非活動を見学してみませんか？

当事者の方、ボランティアの方、募集しています。

毎週火曜日 １０：００～１２：００(雨天中止)

金子地域福祉センターで活動中(女性６名)

調布市障害者
地域活動支援センター

ドルチェ

障がい者自主グループ

http://www.ccsw.or.jp/syogaisya/dolce/

