
民家の２階なので今は来られなくなった人もいますが、来
られなくなったら終わりではなく、お弁当をお宅まで届け
ています。食事だけでなく、人間関係が広がることも大
事なので、これからもつながりを大切にしていきたい。

●心づくしの食事をいつも楽しみにしています。
●暑い日も雪の日も、朝からご苦労様といつも感
謝しています。
●テレビを見ながらひとりで食べるのではなく、皆
さんとお話ししながら食べられる大切な場です。

スタッフの思い

参加者の声

第2・第4土曜日
11時～15時

日 時

主に一人暮らしの高齢者対 象

豊友会豊友会
年前にスタートした、地域の高齢者会食の会です。食事は手づく
りでできたて、デザートもつきます。食事の後は歌やゲームで過

ごすこともあり、節分、七夕、クリスマスなど季節の食事と行事も実施し
ています。体調不良や雨の日など、希望があればお弁当をお宅まで届け
ています。

16

民家の
手づくりお弁当で
にぎやかに

民家の
手づくりお弁当で
にぎやかに

MAP84

相澤民生委員宅2階
（上池袋3－10－3）

場 所

参加費（食事代含む）
500円（要予約）

参 加

●サロンで友達ができて、コ
ンビニで一緒にお茶のみ
をするようになりました。

スタッフの思い

参加者の声

奇数月
第1水曜日

日 時

どなたでも対 象

サロンほがらか会サロンほがらか会
民ひろばの出前講座の終了をきっかけに3年ほど前、地域の民
生委員や町会長が中心になって立ち上げたサロンで、ご近所の

交流の場として活動しています。毎回大塚接骨院院長による健康体操
と、季節の行事もとりいれています。参加者はお客さんではなく、特技
の篠笛、日本舞踊など披露してもらう参加型のサロンです。

区

楽しいトークで
健康体操!
パワーはじける
ほがらか会!

楽しいトークで
健康体操!
パワーはじける
ほがらか会!

MAP 86

場 所 東池袋
第四区民集会室

参 加 無料

サロンを始めて、地域の方が声をかけてくれることが増
えてうれしく思います。また、昔からの住民が多い地域な
らではのきめ細かいお誘い、声かけをしています。サロン
を通して住民同士のつながりが更に深まってほしいと思
います。

世の中がそんなに捨てたものでもないということを子どもた
ちに知ってもらいたい。そのためにいろいろな人と出会える場
を作っていきたいという思いで活動しています。今後は更に高
齢者の方などにも参加していただき、いろいろな世代の
人が交流出来るようにしていきたいと思っています。

●みんなでワイワイと食事を作って、とてもアットホーム
な感じがする。
●子どもが毎回楽しみにしていて、親が忘れていても覚え
ているくらい。料理もおいしいけど、いろんな人とかかわれるのが良いと思う。

スタッフの思い

参加者の声小学校就業の始期から満18歳に達するまでの子どもと
その家族・保護者など、65歳以上の地域の高齢者

対 象

子ども及び65歳以上は無料、
18歳から64歳までは200円

参 加

星野　メール : dencrow001@ezweb.ne.jp連絡先

こども食堂ぶどうの枝こども食堂ぶどうの枝
んなでワイワイと食事を作って、アットホームな雰囲気で開催し
ています。また、食事だけではなく、学習支援やレクリエーショ

ン活動なども行っています。

み

みんなで
ごはんを食べると
楽しいよね!

みんなで
ごはんを食べると
楽しいよね!

MAP 97

不定期（月1回）日 時 日本キリスト教団巣鴨ときわ教会場 所

地域の町会商店街の皆さまに見守られ応援を受けなが
ら、ともに勉強する場として居心地のよいところにしたい
と思っています。是非一度遊びにいらしてください。

（空き缶コンロを使った調理実習で
楽しく料理を学んで）
●おいしかった!
●家でもう一回やってみたい!
●お手伝い頑張る!

スタッフの思い

参加者の声

毎週火曜日
17時～19時

日 時 サンモール商店街・
大塚駅南町会事務所

場 所

近隣の小学生対 象 無料参 加

放課後寺子屋放課後寺子屋
習支援の他、論語や大學などの中国古典などゲストティーチャ
ーによるキャリア教育などを行っており、学力を身に着けると共

に物事の判断基準を備え人生の目標設定などができるようにサポートし
ています。

学

学校で習うことも
習わないことも
共に学ぶ

学校で習うことも
習わないことも
共に学ぶ

MAP110

●サロンに来て良かったと思って、笑顔で帰ってもらいたい。
●ちょっとした憩いの場になってもらえれば嬉しい。
●みんなで楽しさを共有していきたい。

●毎月とても楽しみにして
います。
●毎回どのような内容で行
うのか、ワクワクしながら
来ています。

スタッフの思い

参加者の声

毎月第4火曜日
12時30分～13時30分

日 時 区民ひろば池袋
いきいきひろば

場 所

高齢者対 象 無料参 加
区民ひろば池袋　TEL : 03－3982－9658連絡先

しいの樹サロンしいの樹サロン
民ひろば池袋運営協議会主催のサロンです。運協の委員とひろ
ば、CSWが毎月交代で協力しています。コーヒーやお茶、ちょっ

としたお菓子を添えての茶話会で、みんなで歌を歌ったり、参加者の方の
特技を披露したり、いけよんの郷高齢者総合相談センターのスタッフに
よる熱中症講座など、毎回趣向を凝らした内容で開催しています。

区

ひろばで
プチ・リフレッシュ、
しませんか？

ひろばで
プチ・リフレッシュ、
しませんか？
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“おたがいさま”の
　　　地域活動紹介

ととししままささささええああいいMAPMAP
～ひろがっています！ “おたがいさま”の輪～

年、少子高齢化や核家族化の進行、さらには住民同士のつながりの希薄などにより、社会的孤立や
困窮など、地域には様々な課題が存在しています。そんな中、わたしたちの住むまちでは、地域住

民のみなさん自らがそのような課題を受け止め、「他人事」ではなく「我が事」として、みんなで支え合い、
助け合おうとする活動がたくさん行われています。
　「としまささえあいMAP」では、その中でも「つどいの場」や「サロン」と呼ばれる活動を中心に掲載し
ました。みんなでお茶を飲みながら気楽におしゃべりしたり、体操をしたり歌を歌ったり、育児の悩みを相
談し合ったり‥。それぞれ目的や内容は違いますが、「みんなが安心して暮らせるまちをつくっていきたい」
「自分が育った地域へ恩返しをしたい」「自分自身も元気をもらっている」など、どの活動も“おたがいさま”
のあたたかい気持ちがあふれています。
　人と人がつどい、つながり、仲間をつくることで、地域の中で孤立することを防いだり、困りごとを解決
したり、安心感や楽しみ、生きがいをもつことができます。ときには支え、ときには支えられながら、誰も
が安心して暮らせるまちになるように、みんなで“おたがいさま”の輪をひろげていきましょう！

近

「としまささえあいMAP」を
見て『参加してみたい』『詳し
く知りたい』『自分にもできる
ことはないか』など、興味を
もっていただいた方は、下記
またはMAPに掲載されてい
る各地域の担当者までお気
軽にご連絡ください。また、
掲載されていない活動に関する情報をお持
ちの方も、併せてご連絡をお待ちしています。

問い合わせ先

お待ちしております

P2～

地域相談支援課
電話：03-3981-4392　FAX：03-5950-1239
E-mail：csw_toshima@a.toshima.ne.jp

まちの縁側へ、

ようこそ！
まちの縁側へ、

ようこそ！

若いママさん達が地域の高齢の方々との交流から、先人の
活きた生活の知恵を学ぶきっかけになってほしい。サロン
に参加されるみなさんが同じ地域に住んでいるので、ここ
で出会ったことをきっかけに、道で会ったときに挨拶をかわ
す間柄になってもらえると嬉しい。

●木のおもちゃで遊べることがいい。
●子どもをみてくれる抱っこの手が多い。
●情報交換がしやすい。

参加者の声
最終週月曜日
10時30分～12時

日 時 特別養護老人ホーム　千川の杜
地域交流スペース（豊島区要町3－54－9）

場 所

高齢者、子育て中の親子、
地域の方

対 象 無料参 加

せんかわみんなの家　TEL : 03－3530－5735連絡先

　「社会福祉協議会」（略称：社協）は、社会福祉法という法律により、全国・都道府県・区市町村に設置が定められた民間の福祉団体（社
会福祉法人）です。豊島区民社協は「誰もが住み慣れたまちで安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して、区民の皆さんや福祉関係
者・団体等のご理解とご協力のもと、各時代において社会福祉制度の隙間を埋めながら、行政では対応できない分野で活動しています。

豊 島 区 民 社 会 福 祉 協 議 会 は豊 島 区 民 社 会 福 祉 協 議 会 は

がつながるがつながる地域地域笑顔笑顔がひろがる、がひろがる、

「せんかわ」ふるさとひろば「せんかわ」ふるさとひろば
齢の方と子育て中の親子さんが、地域で一緒にくつろげるサロ
ンです。サロン内には、お子さんが遊べる木育おもちゃひろばや

助産師による身体測定コーナー、生活の情報交換コーナー「文殊の知
恵袋」、喫茶や授乳スペースなどがあります。

高

MAP 12

スタッフの思い

※連絡先の記載がない団体については、P2・3「としまささえあいMAP」の問合せ先へご連絡下さい。

14 ※「トモニー」とは… 豊島区の地域福祉を「ともに支え、ともに創っていこうとする」願いが込められています。
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：区民ひろば（CSW配置）

西部圏域

アトリエ村圏域

豊島区医師会圏域

いけよんの郷圏域

ふくろうの杜圏域

中央圏域

菊かおる園圏域

東部圏域
4

1 10

11

3

8 9

6
14
15

17

◇「つどいの場」や「サロン」と呼ばれる活動を中心に掲載しています。
◇開催日は変更になることがあります。
◇圏域＝高齢者相総合相談センターの地区割り
◇対象が「誰でも」となっていても、条件により参加できない場合が
あります。
★団体に関するお問い合わせは、各地域のコミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）まで！（各圏域の枠内に記載）

としまささえあいMAP対象 名称 内容 開催日
1 子ども ながおかさんち 子育てサロン 第3月　10時～12時

2 子ども まちの赤ちゃん保健室 子育てサロン 不定期

3 子ども 子育てサロンかるがも 子育てサロン 第2火　10時15分～11時半

4 子ども たけのこクラブ 学習会 毎週火　17時～19時

5 子ども あおぞら学習会 学習会 毎週木　14時50分～16時半

6 子ども かみとえんぴつ 学習会 週1回

7 子ども 高校生学習支援教室「よんなーよんなー」 学習会 毎週月　17時～20時半

8 子ども 夜の児童館 学習会・食事 毎週火　16時～20時

9 子ども 椎名町子ども食堂 学習会・食事 第2・4木　16時半～18時
18時～19時半

10 子ども 要町あさやけ子ども食堂 食事 第1・3水　17時半～19時

11 子ども みちくさカフェ 食事 第4金　16時半～19時

12 子ども
高齢者 「せんかわ」ふるさとひろば サロン 最終月　10時半～12時

13 高齢者 ホッとサロン サロン 最終木　10時～12時

14 高齢者 ささえ手サロン 介護予防サロン 第1・3水　14時～15時半

15 高齢者 要町サロン 介護予防サロン 第2金　14時～16時

16 誰でも ゆったり茶の間 サロン 月1回

17 誰でも よっちゃばれサロン サロン 第3水　14時～16時

18 誰でも カレーサロン 食事 月1回　16時半～18時半

19 誰でも らくゆうサロン千川の杜 認知症カフェ 第2火・第4土　10時～12時

西部圏域（長崎1、千早1～4、要町1～3、高松1～3、千川1,2）　
問合せ：03-6685-9930　（区民ひろば千早内CSW）　

対象 名称 内容 開催日
20 子ども 子育てサロンぱおぱお 子育てサロン 第4火　10時半～12時

21 子ども こどもとんぼ食堂 食事 第2・4火　17時～19時半

22 障がい者 としまコスモスの会　ポトスペース サロン 毎週月　10時～15時

23 高齢者 みみずくサロン（みみずく班） サロン 第1土　10時～12時

24 高齢者 みみずくサロン（さくら班） サロン 第3土　10時～12時

25 高齢者 みみずくサロン（ふじみだい班） サロン 第2木　13時半～15時頃

26 高齢者 みみずくサロン（ながさき班） サロン 年4回　10時～12時

27 高齢者 元気ながさきの会 各種活動 活動による

28 誰でも 茶話会 サロン 第4木　13時半～14時半

29 誰でも アトリエ村としまる体操会 運動 毎週火　10時半～11時半

30 誰でも アトリエ会 脳トレ 毎週金　10時～12時

31 誰でも 南長崎はらっぱ公園を育てる会 公園活動 毎週水　清掃活動
月２回　ポニーの日

32 誰でも ながさきむら村議会 情報交換 月1回　19時半～21時

33 誰でも いずみサロン 認知症カフェ 第3日　14時～16時

34 誰でも そよかぜカフェ　ひまわり 認知症カフェ 第2・4月　12時半～14時半

35 誰でも とことこカフェ 認知症カフェ 毎週火　10時～12時

アトリエ村圏域（長崎2～6、南長崎1～6）
問合せ：03-6843-2930　（区民ひろば富士見台内CSW）

対象 名称 内容 開催日
53 子ども 子育てサロンぴよぴよ 子育てサロン 第1月　10時～12時

54 子ども 池袋本町プレーパーク 遊び 水～日・祝　10時～17時

55 子ども 池袋 WAKUWAKU 勉強会 学習会 毎週火　15時～20時

56 子ども 池袋こども食堂 食事 第1・3木　17時半～19時半

57 子ども IKEBUKURO TABLE 食事 第2・4水　16時～20時

58 子ども ほんちょこ食堂 食事 第2・4火　17時半～19時

59 高齢者 きずなサロン サロン 偶数月第3土　13時～15時半

60 高齢者 しいの樹サロン サロン 第4火　12時半～13時半

61 高齢者 ちゃべる会 サロン 第4土　13時半～15時

62 誰でも 御
ミ タ ケ

嶽クラブ サロン 第2・4金　10時～12時

63 高齢者 いけよんサロン 介護予防サロン 第2火　10時～12時

64 誰でも アートカフェ コミュニティ
カフェ 第2・4月　13時～15時

65 誰でも オレンジカフェ　まんぞく 認知症カフェ 第3日　13時～16時

いけよんの郷圏域（池袋1,2,4、池袋本町1～4）　
問合せ：03-6864-2930　（区民ひろば池袋内CSW）

対象 名称 内容 開催日
66 子ども 子育てサロンたんぽぽ

（南池袋・高南第二） 子育てサロン 第3木　10時半～12時

67 子ども みみずく学習会 学習会 隔週金　14時45分～16時半

68 子ども ガチゼミ 学習会 第2・4日　13時～17時

69 子ども がんばれ！子供村 こども食堂 食事 毎週水　16時～18時

70 高齢者 ○（マル）の会 食事 第4木　11時～13時

71 高齢者 おとこのサロン 介護予防サロン 第3木　10時半～12時

72 誰でも サロンさんぽ道 サロン 毎週金　10時～15時

73 誰でも 高南ふれあいサロン サロン 月１回土　13時半～15時

74 誰でも 高南ふれあいサロン（体操） 体操 第3水　13時半～15時

75 誰でも M
ミ ー モ

eMoカフェ 認知症カフェ 第4土　13時半～15時半

76 誰でも 仄
ホノボノ

仄カフェ 認知症カフェ 第3月　13時半～15時

ふくろうの杜圏域（南池袋1～4、雑司が谷1～3、高田1～3、目白1,2）
問合せ：03-6890-2950　（区民ひろば高南第二内CSW）　

対象 名称 内容 開催日
36 子ども 子育てサロンぴよぴよ 子育てサロン 第2水　10時～12時

37 子ども 池袋聖公会　若者の会 学習会 第2・4水　17時～19時

38 子ども のびのび日和 学習会 原則第2・4日　9時半～
15時20分

39 子ども クリエイティブガレージ 体験学習 第2土　9時半～17時
第4土　12時～17時

40 子ども こより食堂 食事 第2土　9時半～17時

41 障がい者 としまコスモスの会
コスモスペース サロン 第2・4日　13時～16時

42 高齢者 友
トモビキ

引の会 サロン 第２金　10時～12時

43 高齢者 サロン寿 サロン 毎月土　10時～12時

44 高齢者 ふれあい　いきいきサロン サロン 隔月1回　10時～11時半

45 高齢者 気ままにラルゴ サロン 月1回金　13時半～15時

46 高齢者 としまるクラブ サロン 第3火　14時～15時半

47 高齢者 みみずくサロン （さくらんぼ班） サロン 偶数月1回　10時半～12時

48 高齢者 サークル友
ユウユウ

遊 運動 月2回火　13時半～15時

49 高齢者 西池サロン 介護予防サロン 第2火　14時～15時45分
第4火　14時～15時半

50 誰でも みんなのえんがわ池袋 カフェ 毎週月・水　9時～17時

51 誰でも オレンジカフェ 認知症カフェ 第1・3土　12時～14時半

52 誰でも 目白 MM カフェ 認知症カフェ 第2土　14時～16時

豊島区医師会圏域（西池袋1～5、池袋3、目白3～5）
問合せ：03-6866-2950　（区民ひろば西池袋内CSW）

対象 名称 内容 開催日
77 子ども 子育てサロンつくしんぼ 子育てサロン 第2火　10時半～12時

78 子ども クローバー朋有 学習会 毎週木　小学生15時半～17時
中学生17時～19時

79 子ども クローバー 学習会 毎週水　小学生16時半～18時
中学生16時半～19時

80 子ども 放課後寺子屋 学習会 毎週木　17時～19時

81 子ども 東池袋こども食堂　
キッチン oh!way 食事 月1回日　17時～19時半

82 子ども ジャンプ子ども食堂 食事 毎週日　12時～14時

83 障がい者 としまコスモスの会　
日曜茶話会 サロン 第1日　14時～16時

84 高齢者 豊友会 食事 第2・4土　11時～15時

85 高齢者 東池サロン 介護予防サロン 第3木　10時～11時半

86 誰でも サロンほがらか会 サロン 奇数月第１水　13時半～15時

87 誰でも 創年サロン結の会 サロン 偶数月第3火　14時～15時半

88 誰でも 麦の家やってみる会 交流・各種活動 不定期

89 誰でも こみっとプレイス カフェ 毎週金　12時～15時

90 誰でも きらきらカフェ サロン 奇数月　第2月　10時半～11時半
偶数月　第3木　14時～15時

91 誰でも きんぎょサロン サロン 毎週水　14時～16時

92 誰でも みんなのふくろう食堂 食事 第2・4火　17時～20時

93 誰でも 出前カフェ　あったか 認知症カフェ 第4木　13時半～15時半

中央圏域（東池袋1～5、上池袋1～4、北大塚3）
問合せ：03-6844-3643　（区民ひろば朋有内CSW）

対象 名称 内容 開催日
94 子ども 子育てサロンさくらんぼ

（清和第二） 子育てサロン 第1水　10時45分～12時

95 子ども ちゅうりっぷ学習会 学習会 不定期

96 子ども のびのび日和 学習会 原則第3土　9時半～15時20分

97 子ども こども食堂　ぶどうの枝 食事 月1回

98 高齢者 栄養・口腔しあわせサロン サロン 隔月　10時～12時

99 高齢者 北大塚1丁目アパート火
カ モ ク

・木サロン サロン 毎週火・木　13時～16時

100 高齢者 大親町会サロン切手 切手整理 第1・3木　14時40分～16時

101 高齢者 楽・楽・吹き矢 吹き矢体操 第1・3火　13時～15時

102 高齢者 西すパートナーズ 体操・町清掃 第4水　10時～11時半

103 高齢者 ほほえみサロン 介護予防サロン 第3火　10時～12時

104 高齢者 中仙道サロン 介護予防サロン 第2・4木　10時15分～
11時45分

105 誰でも 西巣鴨2丁目アパート さくら会 サロン 毎週月　13時半～16時

106 誰でも アゼリア会 手芸 第2・4土　13時半～15時半

107 誰でも そよかぜカフェ　かもん 認知症カフェ 第2木・第4土　14時～16時

菊かおる園圏域（巣鴨3～5、西巣鴨1～4、北大塚1,2）
問合せ：03-6845-0148　（区民ひろば西巣鴨第一内CSW）　

対象 名称 内容 開催日
108 子ども 子育てサロンさくらんぼ

（南大塚） 子育てサロン 第2水　10時45分～12時

109 子ども 子育てサロンさくらんぼ（駒込） 子育てサロン 第3水　10時45分～12時

110 子ども 放課後寺子屋 学習会 毎週火　17時～19時

111 高齢者 なかよしさくら会 食事 月1回　11時20分～12時頃

112 高齢者 おおつかサロン 介護予防サロン 第3金　13時15分～15時

113 高齢者 こまごめサロン 介護予防サロン 第2金　13時半～15時

114 高齢者 スマートエイジング倶楽部 介護予防サロン 第1土　10時15分～12時

115 誰でも お庭クラブ 農作業 随時　8時～17時

116 誰でも オレンジカフェしもさんち 認知症カフェ 第2・5土　11時～15時

117 誰でも クオールカフェ（大塚2号店） 認知症カフェ 第4土　13時半～15時半

118 誰でも クオールカフェ（駒込店） 認知症カフェ 第2土　13時半～15時半

119 誰でも さくらカフェ 認知症カフェ 第3土　13時半～15時半

東部圏域（駒込1～7、巣鴨1,2、南大塚1～3）　
問合せ：03-6861-2930　（区民ひろば南大塚内CSW）　
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