
「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。

「誰もが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。

ゆったり茶の間

特集号
2017年（平成29年）

3/17発行

　集合住宅内のみんなが交流できる場として、月に1回お茶会を
開いています。普段はみんなでゆったりとくつろぎながら、お
しゃべりしています。時には、おにぎり会や新年会（上記写真）
なども実施しています。

スタッフの思い
　今は高齢の方々の参加が多いですが、小さなお子さんと大人が
交流できる場にしていきたいです。もっと参加者が増えて、住民
同士の交流や親睦がさらに深まればと思います。

参加者の声
・ 住民同士で団らんできて、とてもよかったです。
・ 大勢でおしゃべりしながら、一緒に食べられて楽しかったです。
・ しらすのチラシ寿司がとても美味しかったです。

みんなの絆を
深めたい！

月1回
高松3丁目
集合住宅内の住民の方

日 時

場 所

対 象

豊島区民社会福祉協議会は

MAP

“おたがいさま”の
地域活動紹介

発行：社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会（豊島区民社協）
〒170-0013 豊島区東池袋1-39-2 豊島区役所 東池袋分庁舎3,4階
E-mail：chiiki2@a.toshima.ne.jp
TEL：03-3981-2930 ／ FAX：03-5954-7105
HP：http://toshima-shakyo.or.jp/
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高齢者サロン・としま子育てサロン高齢者サロン・としま子育てサロン高齢者サロン としま子育てサロン高齢者サロン としま子育てサロン高齢者サロン・としま子育てサロン高齢者サロン としま子育てサロン

高齢者サロン としま子育てサロン

お年寄りも
子どもも安心して
暮らせるまちを
つくりたい

03 ― 3981 ― 1722

問い合わせ

相相相相相
報報報報報
行行行行行
グググググ
親親親親

◇ みみずくサロン

各サロンの日時・場所はP4.5のMAPをご覧下さい。

ひ
ろ

がっ
ています！

“お
た

が いさま
”の
輪

近近近年近年近年年年年、年、、少少少少子少子子子高子高子高齢高齢高齢化齢化齢化化化化や化ややや核や核核核家核家家家族家族家族化族化族化の化の化ののの進進進進行進行行行、行、、さささらさらさらにらにらにににはははは住は住住住民住民民民同民同同士同士同士の士の士のつのつのつつつなななながながががりがりりのりのの希の希の希薄希薄希薄薄薄化化化化な化なななどなどどどにどにににに近近年近年年年 少少少子子子高子高齢高齢化齢化化化ややや核核核家家家族家族化族化の化のの進進進行行行 ささらさらにらににははは住住住民民民同同士同士の士のつのつつななながががりりのの希の希薄希薄薄化化化なななどどどににに
課よよよりり、社社社会会会的的的孤的孤立孤立や立やや困困困窮窮窮なななどど、ど、地地地域域域にににははは様様様々様々な々な課な課課課題題題ががが存存存在存在し在してしてていいいままますすす。そそんそんんななな中中中、、わわわよよよよりよりりり、社社社社会社会会会的会的的的孤的孤的孤立孤立孤立や立や立ややや困困困困窮困窮窮窮な窮なななどなどど、どど、地地地地地域域域域に域にににはにははは様は様様様々様々様々な々な々な課な課な課課課課題課題題題が題ががが存が存存存在存在存在し在し在してしてしててていいいいまいままますますすす。す そそそんそんそんんんなななな中な中中中、中、わわわわわ

しし ちちちの住住住む住 まむまちまちち は、、地地域地域住域住住民民民 みみみななさなささ 自自 が よよよううななな課課課題題題題 受受け受けけ止止止めめめ、、みみみたたたたたしししたたたたちたちちちのちののの住の住住住む住む住むまむまむまちまちまちちちでででではでははは、は、地地地域地域地域住域住域住住住民民民民の民のののみのみみみなみななさなさなさんさんさんんん自自自ららららがらがががそがそそそのそのそのよのよのよよようううなななな課な課課課題課題題題を題を題を受を受を受け受け受けけけ止止止止め止めめめ、め、みみみみみががが
んんんなんなんなななでででで支で支支支え支えええ合え合合合い合い合い、い、い、助、助助助助けけけけ合け合合合お合おおおうおううとうとうとすとすとすすするるるる活る活活活動活動動動が動ががたがたがたくたくたくくくささささんさんんん行ん行行行わ行わわわれわれわれてれてれててていいいまままますますすす。す。。んんなんななででで支支支えええ合合合い合いい 助助助けけけ合合合おおおううとうとすとすするるる活活活動動動ががたがたくたくくさささんんん行行行わわわれわれてれてていいままますすす

」今今今今今回回回回は回はははそはそそそのそののの中の中中か中か中からからから、ら、ら、、「つ「つどどつどいどいどいのいのいののの場場場場」場」」ややややや「サ「ササロササロンンロン」ン」ン」」ととと呼呼呼呼ば呼ばばばればれれれるれるる活る活る活動活動活動動動ををを中中中中心中心心心に心ににに紹に紹紹紹介紹介紹介し介し介しましましままますすすす。す。。今今今回回回はははそそそののの中中か中からからら 「つつどどつどいどどいのいのの場場場」」ややや「ササロサロンロン」ン」とと呼呼呼ばばばばればれれるる活る活動活動動をを中中中心心心ににに紹紹紹介紹介し介しましまますすす
みみんみんなんななでででおおお茶茶茶ををを飲飲飲み飲みなみながなががらら気気気楽楽楽にににおおおししゃゃべゃべりべりしりしたしたたりり、体体体操操操をををししたたりたり歌歌を歌を歌を歌歌っったたたりりり、、育育育児児児の児ののみみみんみんみんなんなんなななででででおでおおお茶お茶茶茶を茶ををを飲を飲飲飲み飲み飲みなみなみながながながががららら気気気気楽気楽楽楽に楽にににおにおおおしおししゃしゃゃべゃべゃべりべりべりしりしりしたしたしたたたりりり、体体体体操体操操操を操をををしをししたしたたりたりたり歌り歌歌を歌を歌を歌を歌を歌歌歌っったたたたりたりりり、り、育育育育児育児児児の児の児ののの

は悩悩悩み悩み悩みをみをみををを相相相相談相談談談し談ししし合し合合合っ合っったったたりたりたり‥り‥り‥。‥‥。そそそそそれれれれぞれぞぞぞれぞれれれ目れ目目的目的的や的や的や内や内や内容内容内容容容はははは違は違違違い違いいいまいままますますすすがすがすが、がが、「「「み「みみみんみんんんなんなんながながなが安が安が安心安心安心心心心し心しししてしててて暮て暮暮暮ら暮ららせらせせせせ悩悩悩 ををを相相相談談談ししし合合合 たたた れれれぞぞぞれれれ目的的的 内内容内容容ははは違違違 ままますすすがすがが 「「 んんんなんながなが安が安心安心心心ししし 暮暮暮ららせせせ
へるるるまるまるまちまちまちちちをををつつつつくつくくくっくっっってっててていていいいきいききたきたたいたいたい」い」い」「」「「自「自自自分自分分分が分が分が育が育が育っ育っ育ったったったたた地地地地域地域域域へ域へへへ恩へ恩恩恩返恩返恩返し返し返しをしをしをしをしをしたしたしたたたいいいい」い」「自「自「自分自分自分自分自分自身自身自身身身身も身ももも元も元元元気元気気気を気ををもをももももるるまるまちまちちををつつつくくくっっっててていいいききたたいたい」い」「「自自自分分分が分が育が育っ育ったったた地地地域域域へへへ恩恩恩返恩返し返しをしをしをしたしたたいいい」「自「自分自分自分自身自身身身ももも元元元気気気ををももも
のららっらってってていいるるる」なななどどど、、どどのどの活の活動活動動ももも おおおたたたがががいいいさささまま のののあああたたたたたかたかいかい気い気気気持持持ちちちがががああふあふれふれてれてていいいままますすす。。らららっららっててっててていいいるるるる」る」ななななどなどどどど どどどのどのどの活の活の活動活動活動動動もももも“おも“お“おおおたたたたがたがががいがいいいさいさささまさまま”ま””の”のののあのあああたあたたたたたたたかたかたかいかいかい気い気い気気気気持気持持持ち持ちちちがちがががあがあがあふあふあふれふれふれてれてれててていいいいまいままますますすす。す。

　人人人とと人人人がががつつつどつどいどい、い、つつつななながががりがり、、仲仲仲間間間をををつつつくくるるこるここととででで、、地地地域地域の域の中の中中ででで孤孤孤立立立す立するするこるこことととををを防防防いいい人人人人人ととと人人人人が人がががつがつつつどつどつどいどいどい、いい、つつつつなつななながながががりがりがり、り、仲仲仲仲仲間間間間を間をををつをつつつくつくくるくるるこるこるここことととでででで、で、地地地地域地域地域の域の域の中の中の中中中でででで孤で孤孤孤立孤立立立す立す立するするするこるこるこここととととをとををを防を防防防い防いいいい
だだだだだりりり、困困困困り困りりりごりごごとごとごとをとをとを解を解を解解解解決解決決決し決しししたしたたたりたりり、り、安安安安安心心心心感心感感感や感ややや楽や楽楽し楽し楽しみしみしみみみ、生生生生き生きききがきがががいがいがいをいをいを持を持を持持持持つ持つつつこつここことこととがとががでがでができできできききまままますますすす。す。。とととととだだだりり 困困困りりりごごとごとをとを解を解解解決決決しししたたたりり 安安安心心心感感感ややや楽楽し楽しみしみみ 生生生きききがががいがいをいを持を持持持 こここととががでができでききままますすす ととと

がきききにきにきにににはははは支は支支支え支えええ、え、ととときときときききににににはにははは支は支支支え支え支えらえらえられられられれれれなれななながながががらがらら、ら、、誰、誰誰誰誰もももがががが安が安安安心安心心心し心し心してしてしててて暮暮暮暮ら暮らららせらせせせるせるるまるまるまちまちまちちちにににになになななるなるるるよるよようようようううににに、、、ききにきににははは支支支えええ とときとききにににははは支支支え支えらえられられれれななながががらら 誰誰誰ももががが安安安心心心し心してしてて暮暮暮らららせせせるるまるまちまちちににになななるるるよようよううにに
まみみんみんんなななででで おおおたたたがががいがいさいさまさまま のの輪の輪輪輪をををひひひろろろげげてげていていいきききまままししょょううう！みみみんみんみんんんななななでなででで“で““おおおおたおたたたがたがががいがいがいさいさいさまさまさままま”の”の”の輪の輪の輪輪輪輪を輪をををひをひひひろひろろろげろげげてげてげていていていいいききききまきままましまししょしょょうょうううう！！

今回の特集を見て「参加してみたい」「もっと詳しく知りたい」「自分にもできるこ
とはないか」など、興味を持っていただいた方は、下記または4,5ページの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。

豊島区民社会福祉協議会　地域相談支援課
電 話  03 ― 3981 ― 4392
F A X  03 ― 5950 ― 1239
E-mail  csw_toshima@a.toshima.ne.jp

問い合わせ先
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MAP

　楽器演奏や歌の披露、全員楽器演奏や歌の披露 全員楽器演奏 歌 披露 員楽器演奏や歌の披露 全員楽器演奏や歌の披露、全員

行っています。行っています。

スタッフの思い

に、気軽に一人でも多く参加に 気軽に 人でも多く参加気軽 人 多 参加に 気軽に 人でも多く参加に、気軽に 人でも多く参加

参加者の声
 2ヶ月に 度ある土曜日を 2ヶ月に 度ある土曜日を
楽しみにしています。この楽しみにしています この楽しみにしています。この楽しみにしています この
日を優先的に空けています。日を優先的に空けています日を優先的に空けています日を優先的に空けています。

きずなサロンきずなサロンきずなサロンきずなサロンきずなサロンきずなサロンきずなサロンきずなサロン

きずなと
きずなが
人を結びます

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

MAP

みんなでプログラムを考え考みんなでプ グラムを考えみんなでプログラムを考え、

た。どれもそれぞれの スた。どれもそれぞれの ス
で参加できるゆるやかなプロで参加できるゆるやかなプロで参加できるゆるやかなプロで参加できるゆるやかなプロ
グラムです。グラムですグラムですグラムです。

参加者の声

スタッフの思い

できる場を作りたいという思できる場を作りたいという思
いで始めました。当事者とボいで始めました 当事者とボいで始めました。当事者とボボいで始めました 当事者とボ
ランティアが対等に楽しみなランティアが対等に楽しみなランティアが対等に楽しみなランティアが対等に楽しみな

ポトスペースポトスペ スポトスペースポトスペ スポトス スポトスペ スポトスペースポトスペ ス

障がいが
あっても
自分らしく
いられるところ

日 時

場 所

参 加

連 絡 先

MAP

　ボランティアが安心安全なボランティアが安心安全なィ 安心安ボランテ が安心安全なボランティアが安心安全な

スにしています。1階はスにしています。1階は
いがやがや食事ができ、いがやがや食事ができいがやがや食事ができ、いがやがや食事ができ
子どもの遊び場がありま子どもの遊び場がありま子どもの遊び場がありま子どもの遊び場がありま

スタッフの思い
地域に住む人たちが地域に住む人たちが

たり、顔見知りになるきっかたり 顔見知りになるきっか顔見知たり 顔見知りになるき かたり、顔見知りになるきっか

参加者の声
・ 親子同士で友人ができまし親子同士で友人ができまし親子同士で友人ができましが・親子同士で友人ができまし
た。特に子どもはすぐに仲た 特に子どもはすぐに仲た 特に子どもはすぐに仲た。特に子どもはすぐに仲
良くなり上の遊び場で一緒良くなり上の遊び場で 緒良くなり上の遊び場で 緒良くなり上の遊び場で一緒
に遊んでいましたに遊んでいましたに遊んでいましたに遊んでいました
地域の交流の場にな てい地域の交流の場にな てい

要町あさやけ子ども食要町あさやけ子ども食要町あさやけ子ども食要町あさやけ子ども食要町あさやけ子ども食要町あさやけ子ども食要町あさやけ子ども食要町あさやけ子ども食

お互いを
思いあう「愛」が
あふれる場所

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

MAP

　誰でも気軽にお庭に立ち寄誰でも気軽にお庭に立ち寄気軽 庭 寄誰でも気軽にお庭に立ち寄誰でも気軽にお庭に立ち寄

お庭の手入れを定期的お庭の手入れを定期的お庭の手入れを定期的
います。地域の子どもいます 地域の子どもいます。地域の子どもす 地域います 地域の子ども
一緒に、田植えや夏野菜等緒に 田植えや夏野緒に 田植えや夏野緒に、田植えや夏野菜等
種まきをし、野菜が育って種まきをし 野菜が育 て種まきをし、野菜が育って種まきをし 野菜が育って
く過程をみんなで楽しみまく過程をみんなで楽しみまく過程をみんなで楽しみまく過程をみんなで楽しみま

スタッフの思い
子どもたちが昆虫取りやザ子どもたちが昆虫取りやザ子どもたちが昆虫取りやザ子どもたちが昆虫取りやザ

しみ、また大人にとってもリしみ また大人にとってもリ大人しみ また大人にと てもリしみ、また大人にとってもリ

の庭・みんなの庭」を守っての庭・みんなの庭」を守っての庭 みんなの庭」を守って
いきたいです。いきたいですいきたいです。いきたいです。

参加者の声
　このお庭は、駒込の財産とこのお庭は 駒込の財産とこのお庭は 駒込の財産とこのお庭は、駒込の財産と

しいコミュニティの場が増えたしいコミュニティの場が増えたしいコミュニティの場が増えた
ような気がします。ような気がしますような気がしますような気がします。

お庭クラブお庭クラブお庭クラブお庭クラブお庭クラブお庭クラブお庭クラブお庭クラブ

みんなの居場所
私の庭
みんなの庭

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先
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としま ささえあいM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　CSW：宮坂・森田（区民ひろば千早内）

対象 名称 内容 開催日

子ども たけのこクラブ 学習会 毎週火 17時～19時

子ども あおぞら学習会 学習会 毎週木
14時50分～16時半

子ども 夜の児童館 学習会・食事 毎週火 16時～20時

子ども ながおかさんち 子育てサロン 第3月 10時～12時

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

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

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

高齢者 らくゆうサロン千川の杜 サロン 第2火・第4土10時～12時

高齢者 ホッとサロン サロン 最終木 10時～12時

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

高齢者 要町サロン 介護予防サロン 第2金 14時～16時

誰でも カレーサロン 食事 最終土 17時～19時

誰でも ゆったり茶の間 サロン 月1回

誰でも よっちゃばれサロン サロン 第3水 14時～16時

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

対象 名称 内容 開催日

子ども がんばれ！子供村 こども食堂 食事 毎週水 16時～18時

子ども みみずく学習会 学習会 隔週金 15時～17時

子ども ガチゼミ 学習会 第2・4日 13時～17時

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

誰でも 高南ふれあいサロン サロン 月1回土 13時半～15時

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

誰でも M
みーも

eMoカフェ 認知症カフェ 第4土 13時半～15時半

誰でも 仄
ほの

仄
ぼの

カフェ 認知症カフェ 第3月 13時半～15時

高齢者 雑司が谷サロン 介護予防サロン 第1・3土 10時～12時

高齢者 ふくろうサロン 介護予防サロン 第2土 10時半～12時

誰でも サロンさんぽ道 サロン 毎週金 10時～15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　CSW：阿部（区民ひろば池袋内）

対象 名称 内容 開催日

子ども 池袋本町プレーパーク 遊び 水～日・祝 10時～15時

子ども 池袋WAKUWAKU勉強会 学習会 毎週火 15時～19時

子ども 池袋こども食堂 食事 第1・3木 17時半～19時半

子ども IKEBUKURO TABLE 食事 第2・4水 16時～20時

子ども ほんちょこ食堂 食事 第2・4火 17時半～19時半

子ども 子育てサロンぴよぴよ
（池袋本町） 子育てサロン 第1月 10時～12時

高齢者 きずなサロン サロン 偶数月第3土
13時～15時半

高齢者 しいの樹サロン サロン 第4火 12時半～13時半

高齢者 ちゃべる会 サロン 第4土 13時半～15時

高齢者 いけよんサロン 介護予防サロン 第2火 10時～12時

誰でも 御
み

嶽
たけ

クラブ サロン 月2回 不定期

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

誰でも オレンジカフェまんぞく 認知症カフェ 第3日 11時半～14時半

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

対象 名称 内容 開催日

子ども こどもとんぼ食堂 食事 第2・4火 17時～19時半

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

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

高齢者 みみずくサロン（さくら班） サロン 第3土 10時～12時

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

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

高齢者 アトリエ会 脳トレ 毎週金 10時～12時

高齢者 アトリエクラブ 介護予防サロン 第1・3金 13時半～15時

高齢者 元気ながさきの会 各種活動 活動による

障がい者 としまコスモスの会 サロン 毎週月 10時～15時

誰でも いずみサロン 認知症カフェ 第3日 14時～16時

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

誰でも とことこカフェ 認知症カフェ 毎週火 10時～12時

誰でも 茶話会 サロン 第4木 13時半～14時半

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

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　CSW：鈴木・髙梨（区民ひろば西池袋内）

対象 名称 内容 開催日

子ども 子育てサロンぴよぴよ
（西池袋、6月まで目白） 子育てサロン 第2水 10時～12時

高齢者 友
とも

引
びき

の会 サロン 第2金 10時～12時

高齢者 サークル友
ゆう

遊
ゆう

運動 月2回火 13時半～15時

高齢者 サロン寿 サロン 毎月土 10時～12時

高齢者 みみずくサロン （さくらんぼ班） サロン 隔月1回 10時～12時

高齢者 ふれあい いきいきサロン サロン 偶数月1回 10時～11時半

高齢者 西池サロン 介護予防サロン 第2・4火 14時～15時半

高齢者 気ままにラルゴ サロン 月1回 13時半～15時

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

誰でも 目白MMカフェ 認知症カフェ 第2土 14時～16時

誰でも みんなのえんがわ フリースペース 基本毎日 13時～17時

4



MAP

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

対象 名称 内容 開催日

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

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

子ども 放課後寺子屋 学習会 毎週木 17時～19時

子ども ふくろうこども食堂 食事 第2・4火 17時～20時

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

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

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

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

高齢者 豊友会 食事 第2・4土 11時～15時

高齢者 東池サロン 介護予防サロン 第3木 10時～11時半

高齢者 しゃべろう会 サロン 第4月 10時半～11時半

誰でも きんぎょサロン サロン 毎週水 14時～16時

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

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　CSW：恩田・木下（区民ひろば西巣鴨第一内）

対象 名称 内容 開催日
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

子ども ちゅうりっぷ学習会 学習会 月1回

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

高齢者 楽楽吹き矢 吹き矢体操 第1・3火 13時～15時

高齢者 口腔・栄養しあわせサロン サロン 隔月 10時～12時

高齢者 西すパートナーズ 体操・町清掃 第4水 10時～12時

高齢者 千草会 サロン 第4日10時～12時
（休止中H29.4再開予定）

高齢者 北大塚1丁目アパート火
か

・木
もく

サロン サロン 毎週火・木 13時～16時

高齢者 ほほえみサロン 介護予防サロン 第3火 10時～12時

高齢者 中仙道サロン 介護予防サロン 第2・4木
10時半～12時

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

誰でも アゼリア会 手芸 第2・4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　CSW：川人・芳賀（区民ひろば南大塚内）

対象 名称 内容 開催日

子ども 放課後寺子屋 学習会 毎週火 17時～19時

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

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

高齢者 なかよしさくら会 食事 月1回 11時20分～12時頃

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

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

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

誰でも お庭クラブ 農作業 随時 8時～17時

誰でも オレンジカフェしもさんち 認知症カフェ 第4土 13時半～15時半

誰でも クオールカフェ（大塚1号店） 認知症カフェ 第4土 13時半～15時半

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

◇「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）

：区民ひろば

： 区民ひろば
（CSW配置）

社協
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MAP

　子どもたちが宿題やプリン子どもたちが宿題やプリン子 宿題子どもたちが宿題やプリン子どもたちが宿題やプリン

に遊んだりするこに遊んだりするこ
す。すす。す

参加者の声

スタッフの思い

たけのこクラブたけのこクラブたけのこクラブたけのこクラブたけのこクラブたけのこクラブたけのこクラブたけのこクラブ

地域の子どもを
地域で守り
育てたい

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

MAP

参加者の声

た呼んでください！（出演た呼んでください！（出演呼 （ 演
してくださった方から）してくださった方から）し く さ 方 ）し くださ た方から）してくださった方から）

スタッフの思い

場所になれることを目指して場所になれることを目指して場所になれる を目指して
います！います！います！ますいます

アートカフェア トカフアートカフェア トカフェア トカフア トカフェアートカフェア トカフ

気軽に集える
コミュニティ
カフェ♪

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

MAP

　月1回の町会の高齢者、障が月1回の町会の高齢者 障が月 町会 高齢者 障月1回の町会の高齢者 障が月1回の町会の高齢者、障が

スタッフの思い
友が友を呼ぶ、そんな友が友を呼ぶ そんな友が友を呼ぶ そんな友が友を呼ぶ、そんな

参加者の声

 講座なども勉強になります。 講座なども勉強になります。

高齢者サロン友引の会高齢者サロン友引の会高齢者サロン友引の会高齢者サロン友引の会高齢者サロン友引の会高齢者サロン友引の会高齢者サロン友引の会高齢者サロン友引の会

友が友を呼ぶ
仲間作りの
高齢サロン

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

MAP

。例えばデジカメIT活用。例えばデジカメIT活用。例えばデジカメIT活用
農園活動、脳トレなどな農園活動 脳トレなどな農園活動、脳トレなどな農 活動 脳農園活動、脳トレなどな
江戸のしぐさから学ぶおとこ江戸のしぐさから学ぶお江戸のしぐさから学ぶお江戸のしぐさから学ぶおとこ
しぐさマナー講座」は大好評しぐさマナ 講座」は大好評しぐさマナ 講座」は大好評しぐさマナー講座」は大好評
した。たま～に参加者の人にした たま～に参加者の人にした たま に参加者の人にした。たま に参加者の人に

スタッフの思い
リタイアした男性が気兼ねリタイアした男性が気兼ねリタイアした男性が気兼ねリタイアした男性が気兼ね
く過ごせる場所を作り、そく過ごせる場所を作り そく過ごせる場所を作り、そく過ごせる場所を作り そ

者に者に者に
もらもらもらもら

い、一緒にこのサロンを作っ作っ作い、 緒にこのサロンを作っ
ていきたいと考えています。ていきたいと考えていますていきたいと考えています。ていきたいと考えています

参加者の声

にメリハリがつきます。にメリハリがつきます。にメリハリがつきます
・ あてがわれてばかりではな・あてがわれてばかりではなあてがわれてばかりではなあてがわれてばかりではな
く、もっと自分を出して行く も と自分を出して行く、もっと自分を出して行く もっと自分を出して行

中仙道サロン中仙道サロン中仙道サロン中仙道サロン中仙道サロン中仙道サロン中仙道サロン中仙道サロン（男性限定）（男性限定）（男性限定）（男性限定）（男性限定）（男性限定）

男の居場所！
人生の放課後を
楽しみませんか！

日 時

場 所

対 象

連 絡 先
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MAP

　お好みの飲み物（コーヒー、お好みの飲み物（コ ヒ好 飲 物（お好みの飲み物（ ヒお好みの飲み物（コ ヒ 、

多彩多彩
す。すす。す

参加者の声

スタッフの思い

くゆうサロン千川の杜くゆうサロン千川の杜くゆうサロン千川の杜くゆうサロン千川の杜くゆうサロン千川の杜くゆうサロン千川の杜くゆうサロン千川の杜くゆうサロン千川の杜

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

地域と福祉の
つながる場

MAP

　夕食の時間帯に、食卓を囲夕食の時間帯に 食卓を囲夕食 時間帯 食卓夕食の時間帯に 食卓を囲夕食の時間帯に、食卓を囲

て、会話を楽しんでもらってて、会話を楽しんでもらって
います。いますいます。います

スタッフの思い
　毎回、味がかわる手作りの毎回 味がかわる手作りの毎回 味がかわる手作りの毎回、味がかわる手作りの
カレ を美味しく食べて頂きカレ を美味しく食べて頂き

参加者の声

食べていませんが、ここで食べていませんが、ここで
は初めて会う人ばかりで、おは初めて会う人ばかりで おは初めて会う人ばかりで、おは初めて会う人ばかりで お
話することが新鮮です。話することが新鮮です話することが新鮮です話することが新鮮です。

カレーサロンカレ サロンカレーサロンカレ サロンカレ サロンカレ サロンカレーサロンカレ サロン

みんなの食卓

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

MAP

レストランでの本格的な洋食本格的 洋食レ トランでの本格的な洋食レストランでの本格的な洋食 レストランでの本格的な洋食レストランでの本格的な洋食本格的 洋食レストランでの本格的な洋食レストランでの本格的な洋食

参加者の声

東池袋こども食堂東池袋こども食堂東池袋こども食堂東池袋こども食堂東池袋こども食堂東池袋こども食堂東池袋こども食堂東池袋こども食堂

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

おいしい洋食を
食べにおいで

MAP

　参加された方々が、他の参参加された方々が 他の参参加 方 他 参参加された方々が 他の参参加された方々が、他の参

。みなさんで一緒にな。みなさんで 緒にな。みなさんで 緒にな
かしい歌を歌ったり、かしい歌を歌 たりかしい歌を歌ったり、歌を歌かしい歌を歌ったり、
法士を目指している学生に法士を目指している学法士を目指している学法士を目指している学生に
る楽器演奏や、手話通訳士る楽器演奏や 手話通訳士る楽器演奏や、手話通訳士る楽器演奏や 手話通訳士
目指している学生による手目指している学生による手目指している学生による手目指している学生による手

スタッフの思い
少しでも地元地域に恩返し少しでも地元地域に恩返し少しでも地元地域に恩返し少しでも地元地域に恩返し

や貢献ができればと、MeMo貢献ができればと M Mや貢献ができればと、MeMo貢献ができればと MeMoや貢献
（ミーモ）プロジェクトという（ミ モ）プロジェクトという（ ） クト う（ミ ）プ ジ トと う（ミ モ）プロジェクトという

認知症ケア活動を開始しまし認知症ケア活動を開始しまし知症 活動 開始認知症ケ 活動を開始しまし認知症ケア活動を開始しまし

作り、また、認知症ケア活動作り、また、認知症ケア活動作り、また、認知症ケア活動
に参加したい方にも集っていに参加したい方にも集っていに参加したい方にも集ってい参加 方 集に参加したい方にも集ってい
ただき、交流していただく場だ だただき 交流していただく場ただき 交流していただく場ただき、交流していただく場
にしていきたいと思います。にしていきたいと思いますにしていきたいと思います。にしていきたいと思います

参加者の声

た体操など、色々なことがた体操など、色々なことがた体操など 色々なことが
できておもしろいです。できておもしろいですできておもしろいですできておもしろいです。

・ お茶を飲んでお話しする時お茶を飲んでお話しする時お茶を飲んでお話しする時・お茶を飲んでお話しする時茶 飲 す 時
間が好きです。間が好きです間 好き す。間が好き す間が好きです。

MeMo（ミーモ）カフェMeMo（ミーモ）カフェM M（ミ モ）カフMeMo（ミーモ）カフェMeMo（ミ モ）カフェMeMo（ミ モ）カフェM M（ミ モ）カフェMeMo（ミーモ）カフェMeMo（ミ モ）カフェ

M
自分

eM
も

o認知症の
理解を深める、
M
自分

eM
も

o参加する

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先
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“この辺には集まれるところがない”
“人と人とのつながりが薄れて
 きている”
“やってみよう、行ってみようと
 いうきっかけが必要” 代表：東さん

住民主体の話し合いの場

こんな時はリサイ
クルセンターの活
用も検討してみま
しょう。

こんこ

代表：東さん代表表表表：東東東東 ん

「サ
ロン
さん
ぽ道
」開設！

住民主体の話し合 の場住 主体の話 合 の

MAP

毎週金曜日　10時～15時
南池袋4 ― 5 ― 9
どなたでも
直接会場へ
CSW高南　℡.03 ― 6890 ― 2950

日 時

場 所

対 象

参 加

連 絡 先

今回の特集が、地域の交流の場づくりの参考になればと思います。
みんなで一緒に“おたがいさま”の輪を広げていきましょう！

豊島区民社会福祉協議会　地域相談支援課
電 話  03 ― 3981 ― 4392

問い合わせ先

8 ※「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。


