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はじめに

　中央区社会福祉協議会（以下、本会）では、平成29年度に「地域ささえあい課」を立ち上げ、

地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーターを配置しました。それぞれのコーディ

ネーターは、社会的孤立の解消や地域の人と人とのつながりを増やしていくことを目的に、一体

的に活動しています。具体的には、年齢や対象を問わず、生活上の困難を抱えた世帯への相談支

援を行うほか、子育て家庭から高齢者までを対象にしたさまざまな地域活動の立ち上げ、運営の

サポートなどを行っています。

　本報告書は、事例やデータを用いながら令和元年度および令和２年度のコーディネーターの活

動を可視化したものになります。

　この２年間は新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、自粛生活の長期化や新しい生活様式

が取り入れられるなど、社会全体の在り方が大きく変化しました。こうした状況下において困り

感（SOS）の発信が難しい方を見過ごすことのないよう、コーディネーターはアンテナの感度を

高めることを心がけ、活動に取り組んできました。本報告書を通じて、皆さまが中央区にはどの

ような生活課題があり、どのような地域活動が広がりを見せているのかを知り、地域に関心を寄

せていただく契機となれば幸いです。　

　最後になりましたが、中央区地域福祉活動計画策定委員長であり、本報告書に先立ち実施した

事例検討会のスーパーバイザーとして、ご指導、ご尽力をいただきました駒澤大学の川上富雄先

生に、この場を借りて心より感謝申し上げます。

令和３年７月

社会福祉法人中央区社会福祉協議会

事務局長　古田島幹雄
中央区社協
イメージキャラクターニジノコ
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（５）高齢者人口の推移と推計
・高齢化率は全体の人口増加により低下していますが、高齢者の総数は増加しており、中でも今後は
後期高齢者（75歳以上）の増加が続くと見込まれています。

年齢区分別高齢者人口の推移と推計

（３）世帯構成の推移
・単独世帯が全体の5割以上を占めています。

世帯構成の推移

資料：総務省統計局「国勢調査｣（平成12年、平成17年、平成22年、平成27年）

平成12年
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平成17年
（2005）

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

夫婦のみの世帯 夫婦と子どもの世帯 単独世帯非親族世帯
その他の親族世帯

男親と子どもの世帯
女親と子どもの世帯

17.917.9

16.016.0

19.219.2

17.817.8 18.318.3 5.15.1 2.32.3 54.754.7

17.417.4 5.45.4 3.23.2 52.852.8

16.216.2 5.15.1 4.04.0 56.956.9

22.222.2 6.46.4

1.21.2 0.70.7

5.95.9 45.745.7

1.01.0

1.01.0

0.70.7 1.11.1

1.01.0

0.80.8

0％0％ 10％10％ 20％20％ 30％30％ 40％40％ 50％50％ 60％60％ 70％70％ 80％80％ 90％90％ 100％100％

（％）

（４）乳幼児人口の推移
・特に30歳代、40歳代の子育て世代の人口が増加していることから、これに伴い乳幼児人口も増加傾
向にあります。

乳幼児人口の推移（0歳から5歳まで)

（人）

資料：中央区「住民基本台帳」(各年1月1日現在）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

平成28年
（2016）

平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

12,000
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6,000

4,000

2,000

0
1,8761,876

1,7061,706

1,5841,584

1,4351,435

9,250

1,3261,326

1,3231,323

1,9431,943

1,9251,925

1,7431,743

1,5941,594

1,4561,456

1,3271,327
9,988

1,9731,973

1,9811,981

1,9181,918

1,7461,746

1,5871,587

1,4991,499

10,704

2,0012,001

2,0142,014

1,9451,945

1,9291,929

1,7381,738

1,6031,603

11,230

2,0072,007

2,0372,037

2,0142,014

1,9311,931

1,9361,936

1,7661,766

11,691

1,9861,986

1,9851,985

1,9261,926

1,9481,948

1,8981,898

1,8901,890

11,633

推移 推計

資料：中央区「住民基本台帳」(各年1月1日現在)
※令和4(2022)年以降は区の推計値(令和3年1月1日現在の人口を基準人口として作成)

資料：中央区「住民基本台帳」(令和2年10月1日現在）

65歳～74歳 75歳～84歳 85歳以上 高齢化率

（人） （％）

平成30年
（2018）

令和4年
（2022）

令和5年
（2023）

令和6年
（2024）

令和7年
（2025）

令和12年
（2030）

令和3年
（2021）

令和2年
（2020）

令和元年
（2019）

40,000
36,000
32,000
28,000
24,000
20,000
16,000
12,000
8,000
4,000

0

18.0

13.0

8.0

3.0

0

12,29512,295 12,13012,130 12,22712,227 12,31612,316 12,28412,284 11,87611,876 11,57711,577 11,97111,971
15,29615,296

8,2978,297 8,5848,584 8,7328,732 8,5508,550 8,5758,575 8,9518,951 9,4609,460 10,26210,262
10,03610,036

3,6473,647 3,8433,843 3,9863,986 4,2954,295 4,5004,500 4,6894,689 4,7384,738 4,8824,882

5,7795,779
24,239

15.4 15.1 14.8 14.8 14.5 14.4 14.4 14.0 14.6

24,557 24,945 25,161 25,359 25,516 25,775
27,115

31,111

地域課題
✓　地域とのつながりを持たない、つながり方がわからない、必要な情報が届きにくい層が増加

している。
✓　マンション居住や単独世帯が多く、社会的孤立、フレイル（加齢とともに筋力や活力が低下

している状態)・認知症の進行、住環境の変化による困りごとへの対応の遅れが懸念される。

地域カルテ

日本橋地域

京橋地域

月島地域

［人口］40,595
［世帯数］25,175
［高齢化率］15.7％
・住まい、商業、工業など
が混在している。

・交通の便が良い。
・3地域の中で総人口は最
も少なく、年少人口の割
合も低いが、高齢者人口
の割合は高いのが特徴。

日本橋地域

京橋地域
［人口］51,762［世帯数］30,890
［高齢化率］13.0％
・住まいと産業が混在している。
・地域のつながりは強いがマンションの増加により
人口が増加。新旧住民の融合が課題。

・生産年齢人口の割合が高く、高齢者人口の割合が
低いのが特徴。

月島地域

［人口］77,766［世帯数］39,595
［高齢化率］15.5％
・高層住宅と昔ながらのまちなみが調和した地域。
・再開発が進みマンションが増加。子育て世帯の転
入が増加。３地域の中で総人口が最も多い。

・昼間人口と夜間人口の差が無いのが特徴。



54

（５）高齢者人口の推移と推計
・高齢化率は全体の人口増加により低下していますが、高齢者の総数は増加しており、中でも今後は
後期高齢者（75歳以上）の増加が続くと見込まれています。

年齢区分別高齢者人口の推移と推計

（３）世帯構成の推移
・単独世帯が全体の5割以上を占めています。

世帯構成の推移

資料：総務省統計局「国勢調査｣（平成12年、平成17年、平成22年、平成27年）

平成12年
（2000）

平成17年
（2005）

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

夫婦のみの世帯 夫婦と子どもの世帯 単独世帯非親族世帯
その他の親族世帯

男親と子どもの世帯
女親と子どもの世帯

17.917.9

16.016.0

19.219.2

17.817.8 18.318.3 5.15.1 2.32.3 54.754.7

17.417.4 5.45.4 3.23.2 52.852.8

16.216.2 5.15.1 4.04.0 56.956.9

22.222.2 6.46.4

1.21.2 0.70.7

5.95.9 45.745.7

1.01.0

1.01.0

0.70.7 1.11.1

1.01.0

0.80.8

0％0％ 10％10％ 20％20％ 30％30％ 40％40％ 50％50％ 60％60％ 70％70％ 80％80％ 90％90％ 100％100％

（％）

（４）乳幼児人口の推移
・特に30歳代、40歳代の子育て世代の人口が増加していることから、これに伴い乳幼児人口も増加傾
向にあります。

乳幼児人口の推移（0歳から5歳まで)

（人）

資料：中央区「住民基本台帳」(各年1月1日現在）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
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推移 推計

資料：中央区「住民基本台帳」(各年1月1日現在)
※令和4(2022)年以降は区の推計値(令和3年1月1日現在の人口を基準人口として作成)

資料：中央区「住民基本台帳」(令和2年10月1日現在）

65歳～74歳 75歳～84歳 85歳以上 高齢化率

（人） （％）

平成30年
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24,239

15.4 15.1 14.8 14.8 14.5 14.4 14.4 14.0 14.6

24,557 24,945 25,161 25,359 25,516 25,775
27,115

31,111

地域課題
✓　地域とのつながりを持たない、つながり方がわからない、必要な情報が届きにくい層が増加

している。
✓　マンション居住や単独世帯が多く、社会的孤立、フレイル（加齢とともに筋力や活力が低下

している状態)・認知症の進行、住環境の変化による困りごとへの対応の遅れが懸念される。

地域カルテ

日本橋地域

京橋地域

月島地域

［人口］40,595
［世帯数］25,175
［高齢化率］15.7％
・住まい、商業、工業など
が混在している。
・交通の便が良い。
・3地域の中で総人口は最
も少なく、年少人口の割
合も低いが、高齢者人口
の割合は高いのが特徴。

日本橋地域

京橋地域
［人口］51,762［世帯数］30,890
［高齢化率］13.0％
・住まいと産業が混在している。
・地域のつながりは強いがマンションの増加により
人口が増加。新旧住民の融合が課題。

・生産年齢人口の割合が高く、高齢者人口の割合が
低いのが特徴。

月島地域

［人口］77,766［世帯数］39,595
［高齢化率］15.5％
・高層住宅と昔ながらのまちなみが調和した地域。
・再開発が進みマンションが増加。子育て世帯の転
入が増加。３地域の中で総人口が最も多い。

・昼間人口と夜間人口の差が無いのが特徴。
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中央区版「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制

　高齢者に対する住まい、医療、介護、予防、生活支援のサービスや支援が切れ目なく提供される「地
域包括ケアシステム」の考え方は、地域課題の複雑化と必要な支援の多様化を受け、その対象を限定せ
ず地域全体で支えるという、対象の普遍化が必要とされています。中でも、地域福祉コーディネー
ター、生活支援コーディネーターは、さまざまな課題に直面し自ら支援を求めることが難しい方や社会
的孤立により相談窓口につながりにくい方への支援を、アウトリーチ（訪問支援）により行うととも
に、区民やさまざまな機関と連携して、地域住民が地域の課題や生活の困りごとを自ら解決できるよ
う、地域資源の開拓や地域力の強化を図っていきます。

　地域で発見された生活課題の解決に向け、アウトリーチ（訪問）による相談対応や、社会資源の把握
および開発、地域活動に関わるさまざまな主体によるネットワークの構築を進めています。

●地域で生きづらさを感じている人や孤立しがちな人、既存の福祉サービスでは十分な対応が難しい人

に寄り添い、困りごとの解決に向けた支援を地域や関係機関と連携して行います。

●地域活動の立ち上げ支援や活動開始後の継続的なサポートを通して、地域で多世代が支えあう仕組み

づくりに取り組みます。

●地域住民が主体となり行う地域活動の拠点として、｢勝どきデイルーム」を運営し、地域のつながりづ

くりを進めていきます。

●地域課題の解決に向け、区民と専門職のネットワーク構築のほか、資源開発に向けたアウトリーチ

(訪問）などを行います。

中央区版「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制のイメージ図
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中央区版「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制
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地域支えあいづくり協議体（中央区全域)

支えあいのまちづくり協議体
(京橋、日本橋、月島地域に１か所ずつ)

協議の結果を報告・共有

　一人暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の高齢者が増加する中、高齢者が住み慣れた地域でいきいき
と暮らし続けられるよう、生活支援や介護予防に取り組む住民主体の活動や、地域の団体、企業などに
よる地域の支えあいの体制づくりを推進しています。

　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと住み続けられる体制の整備を推進するため、生活支援コーディ
ネーターや生活支援・介護予防サービスを提供する団体、区民などが集まり、定期的な情報共有および
連携強化のため協議体を設置しています。
　地域支えあいづくり協議体（第１層協議体）では、中央区全域を対象として、高齢者のニーズや生活
支援・介護予防の情報を把握するとともに、地域づくりにおける意識の統一や連携強化を促進します。
　支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）は、日常生活圏域を対象として、より身近な視点から
高齢者が求めているサービスなど、圏域内の情報を把握し、地域の特性を生かして課題解決に向けた議
論を行っていきます。

　地域にあるサービス（地域資源）の支援

　住民主体の活動、NPO、社会福祉法人、町会・自治会、民間企業、行政など高齢者の生活を支える
サービス（地域資源）全般の把握に努めます。

　地域に不足するサービスの開発

　地域に不足しているサービス（地域資源）に対し、既存団体などへの働きかけや新たな団体の設立、
担い手となる人材の育成を支援します。

　団体間などのつながりの強化

　区民、地域活動団体や関係機関などが定期的に情報を共有し、協力体制の強化を図り、地域の課題解
決に向けた体制づくりを行います。

　地域ニーズと生活支援・介護予防の取り組みのマッチング

　生活上の困りごとを抱え、地域での支援を必要としている高齢者に対し、相談による対応のほか、生
活支援・介護予防のサービスや地域資源へとつなぐ支援を行います。

生活支援コーディネーターとは 生

(１）生活支援コーディネーターの役割

(２）地域支えあいづくり協議体（第１層協議体)、支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）

生活支援
コーディネーター

生活支援
コーディネーター

生活支援コーディネーターは、協議体と連携しながら、
地域での支えあいの体制づくりを行うほか、住民主体の
活動に対する運営支援、高齢者のお困りごとの相談など
に応じます。

【参加メンバー】(各地域10名程度）
日頃高齢者と関わる機会の多い地域住民・関係機関など、身近な地
域での支えあいについて関心を持ち、共に考え話し合う思いを持っ
た方々にお声がけをしています。

主に高齢者福祉に関わる機関が集まり、中央
区全体の介護予防や生活支援の取り組みにつ
いて、話し合いや情報の共有をしています。

中央区で生活しているからこそのアイディ
アとつながりを活かし、｢課題（困りご
と)」を解決する仕組みや、｢地域の強み」
を活かす方法について話し合い、支えあい
を基盤としたまちづくりについて考えてい
きます。

支えあいのまちづくり勉強会参加者

日頃、高齢者に関わる自主的な
活動をしている方

介護・在宅医療などの
区内の専門職

高齢者の分野以外で活動しているが、
勉強会のテーマに関心が高い方

参考「第８期中央区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画｣

社会福祉協議会
学識経験者 孤立防止

生きがい推進担当

生きがい活動
リーダー

行　政
おとしより相談
センター

民生児童委員

区全域の協議体

生活支援
コーディネーター
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地域ささえあい課事業全体図

① アウトリーチによる伴走型
　 相談支援

⑦ 地域支えあいづくり協議体
   (第１層協議体）の運営

⑧ 支えあいのまちづくり協議体
  （第２層協議体）の運営

⑨ ささえあいサポーター
　 養成講座

⑩ グリーフサポート入門講座

⑪ 場づくり入門講座

⑫ 地域の居場所づくり助成

⑬ 勝どきデイルームの運営

③ おとなりカフェ・ちょこっと
　 相談会
　(コミュニティカフェ兼福祉相談会）

④ 地域活動の立ち上げ・運営の
　 相談支援、広報協力

⑤ いきいき地域サロン

⑥ ふれあい福祉委員会

関連事業

関連する
可能性が
ある事業

② 地域生活一時資金貸付

個別支援

地域支援

仕組みづくり

居場所づくり

地
域
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・
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援
コ
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分類

個
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地
　域
　支
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仕
　組
　み
　づ
　く
　り

居
　場
　所
　づ
　く
　り

番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

事　業　名 内　　　容

アウトリーチによる伴走型
相談支援

日常生活を送るうえで困難に直面した世帯に対す
る訪問を主体とした相談支援

地域生活一時資金貸付
生活の質が著しく低下している方に対する資金の
貸付と相談支援

おとなりカフェ・ちょこっと
相談会

多世代交流ができるカフェと生活の困りごとの相
談に応じる福祉相談会の開催

地域活動の立ち上げ・運営
の相談支援、広報協力

地域活動の立ち上げ相談、運営している活動の相
談支援、広報協力など

いきいき地域サロン
高齢者や子育て中の方、地域住民などを対象にし
た地域のサロン活動の支援

ふれあい福祉委員会
近隣住民による見守りなど、町会・自治会を単位
とした小地域福祉活動の支援

地域支えあいづくり協議体
(第１層協議体）の運営

中央区全体の介護予防や高齢者の生活支援につい
て意見交換や情報共有を行う会議体

支えあいのまちづくり協議体
(第２層協議体）の運営

地域での支えあいの形について、区民や専門機関
が地域ごとに話し合う会議体

ささえあいサポーター
養成講座

地域で不安や悩みを抱えた人に気づき、必要な支
援へとつなぐ見守りの担い手を養成する講座

グリーフサポート入門講座
孤立しがちな方の背景にあるグリーフ（喪失に
よって生じるさまざまな反応）について学ぶ講座

場づくり入門講座
地域の居場所となる場を立ち上げて運営するリー
ダーを養成する講座

地域の居場所づくり助成
地域住民のための居場所づくりを目的とした試行
的な取り組みに対する助成

勝どきデイルームの運営
月島地域における、多世代交流や地域共生を目的
とした住民主体の活動を行う場所の運営
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活動事例（個別支援P12～P17、地域支援P18～P21）

　自宅の高層マンションの一室が「ゴミ屋敷」になってしまった独居高齢者のAさん。玄関まで物が山
積みで室内に寝る場所はなく、マンションのエントランスで寝ている姿を何度も確認されています。室
内からの異臭が原因で近隣住民や管理会社から苦情も寄せられており、このままでは退去を求められて
しまう状態です。親族とは疎遠なうえ、金銭的なゆとりもありません。また、認知症の疑いがあり室内
の片付けをひとりで行うことが難しく、地域包括支援センター（以下、包括）よりAさんの支援に協力
して欲しいとの相談を受け、コーディネーターにつながりました。

相談内容

住み慣れた地域で自分らしく生活を送るためには
～ゴミ屋敷などの複合的な課題を抱えるマンション住民へのアプローチ～

個別支援① 生

　Aさんは高層マンションで生活する70代の
独居高齢者です。近隣住民との接点はなく、
地域で孤立しています。ここ最近認知機能の
低下に伴い物が捨てられなくなってしまい、
自宅内が物で溢れかえっています。Aさんの
異変を感じ取ったマンション管理人が警察に
相談したことをきっかけに、Aさん宅がゴミ
屋敷になっていることが顕在化しました。

え…このマンションが〇〇屋敷!?

　ゴミ屋敷を脱したAさんに、通院先の病院
から「アルツハイマー型認知症」の診断が下
りました。自身が認知症であることを受け入
れられず自暴自棄になる時期もありました
が、｢この家に住み続けたい」「働ける場を見
つけたい」という希望（ニーズ）を終始持ち
続けていました。コーディネーターもAさん
のニーズをできる限り形にするため、情報を
共有し、Aさんに寄り添う支援を進めました。

〇〇がしたい！ Aさんのニーズ

　Aさんが住み慣れた地域でいつまでも生活
を送ることができるよう在宅福祉サービスの
充実を図り、ホームヘルパーの利用や認知機
能が低下したAさんの権利を守る後見人が選
任されました。介入当初は社会資源とのつな
がりが希薄化していたAさんでしたが、現在
は多くの社会資源がＡさんの支援に加わって
います。また、｢仕事がしたい」というAさん
のニーズについては、おとなりカフェ・ちょ
こっと相談会（P22参照）に有償ボランティア
として従事し、月に数回清掃などの仕事をして
もらうことでニーズの充足を目指しています。

その後

　Aさんのニーズである「仕事」と「住ま
い」の両面にアプローチし、社会資源を活用
することでAさんの生活に新たな結び付き(つ
ながり)が芽生えました。

まとめ

支援の経過

　Aさんが住み慣れた地域でいつまでも過ご
すことができるように関係機関と連携し、ゆ
るやかな見守りを継続します。

今後の方向性

　現行の制度ではゴミ屋敷の片づけは難しい
ため、支援機関より疎遠になっていた親族に
相談することにしました。親族に事情を説明
したところ、民間の清掃業者に依頼して、A
さん宅のゴミを片付けることが決まりまし
た。親族の協力もあり、ゴミ屋敷と呼ばれる
状況を脱したAさんでしたが、思い入れのあ
る物を捨てられてしまった虚無感から支援者
や親族に対して嫌悪感を示す姿が見られるよ
うになりました。

制度の狭間…サービスはない

支援開始
包括から相談 初回訪問

→ヘルパーが決まるまで住環境の整備
地域の居場所
(サロン)を案内

就労に関する
相談に対応

おとなりカフェ・ちょこっと
相談会での有償ボランティア
を開始

1か月

10か月
月に1,2回自宅を定期訪問
(生活状況を確認)

成年後見制度の利用に
向けた支援を開始

知人の紹介でB会社の
清掃の仕事を始める。

後見人の選任 定期面談
(見守りを継続)

14か月 15か月 18か月 20か月 現在

3か月 6か月 9か月4か月

スーパーバイザーからのコメント

就労に関してはAさんが「仕事」と認識してい
れば就労形態は特段問題ないと思います。就労
収入を得たいという思いもあるようですが、ど
ちらかと言えば仕事を通じて「社会とのつなが
り」や「役割」を持つことが、Aさんの生きが
いにつながるのではないでしょうか。

介入前

現在

苦情

介入

なんだか大ごとに
なってしまった…

Aさん

Aさん

警
察

相
談

包
括

親
族

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

Aさん

後見人

ケアマネジャー

相談

コーディネーター

コーディネーター包括

親族

ヘルパー

仕事を
したい！

この家に
住み続けたい

Aさん
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個別支援① 生
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まとめ

支援の経過

　Aさんが住み慣れた地域でいつまでも過ご
すことができるように関係機関と連携し、ゆ
るやかな見守りを継続します。
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地域の居場所
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14か月 15か月 18か月 20か月 現在
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スーパーバイザーからのコメント

就労に関してはAさんが「仕事」と認識してい
れば就労形態は特段問題ないと思います。就労
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仕事を
したい！

この家に
住み続けたい
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　区内のマンションで単身生活を送る30代女性Bさん。統合失調症により精神障害者手帳２級を所持し
ています。20代半ば以降未就労かつ保険料未納により、障害年金は対象外です。これまでは近所に住む
両親の援助により生活していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で両親が営む飲食店の経営が
悪化し、今後の支援が難しくなりました。生活費が不足した両親は社会福祉協議会が窓口となっている
生活福祉資金特例貸付の申請をしましたが、同時期にBさんからも貸付の利用相談がありました。Bさん
からは自身の生い立ちや生活が苦しいこと、両親も貸付を申請しているとの話が聞かれ、コーディネー
ターから両親に事実を確認したところ、長年Bさんから身体的・精神的暴力の被害に遭ってきたが誰にも
相談できずにいたこと（Bさんには虚言癖がある）、今後の援助は難しいとの話があり、Bさんの経済
的・社会的な自立に向けた働きかけを行うことにしました。

相談内容

個別支援② 地
精神障害のある女性の経済的・社会的自立
に向けたアプローチ
～社会資源とのつながり・生きづらさの解消に向けて～

　Bさんには貸付の対象外だが、心配なので力に
なれないか検討したいと伝え、電話でのやり取り
を重ねました。Bさんは、毎回自身の生い立ち、
両親への愚痴を延々と話されていました。その
後、Bさんとの関わりを関係機関に照会しました
が、どの機関も関係が無いことがわかりました。
そのため、今あるこの関係を切らさないよう留意
し、本人の気持ちの整理や、生活ビジョンの聞き
取りに向けた働きかけを行うことにしました。

電話による関係づくり

　Bさんとの関係づくりを進める一方、両親から
も生活が苦しいとの相談のほか、Bさんからの身
体的・精神的暴力の被害に関する相談などを受け
てきました。両親には、いつでも話を聞けるこ
と、両親とBさん双方の力になりたいことを伝
え、両親が地域で孤立しないよう働きかけていき
ました。その後、両親からは何かあるとすぐに
コーディネーターへと連絡が行くようになり、適
宜適切な助言および情報提供の積み重ねによ
り、両親の生活再建と不安感の解消に努めてい
きました。

両親へのフォロー - 孤立の防止 -
　電話でのやり取りを重ね関係づくりを進めた
後、直接会って話がしたいとBさんに提案しまし
たが、予定していた面談当日に、Bさんは現れま
せんでした。その後は電話でのやり取りを継続
し、気が向いた時に来てほしいと伝え続けた結
果、数か月後にようやくBさんとお会いし話をす
ることができました。Bさんからは将来的に働き
たいが今は難しいこと、自身を助けて欲しいなど
の本音を聞くことができ、その後は両親に対する
愚痴のはけ口となりつつ、生活保護の申請を提案
するなど、生活再建に向けた情報提供を進めま
した。

Bさんの本音と変化
　Bさんの両親に対する不満のはけ口、生活上
の困難を共有する相手として機能し、生活保
護の申請につながったほか、両親のBさんに関
する唯一の相談先となり、不安の軽減に努め
ることができました。

まとめ

支援の経過

※適宜両親と情報共有し、両親の生活再建、孤立防止に向けたサポートを実施

　Bさんと両親、双方が何かしらの危機に直面
した際、話を聞けるように関係の継続を図り
ます。

今後の方向性

支援開始
両親とBさん
から相談

電話相談による
アプローチ

ニーズの
聞き取り

脳梗塞発症
生活保護の
申請

退院後のフォロー
見守り体制の検討

見守りの継続

～3か月 4か月 5か月 6か月 現在

スーパーバイザーからのコメント

Bさんの「経済的な自立」は形になりました
が、「社会的自立」は残されたままなので、今
後もフォローを継続する必要があります。ま
た、Bさんの両親への接し方が変わるわけでは
なく、両親が直面している課題は残されたまま
なので、関係を切らさず、危機が生じた際に介
入できるようつながりを保持する必要があるか
と思います。

介入当初

現在

愚痴の聞き役

どうしよう…

救急搬送

身体的・
精神的暴力

生活費が無い！
両親への不満

相談対応

これ以上の援助は…

　Bさんは、残された選択肢は生活保護しかない
と理解する一方、自分の力で生活したい（就労し
たい）との思いが強く、月日が過ぎていきまし
た。すると、ある日突然本人の呂律が回らなくな
り緊急搬送され、診断の結果脳梗塞を発症してい
ることがわかりました。この出来事をきっかけ
に、Ｂさんは「これ以上は頑張れない」と生活保
護の申請を決意され、入院時に申請手続きを進
め、退院後の受け皿を整えていきました。

脳梗塞の発症 - 危機介入 -

　その後Bさんは退院し、現在も単身での生活を
継続しています。Bさんには何かあればいつでも
話を聞くと伝えており、関係の継続に努めてい
ます。
　また両親に対しても、Bさんとの関係や生活に
ついて気になることはいつでも相談してほしいと
伝えており、今後更なる困難に直面した際に相談
先として機能するよう見守りを継続しています。

Bさんと両親のその後

Bさん

コーディネーター
両親

Bさん
危機介入

医療ソーシャルワーカー 生活保護担当課 コーディネーター

悩みは尽きず…

関係を切らない！関係を切らない！

Bさん

地域住民
コーディネーター

生活保護担当課病院

両親
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　タワーマンションに住む40代男性Cさん。若いころにファッション誌のモデルや俳優業をしていて、
一躍時の人となり、一財をなしました。その時に稼いだお金で、マンションを一括購入しており、過去
には多額の預貯金もあった様子です。しかし、仕事のストレスから20代で神経症を発症し、重度の外科
的疾患も患っているため就労は困難な状況です。家事にも難があることから障害福祉サービスで居宅介
護を、神経症の病状も思わしくないため訪問看護を利用しています。預貯金を切り崩して生活を送って
いましたが、いよいよお金が底をつく寸前となります。隣接区に親族はいますが関係は不良で、頼るあ
てもなく困ったCさんは、勇気を振り絞りコーディネーターへ相談することを決意しました。

相談内容

個別支援③ 地
つながりをつくり、絶やさない支援
～重複障害（精神・知的）をもつ男性の自己決定を尊重した伴走型支援に向けて～

　Cさんが住むマンションは、オートロック付き
で、コンシェルジュが常駐する区内でも指折りの
高級マンションです。外観を見れば、生活に困窮
している方が住んでいるようにはとても思えませ
ん。困っていることを誰にも言えずにいたCさん
は、馴染みのある担当民生委員へ相談をします。
そこで地域福祉コーディネーターについて紹介さ
れ、自ら電話して相談することにしました。

貧困は目で見えない

　電話を受けたコーディネーターは、まずCさん
を担当する相談支援専門員（※下部参照）に連絡
をとり、Cさんについて情報収集を行いました。
自宅を訪問する際には、Cさんが不安にならない
よう、相談支援専門員に同行を依頼しました。C
さん宅は数千万円の資産価値がありそうな物件で
あり、身体状況を考慮しても長くは住めないと思
われました。困っているのであれば自宅を売るこ
とが最善の策だと提案しますがCさんは思い出の
詰まった自宅の売却を強く拒否されました。ただ
具体的な打開策は思いつかない様子でした。

※相談支援専門員: 障害のある方が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害のある方やその家族に対
し、生活上のアドバイスや日常生活に必要なサポートなど、全般的な相談支援を行う専門職を指す。

自己決定か最善の利益か？

　Cさんの「この家で生活し続けたい」とい
う思いに寄り添い、信頼関係を着実に築き上
げていた結果、切れていたつながりを再構築
したり、新たなつながりをつくることができ
ました。

まとめ

支援の経過

　今後自宅の売却は避けられないと考えま
す。その際、Cさんに悔いが残らぬよう、で
きる策はすべて講じますが、結果的に自宅を
売ることになった際、Cさんが気持ちを整理
できるよう、寄り添いながら支援を進めたい
と思います。

今後の方向性

支援開始
Cさんより
電話相談

初回訪問 生活保護の相談へ
親族へ連絡

病院へ
同行受診

年金の
申請請求

定期訪問により
見守りを継続

当月 2か月 4か月 7か月 現在

スーパーバイザーからのコメント

預貯金が底をつくと、親族からの仕送りだけで
は生活ができず、年金も不支給となる場合が大
いに考えられ、自宅の売却は検討せざるを得な
いと思います。Cさんの思いを考えると、その
方向性には進まず、途中で収入が途絶え預貯金
がなくなった際の「危機」にアプローチするし
かないと思います。危機に直面した際、素早く
動けるようにつながりを継続することが必要とな
ります。

介入前

現在

民生委員

コーディネーター

　コーディネーターは、｢この家で生活をし続け
たい」というCさんの気持ちに寄り添い、ほかに
打開策がないか一緒に考えることにしました。生
活保護の相談への同行や、関係不良であった親族
にCさんと共に連絡したほか、病院の受診にも同
行しました。その結果、過去の診療記録から知能
検査を実施しており、Cさんは「軽度知的障害」
であることが判明します。医師との相談のもと、
神経症と軽度知的障害を理由に、障害年金の申請
を進め、生活の立て直しを図ることにしました。

伴走型支援を目指して

　親族と関係修復ができたことから現在は少額の
仕送りを受け取り、残り少ない預貯金と合わせて
生活しています。現在障害年金は裁定請求中で
す。金銭的な不安が心身の健康状態に影響を及ぼ
しているため、相談支援専門員や訪問看護師、医
師とは、Cさんの生活に変化があった際に連絡を
とり、情報共有を図っています。また預貯金が底
をついた際に、CさんがSOSを出しやすくするた
めに、親族や区の生活保護担当課、担当民生委員

などとも緊密に連携し、Cさんについて適宜情報提供を行っています。

その後

預金が少なくなってきた
どうしよう…

相　談

困っているなら一度、
コーディネーターに
相談したらどう？

家を手放したくない

この家で
生活し続けたい

数千万円の資産
価値があること
から自宅の売却
を提案

ヘルパー

コーディネーター民生委員

相談支援専門員
生活保護担当課

訪問看護師医師
Cさん

親族

家を売らなくても
良い方法を一緒に
考えませんか？
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　コーディネーターが定期開催しているおとなりカフェ（P22参照）を利用しているDさん。Dさんは発
達障がいのある息子を育てており、同じように発達障がい児を育てる親が交流できる場を設けたいと考
えていました。障がい児の親は地域から孤立しやすく、そうした親が地域でつながり、思いを気軽に分
かち合える場をDさん自身が求めていました。上記について子育てサロンを定期開催している友人に相
談したところ、コーディネーターを紹介され相談へとつながりました。Dさんからは、親が気軽に参加
できる場にしたいとの思いから、飲食が可能で、周囲の目を気にせず交流できる場を探しているとの話
があり、地域ささえあい課が管理する勝どきデイルーム（P22参照）の利用相談もありました。ゆくゆ
くはいきいき地域サロン（P24参照）への登録も視野に入れたいとの話もあり、Dさんの思いを伺いつ
つ立ち上げに向けた支援を行うこととしました。

相談内容

地域支援① 地
共通の困難に悩む親の会の立ち上げ支援
～子の凸凹に悩む親の会「でこぼこカフェ」について～

　活動の立ち上げにあたっては、Dさんの思いを
元に、開催形態を決めました。その際Dさんが
作ったチラシを友人に見せたところ、「対象に発
達障がい児と記載されているがグレーゾーン（※
下部参照）の子どもも対象なら参加したい」との
声が多数寄せられ、チラシの文言一つでも書き方
が難しいとの気づきを得る結果となりました。

色々な方に参加して欲しい！けど…。
　勝どきデイルームの利用目的に則しており、孤
立しがちな親同士のつながりづくりは、地域に必
要な活動だと感じました。
　ですが、地域で新しく活動を開始するにはエネ
ルギーを必要とするため、①協力者を集めるこ
と、②イベントを積み重ね経験値を得ることがカ
ギになると考えました。

コーディネーターの考え

※グレーゾーン：発達障がいの特性は見られるが、発達障がいの診断基準を満たさない状態のことを指す（医師から発
達障がいと診断されていない状態)。

小さな一歩‐初回の活動‐

　勝どきデイルームという場を活用し、Dさ
んの思いの実現をフォローすることができま
した。また共通の困難を抱える親が、気軽
につながる「居場所」を作ることができま
した。

まとめ

支援経過

　さまざまな相談がDさんに寄せられるた
め、過度な負担がかからないよう見守り、ア
ドバイスなどの支援を行います。

今後の方向性

支援開始
Dさん
より相談

内容などを協議
関係機関に
情報提供

活動開始 居場所づくり
助成を申請

活動見学
相談対応
広報支援

新型コロナウイルス
感染症対策のため
活動中止

感染症対策をした
上で再開
現在も活動を継続中

1か月 2か月 3か月 4～8か月 9～12か月 現在

スーパーバイザーからのコメント

参加者にとってDさんは頼りになる存在です。
Dさんに負担がかからないよう、ほかのコアメ
ンバーとの関係構築も目指すべきだと思いま
す。子どもの障がいのことを考えると、行政と
も関わる必要が出てくるかもしれません。その
つなぎをコーディネーターが担えると良いので
はないでしょうか。

　その後は月１回の活動を継続し、徐々に問合せ
件数も増え、参加者同士のつながりを育んでいき
ました。すると、会のリーダーであるDさんの元
にはさまざまな相談が寄せられるようになり、日
頃の悩みを気軽に話せる相手が少ないこと、参加
したいが一歩踏み出す勇気を持てない親が大勢い
ることがわかりました。Dさんはそれぞれの思い
を受け止め、できる範囲でアドバイスを行い、得
た気づきはその都度活動に反映するよう心がけて
いきました。

さまざまな気づき・活動の可能性

　新型コロナウイルス感染症の影響で活動を一時
見合わせることもありましたが、現在は感染症対
策をしたうえで活動を再開しています。参加者が
気分転換できるようリラックス効果のあるアロマ
を焚き、ちょっとした会話を気軽に楽しめるよう
心がけ、参加者の憩いの場として地域に根付いた
活動となっています。

その後

＼ でこぼこカフェ ／

相談
したいけど…

孤独感の解消参加したい！

　約２ヵ月かけて準備を進め、ようやく「でこぼ
こカフェ」として初回の活動を行うことができま
した。準備期間には、Dさんと電話やメールでや
り取りを重ね、Dさんの気づきや悩みにはすぐ応
えるよう心がけました。初回の活動には親子12名
が参加し、最初は小さかった声もだんだんと大き
くなっていき、参加者にとって満足度の高い活動
となった様子が伺えました。

チラシや口コミ、SNSで周知！

Dさん
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　平成30年度から、認知症カフェとして活動を開始した「サロン勝どき｣。毎回20名前後の方が参加さ
れ、地域住民によるバンドなどの発表の場、近隣保育園児との交流など、活動の幅を広げていきまし
た。スタッフ間でも徐々に「参加者を笑顔にしたい」｢自分たちもより楽しみながら活動したい」など、
認知症カフェの枠に捉われない活動を目指す形へと変化していきました。
　上記の流れから、対象を限定しない「いきいき地域サロン」に移行できないかとの相談があり、ス
タッフとコーディネーターによる運営委員会（協議の場）を開くことが決まりました。

相談内容

地域支援② 生
活動のリスタートと活動基盤の構築に向けて
～参加者が笑顔になれる高齢者の居場所づくり～

　運営委員会で一人一人に活動への思いを尋ねた
ところ、「今のスタッフや参加者のつながりを大
事にしながら活動を継続したい」｢参加したくて
も参加できない人もいると思うので、より大勢の
方に参加してほしい」など、『みんなで楽しく笑
顔溢れる活動にしたい！』という今後の活動に向
けた思いを伺うことができました。

「笑顔あふれる活動」に！
　今までは会場を借りていた地域包括支援セン
ター（以下、包括）のサポートのもと活動してい
ましたが、「いきいき地域サロン」に移行する場
合には住民主体の活動となるよう、活動基盤を整
えていく必要があります。
　また包括のサポートがなくなると、今までのよ
うな雰囲気が失われるかもしれません。スタッフ
の思いを聞いた上で、｢どのような活動にしたいの
か」を共有してから動くべきだと考えました。

コーディネーターの考え

サロンに登録したけれど…

　新たな地域活動の担い手の誕生に立ち会う
ことができました。また、活動場所の検討を
通じて、新たな社会資源（場所）を発掘しつ
ながることができました。

まとめ

支援経過

　サロンの参加者が居場所を失うことがない
よう、コロナ禍ではあるため人数を制限した
うえで、活動の継続を目指します。

今後の方向性

支援開始
初回相談 運営委員会に

参加しサロンに
ついて説明

新型コロナ
ウイルス
感染症の影響
で活動中止

活動再開
定期開催に向け
協議中

1か月 2か月
代表の病が
発覚
場所探しを
再開

10か月
場の提供に
ついて相談

11か月
会場を探すが
見つからず
スタッフの
モチベー
ションが低下

5～9か月 14か月～現在
場と活動の
つなぎ
運営委員会の
開催

12～13か月

スーパーバイザーからのコメント

ほかの団体はこれまでの活動基盤を活かし、コ
ロナ禍での活動のあり方を検討することができ
ましたが、本団体はそうした基盤を作っている
最中だったので、それができず思うように活動
できない苦しさがあったことかと思います。今
後はスタッフのモチベーションを維持しつつ、
活動が継続できることを願っています。

　ありとあらゆるネットワークを活かし、新たな
活動場所を探しましたが、なかなか見つかりませ
ん。だんだんとスタッフのモチベーションが下が
る中、代表のEさんが肝臓がんであることがわか
りました。ステージも高く余命もわずかと判明
し、｢今できることを形にしたい！もう一度活動
したい！」というEさんの思いのもと、再開に向
けて再び歩んでいくことになりました。

場所がない！時間もない！！

　その後はスタッフと協議を重ね、今使える場所
を探し、一つずつ利用の可否を確認しました。同
時期に地域ささえあい課へ場の提供について相談
のあった一般財団法人のスペースをお借りして、
１年ぶりにようやくサロンを開催することができ
ました。参加者からは再開を喜ぶ声のほか、｢久
しぶりに家族以外の方と話すことができて嬉し
い！」という声など、かけがえのない１日になっ
たことが伝わってきました。

待ち望んだ活動の再開

　その後はスタッフとの協議を重ね、「いきいき
地域サロン」に登録することが決まりました。活
動に向けた準備を進めていたところ、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により活動が中止となって
しまいました。また、これまで利用していた会場
も感染症対策の一環から使用不可となり、新たな
活動の場を探すことになりました。

→ガンが発覚

＼ 園児との交流 ／
＼ バンド演

奏 ／

＼ ピア
ノコンサー

ト ／

サロン勝どき

Eさん
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生地 生地居場所づくりの取り組み
― 勝どきデイルームについて ―

読・書・人・倶楽部～読書を通した人とのつながり～

　月島地域における地域支援の一環として、地域
住民が主体となって行う地域活動の場である「勝
どきデイルーム」を設置し、運営しています。平
成29年度から事業を開始し、勝どきデイルームを
拠点にさまざまな地域活動が立ち上がりました。
現在は地域の居場所、多世代交流の拠点としてだ
けでなく、参加者同士の課題解決の場としても機
能しています。

勝どきデイルームについて
　一人暮らしの元気高齢者が定期的に集まる場や
参加者同士の読書を通じた交流を目的とした地域
活動を始めたいとの相談を受け、居場所づくりの
立ち上げ支援に特化した「地域の居場所づくり助
成（※下部参照)」を紹介しました。また、活動
場所の選定に苦慮されているとの相談もあったた
め、｢勝どきデイルーム」を案内し、活動のサ
ポートを行いました。

活動経緯

　「地域の居場所づくり助成（※下部参照)」を
活用し、1年間「勝どきデイルーム」で定期的な
活動を行いました。
　活動を立ち上げた当初の思いである「自身の好
きな読書を通じたつながりづくり」が徐々に地域
に浸透しており、今後も地域における元気高齢者
の居場所の１つとして活動を行う予定です。

現在

アクセス
　勝どきデイルームでは、「地域にあったらいい
な」という地域住民の思いを形にした地域活動が
数多く開催されています。開催されている活動の
中には勝どきデイルームのコンセプトである「多
世代交流」を意識した団体も多く、対象を制限せ
ず、多くの方が交流できる仕組みが地域に根付い
ています。

活動紹介

　勝どきデイルームでは、コーディネーターによ
るアウトリーチ（情報収集）の取り組みとして、
おとなりカフェ・ちょこっと相談会を同時開催し
ています。
　｢おとなりカフェ」(100円おかわり自由)
　子どもから高齢者まで、誰もが気軽に交流する
ことができるコミュニティカフェを開催し、多世
代交流の仕組みづくりを推進しています。
　｢ちょこっと相談会」(予約不要・相談料無料)
　日常生活のちょっとした困りごとや相談先が分
からず困りごとを抱え込んでいる方の相談に応
じ、一緒に解決方法を考えていきます。

おとなりカフェ・ちょこっと相談会　～地域ささえあい課の実践～

多世代交流などを目的とした地域活動の場として「勝どきデイルーム」を運営して
います。コーディネーターは、勝どきデイルームの運営を行うほか、地域活動の
立ち上げや運営相談、広報支援などを行っています。

1 2 3 ★１

4 5 ★２ 6 ★３ 7 ★４ 8 9 ★５ 10 ★６

11 ★７ 12 ★８ 13 ★１14 ★９ 15 16 17 ★1

18 19 ★２20 ★３ 21 ★４ 22 ★１２23 ★１３24

25 26 27 ★１28 ★9 29 30

いきいき地域サロン
「介護を考える会」

おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

通いの場
「よりみちクラブ」

セルフケア・カフェ通いの場
「からだスマイル倶楽部」

いきいき地域サロン
「絵画を楽しむ会」

通いの場
「ステップアップクラブ」

不登校親の会
いっぽいっぽ

おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

4月勝どきデイルーム利用予定表
日　Su n d a y 月　Mon d a y 火　Tu e sd a y 水　Wed n e sd a y 木　Th u rsd a y 金　Fr id a y 土　S a tu rd a y

社協使用 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

通いの場
「からだスマイル倶楽部」

いきいき地域サロン
「絵画を楽しむ会」

通いの場
「ステップアップクラブ」 にこにこ食堂 いきいき地域サロン

「でこぼこカフェ」 ReiMo
（レイモ）

ReiMo
（レイモ） ぬくぬく食堂 おとなりカフェ・

ちょこっと相談会
通いの場

「よりみちクラブ」 いきいき地域サロン
「R65月島カフェ」

読・書・人・倶楽部

▲2021年４月の勝どきデイルーム利用予定表

Pickup

※「地域の居場所づくり助成」について

✓　子ども食堂の立ち上げ
✓　コミュニティカフェの開催
✓　高齢者や障害者などの交流

イベントの開催

　区内で「地域活動を始めたい！」という思いを持つ
区民が行う、地域の居場所づくりや地域活動の立ち上
げを目的としたイベント・活動の費用を一部助成して
います。

活 

用 

例

〒104-0054　中央区勝どき1-5-1　1階

♢ 都営大江戸線　勝どき駅下車
　 A1出口　徒歩1分

♢ 江戸バス【南循環】
　 勝どき駅バス停　徒歩３分
　 勝どき駅前バス停　徒歩3分

13：30～14：45 13：30～16：00 10：00～11：30 13：00～16：0010：00～12：30

13：00～16：00 10：30～11：30

13：30～14：45 13：30～16：00 10：00～11：30 17：00～ 10：00～13：00

17：00～10：00～12：00 13：00～16：00 10：30～11：30 ★10 10：00～11：30
★11 12：30～16：00

★14 10：00～12：00
★7  14：00～16：00

13：00～16：0013：00～16：00

13：00～16：00
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います。

活 

用 

例

〒104-0054　中央区勝どき1-5-1　1階

♢ 都営大江戸線　勝どき駅下車
　 A1出口　徒歩1分

♢ 江戸バス【南循環】
　 勝どき駅バス停　徒歩３分
　 勝どき駅前バス停　徒歩3分

13：30～14：45 13：30～16：00 10：00～11：30 13：00～16：0010：00～12：30

13：00～16：00 10：30～11：30

13：30～14：45 13：30～16：00 10：00～11：30 17：00～ 10：00～13：00

17：00～10：00～12：00 13：00～16：00 10：30～11：30 ★10 10：00～11：30
★11 12：30～16：00

★14 10：00～12：00
★7  14：00～16：00

13：00～16：0013：00～16：00

13：00～16：00
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生地その他の取り組み

　高齢者や子育て中の方々が地域でいつまでもいき
いきとした生活を送れるよう、地域で福祉活動を行
う団体に対し、サロンの運営方法や活動場所の情報
提供、保険の加入、広報協力、活動費の助成（上限年
間30,000円）などの支援を行っています。
　内容は、高齢者の孤立防止を目的に体操や絵画を
通じた交流を楽しむサロン、発達障害児や介護者と
いった当事者間の交流を目的としたサロンなど多岐
に渡ります。

いきいき地域サロン

　身近な地域で不安や悩みを抱えた人たちにいち早
く気づき、声かけや地域福祉コーディネーターなど必
要な支援へとつなぐ区民の養成を目的とした講座で
す。地域の現状や地域特性、見守りのポイント、気づ
きのつなぎ先について、講義とグループワークを通
じて学びます。

ささえあいサポーター養成講座～緩やかな見守りの担い手養成～前述の取り組み以外にも、地域活動の担い手養成や地域活動の立ち上げ、継続に向
けた取り組みの一環として、各種事業および講座を開催しています。

▲ホームページからも見ることができます
https://www.shakyo-chuo-city.jp/index.html　
｢中央区サロンマップ」参照

Pickup

参加者の声

いきいき地域サロンに参加することが毎月の楽しみ
であり、生きがいです。

横のつながりが大切だと感じました。
講義で学んだ“緩やかな見守り”を地域の中で実践し
ていきたいと思います。

　高齢者や障害者をはじめ、誰もが地域の中で孤立
することなく、安心して生活を送れるよう、区民が支
えあい助けあうことを目的に、町会・自治会などを単
位とした小地域福祉活動を行っています。活動内容
は、見守り活動を兼ねて誕生月の高齢者へ花束を届
けたり、敬老祝い会や保健師を招いての講座の開催
などさまざまです。地域支援として委員会の立ち上
げや運営方法の相談、保険の加入、活動費の助成
（上限年間70,000円）などを行っています。

ふれあい福祉委員会

向こう三軒両隣とは言えない時代だからこそ、この
活動が大事だと思います。

｢中央区サロンマップ」について
地域支援の一環として、区内で定期的に活動しているサロン（対象
者であれば誰でも参加できる地域の居場所）の開催情報を、一覧
にまとめた「中央区サロンマップ」を作成しています。
地域の方からは、｢早速活動に参加したいと思います」との感想が
寄せられ、サロンの代表者からは「マップを見た方からの問い合わ
せが増えました」とのご報告もいただいています。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

講座の開催

令和元年度　延参加者数45名
令和２年度　延参加者数28名

実 

績

　地域で孤立しがちな方の背景にあるグリーフ（喪
失によって生じるさまざまな反応）について学び、身
近な支えあいに活かすことを目的とした講座です。
グリーフについての基礎知識をはじめ、グリーフサ
ポートの基本、グリーフケアの現場実践に関する講
義のほか、心身の疲労の予防や手当てを行うセルフ
ケアについて学びます。

グリーフサポート入門講座～グリーフを学び支えあいに活かす～｠

自分を知ること、大切にすることで、他者へのサ
ポートやケアができるのだと思いました。

令和元年度　延参加者数55名
令和２年度　延参加者数26名

実 

績

　地域活動やサロン活動を通じ、地域の活性化を図
るとともに、地域活動のリーダーとなる区民などを新
たに養成することを目的とした講座です。活動のた
めの「場」について、人間関係のつながりを生み出す
「場づくり」について学びます。また、参加者が作成し
た「場づくりプラン」を発表し、講師からのアドバイス
や参加者同士で意見交換を行っています。

場づくり入門講座～場の立ち上げに必要なノウハウを学ぶ～

講座を通して、場づくりの具体的なプランが描けまし
た。地域に寄り添った「場」をつくりたいと思います。

令和元年度　延参加者数36名
令和２年度　延参加者数31名

実 

績

委員の声

参加者の声

参加者の声

参加者の声
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生地その他の取り組み

　高齢者や子育て中の方々が地域でいつまでもいき
いきとした生活を送れるよう、地域で福祉活動を行
う団体に対し、サロンの運営方法や活動場所の情報
提供、保険の加入、広報協力、活動費の助成（上限年
間30,000円）などの支援を行っています。
　内容は、高齢者の孤立防止を目的に体操や絵画を
通じた交流を楽しむサロン、発達障害児や介護者と
いった当事者間の交流を目的としたサロンなど多岐
に渡ります。

いきいき地域サロン

　身近な地域で不安や悩みを抱えた人たちにいち早
く気づき、声かけや地域福祉コーディネーターなど必
要な支援へとつなぐ区民の養成を目的とした講座で
す。地域の現状や地域特性、見守りのポイント、気づ
きのつなぎ先について、講義とグループワークを通
じて学びます。

ささえあいサポーター養成講座～緩やかな見守りの担い手養成～前述の取り組み以外にも、地域活動の担い手養成や地域活動の立ち上げ、継続に向
けた取り組みの一環として、各種事業および講座を開催しています。

▲ホームページからも見ることができます
https://www.shakyo-chuo-city.jp/index.html　
｢中央区サロンマップ」参照

Pickup

参加者の声

いきいき地域サロンに参加することが毎月の楽しみ
であり、生きがいです。

横のつながりが大切だと感じました。
講義で学んだ“緩やかな見守り”を地域の中で実践し
ていきたいと思います。

　高齢者や障害者をはじめ、誰もが地域の中で孤立
することなく、安心して生活を送れるよう、区民が支
えあい助けあうことを目的に、町会・自治会などを単
位とした小地域福祉活動を行っています。活動内容
は、見守り活動を兼ねて誕生月の高齢者へ花束を届
けたり、敬老祝い会や保健師を招いての講座の開催
などさまざまです。地域支援として委員会の立ち上
げや運営方法の相談、保険の加入、活動費の助成
（上限年間70,000円）などを行っています。

ふれあい福祉委員会

向こう三軒両隣とは言えない時代だからこそ、この
活動が大事だと思います。

｢中央区サロンマップ」について
地域支援の一環として、区内で定期的に活動しているサロン（対象
者であれば誰でも参加できる地域の居場所）の開催情報を、一覧
にまとめた「中央区サロンマップ」を作成しています。
地域の方からは、｢早速活動に参加したいと思います」との感想が
寄せられ、サロンの代表者からは「マップを見た方からの問い合わ
せが増えました」とのご報告もいただいています。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

■子育て・子ども向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

37 京

あかちゃん天国
（各児童館内）

９時～１7時
（祝日等休館日あり）
各児童館

【活動内容】
親子のふれ合い、仲間づくり、子
育て相談 
【対象】
・ 区内在住の０歳～３歳になった最
初の3/31までの乳幼児とその
保護者
・区内在住の妊娠中の方

373544-0127(築地児童館） 
383553-2084（新川児童館） 
393661-8937（堀留町児童館） 
40 3669-3386（浜町児童館） 
413533-0885（月島児童館） 
423534-3021（晴海児童館）

38 京

39 日

40 日

41 月

42 月

43 月
あかちゃん 天 国 
（子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」内）

9時～17時（祝日等休館日あり） 
子ども家庭支援センター「きら
ら中央」

3534-2103 
（子ども家庭支援センター 
「きらら中央」）

44 京 ままと

第1･3火曜、木曜　10 時～
優っくり村中央湊 多目的室 
年齢ごとの利用時間はWEB に
て掲載

ヨガと工作、茶話会を通じた親子
の交流と仲間づくり

https://www.facebook.
com/suku2baby/ 
E-mail：suku2baby@
yahoo.co.jp

45 京 無料子どもそろばん
教室

第 4日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象のそ
ろばん教室（夕食の提供は控えさ
せていただいています） 3553-5228

（シルバーウイング　新とみ）

46 京 無料子ども英会話
教室

第３日曜　16 時半～17 時半
新とみ

小学１年生から６年生を対象の英
会話教室（夕食の提供は控えさせ
ていただいています）

47 月 リラックス・スリム
体操の会

月1回火曜 or 木曜
10 時半～12 時
zoomでの開催

ベビービクスを通じた親子の交流
と仲間づくり

relax_slim_baby_1108@
yahoo.co.jp（代表）

48 月 きららの会 隔週月曜　10 時～12 時
月島社会教育会館

ヨガや体操を通じた親子の交流と
仲間づくり

rie.omura13@gmail.com 
（代表）

49 月 聖ルカこども村 第2土曜　13 時半～16 時
月島聖ルカ保育園

様々な経験・遊びを通して、子ど
もたちが交流する場

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

50 月 凸
デコ
凹
ボコ
カフェ 毎月第 4 金曜　10 時～13 時 

勝どきデイルーム

子どもの「困った」や凸凹（発達障が
いやグレーゾーンの子供たち等）に
悩む親の交流や情報交換を行う場

dekoboko_cafe1@gmail.
com（代表）

51 月 にこにこ食堂 第2木曜17 時半～19 時
シニアセンター 子ども食堂 info@2525chuo.net 

（代表）

52 月 ReiMo(レイモ） 月2回程度 (不定期）
勝どきデイルーム

HSC で不登校のお子さんとその親
の交流会 reimotokyo@gmail.com

53 月 不登校親の会　 
いっぽいっぽ

第 2金曜日　10 時～12 時
勝どきデイルーム

学校に通わないお子さんをもつ保
護者の集いの場

oyanokai.ippoippo@
gmail.com

■障害のある方向けサロン

54 日 土曜講座 第 4土曜10 時～12 時
コンフィデンス日本橋

( 過去の企画）バラエティーゲーム
と個別相談、MY　TUBE 紹介と
フリートーク

6225-2505 
（コンフィデンス日本橋）

55 日 ニコニコドットコム 月1回金曜18 時～20 時
中央区障害者就労支援センター

登録者が仕事帰りに他の就職者等
と交流し、余暇を楽しむ

3865-3889（中央区障害
者就労支援センター）

■だれもが参加できるサロン
56 京 聖路加健康ナビ

スポット：るかなび
平日10 時～16 時
聖路加臨床学術センター1階

健康チェック、健康相談、健康に
関する図書閲覧の場

6226-6390 
（るかなび）

57 京 こばとおもちゃの
としょかん

第1・3日曜13 時～16 時
中央区立子ども発達支援
センターゆりのき

おもちゃで遊んだりお茶を飲んだ
り、誰でものんびり過ごせる場所

kobatoomocha@
hotmail.co.jp( 代表）

58 日 エヌフィット
オープンカレッジ

月１回13 時～15 時
エヌフィットオープンカレッジ
オンライン受講可能

( 過去の企画）社会に出て気をつ
けたいお金のこと、シニア体験を
してみよう

6231-0776（エヌフィット
キャリアカレッジ日本橋）　

59 月 おとなりカフェ・
ちょこっと相談会

第1･3土曜、第 2･4火曜
13 時～16 時
勝どきデイルーム

コミュニティカフェと困りごと相談
会を同時開催

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

60 月 介護を考える会 第 4土曜10 時～12 時
勝どきデイルーム

介護の情報交換と介護者同士の
交流の場 3532-4701（代表）

61 月 セルフケア・カフェ 第 2土曜13 時～16 時
勝どきデイルーム

五感を活用したモノづくり等を通
じて自分自身を元気にするセルフ
ケアの取り組み

info@selfcare-net.orq 
6228-3197（代表）

62 月 にこにこカレー食堂 第 4木曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

info@2525chuo.net 
（代表）

63 月 ほっこりごはん会 第２土曜17 時～1８時
月島聖公会ホール

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂

3533-6231 
（月島聖ルカ保育園）

64 月 ぬくぬく食堂 第2月曜17 時～19 時
勝どきデイルーム

孤食の防止や多世代交流を目的と
した誰でも利用できる食堂及び子
供の学習スペースの提供

abc@a-bc.co.jp（代表）

65 月 佃・月島元氣プロジェ
クト

月1回不定期レストランハウス
KOKORO(佃 3-3-3)

「笑顔で地域をつなぐ」を合言葉に、
どなたでも参加が出来るイベント
を開催中

0120-4812-24 
( 株式会社グローバルケア） 
開催日はお問合せください。

66 月 読・書・人・倶楽部 第３木曜10 時～11時半
勝どきデイルーム 多世代交流を目的とした読書会 booksalon3939@gmail.

com

■高齢者向けサロン
NO 地域 名称 開催日時・開催場所 活動内容 問合せ先

❶ 京 サロンひまわり 第 3土曜13 時半～16 時半
銀座区民館 4階 手芸、交流 3541-9582(代表）

❷ 京 明石町いきいき
地域サロン

隔月1回16 時～17 時
都営明石町アパート集会室 調理などによる交流 3546-8004（代表）

❸ 月 健康吹矢クラブ 第1･第 3日曜10 時～12 時
シニアセンター 吹き矢による健康増進、交流 3531-3145（代表）

❹ 月 佃の渡しサロン 月1回午後　シニアセンター
健康、介護・生活に役立つ情報
交換と交流（開催日はお問合わせ
ください）

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❺ 月 ひまわりサロン
第１日曜、第３火曜14時～15時
都営勝どき1丁目アパート1号棟
2階集会室

健康体操など　 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❻ 月 R65月島カフェ 第 3木曜12 時半～16 時
勝どきデイルーム

健康、カルチャー、歌、スマホ・
パソコン教室 070-5079-8815(代表）

❼ 月 絵画を楽しむ会 第1・3火曜13 時半～16 時
勝どきデイルーム 水彩画づくりなどによる交流 090-7824-3756（代表）

❽ 月 かちどきなう
第1･2 木曜、第 2 水曜、第 4
月曜13 時半 ~15 時
勝どきデイルーム

「椅子ヨガ体操スペシャル」  
☆健康によいおやつ付 
※日時が変更になる場合がありま
す。参加される方は確認をお願い
します。

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

❾ 月 シニアサロン 第1or 第2土or日曜10時～13時
コスモ東京ベイタワー集会室

親睦会、歳祝会、定例的な情報
交換など 5548-2267(代表）

10 月 やよいクラブ 毎週月曜14 時～15 時
マイホームはるみ 介護予防体操 3523-9295 

（中央区社会福祉協議会）

11 月 のびのびクラブ
金曜（不定期）
10 時半～11時半
月島社会教育会館

介護予防体操 3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

12 月 はるみ体操教室 第 1・3 水曜 13 時半～14 時
半マイホームはるみ

足腰しっかり体操や脳トレ、参加
者同士の交流など

3531-7635 
（マイホームはるみ）

13 月 カフェキャナル 第2木曜13 時半～15時
スカイリンクタワー集会室

コーラス・健康体操などによる住
民同士の交流

3523-9295 
（中央区社会福祉協議会）

14 月 サロン勝どき 不定期開催 歓談や介護予防体操などを通じ
た交流や仲間づくり

3523-9295
（中央区社会福祉協議会）

15 京 湊カフェ
第2・第 4木曜
13 時半～14 時半
女性センター

粋トレ、健康体操、脳トレ、健康
吹矢、参加者同士の交流など

3546-5716 
（区高齢者福祉課 
高齢者活動支援係） 
 
粋トレ…中央粋なまちト
レーニング

16 京 築地集いの場
第2･第 4水曜日
10 時～12 時
築地あかつきコミュニティルーム

粋トレ、脳トレ、季節の行事など

17 京 八丁堀元気ひろば
第1･第 3火曜日　
13 時半～15時半
京華スクエア町会会議室

粋トレ、ストレッチ、脳トレ、笑
いヨガ、フラダンス、参加者同士
の交流など

18 京 ふらっとルーム新川 毎週水曜13時半～15時半
新川区民館 粋トレ、健康体操、早口言葉など

19 日 わくわくパーク十思
第1･3水曜13時半～15時
ケアサポートセンター十思多目
的室

筋トレ、脳トレ、ストレッチ、朗読
など

20 日 日本橋サロン 第1･第 3金曜14時～15時半
久松町区民館

粋トレ、体操、脳トレ、手品、健康
講座、参加者同士の交流など

21 日 浜町カフェ 第2･第 4木曜13時半～16時
産業会館

貯筋体操、健康講座、あっぷっぷ
体操、脳トレ、小物づくりなど

22 月 ライオンズタワー月
島サロン

第 2・第 4金曜日
9 時半～11時半
ライオンズタワー月島コミュニ
ティルーム

ラジオ体操、カーレットなど

23 月 月島交流カフェ
第1･第 3火曜
13 時半～15時半
月島区民館

ストレッチ、筋トレ、音楽体操、
脳トレ、栄養講座、手品、折り紙
など

24 月 月島つながり広場 第2・第 4水曜日　10時半～正午
みんなの子育てひろばあすなろの木

転倒予防体操、尿漏れ予防体操、
誤嚥予防体操など

25 月 ステップアップクラ
ブ

第1・第3水曜日　10時～11時半
勝どきデイルーム

転倒予防体操、機能向上体操、
健康講座、脳トレなど

26 月 からだスマイル倶楽
部

第1･第 3月曜日
13 時半～14 時 45分
勝どきデイルーム

イスヨガ、脳トレ、ストレッチ、
ツボ押し、筋トレなど

27 月 豊海いきいきクラブ
第 2･第 4火曜日
13 時半～15時半
豊海区民館

粋トレ、転倒予防体操、脳トレ、
吹き矢、カーレット、折り紙など

■認知症カフェ・介護者家族向けサロン

28 京 サンサンサロン
（介護者家族向け）

奇数月第 3金曜
14 時～15 時半
コーヒーラウンジアラジン
※明石町カフェと同時開催

『認知症カフェ』とは？
ご本人やご家族、地域の誰も
が認知症のあるなしにかかわ
らず気軽に集い、専門スタッ
フに相談したり、仲間づくりや
情報交換ができるサロンです。 
（活動内容の詳細は各サロンにお
問合せください。）

3545-1107
（京橋おとしより相談セン
ター）

29 京 ゆっくりカフェ
偶数月第 2日曜
14 時～15 時
優っくり村中央湊１階

6280-4663
（優っくり村中央湊）

30 京 せいるか・オレンジ・
カフェ

聖路加臨床学術センター1階
るかなび 6226-6390（るかなび）

31 日 ピアサロン
（介護者家族向け）

第 2 水曜　13 時半～15時
人形町おとしより相談センター 5847-5580

（人形町おとしより相談セ
ンター）32 日 横丁カフェ 第1･3 木曜　13 時半～15時

人形町おとしより相談センター

33 月 月島サロン
（介護者家族向け）

奇数月第３木曜　14時～15時
月島社会教育会館 or月島区民
センター 3531-1005

（月島おとしより相談セン
ター）34 月 サロンはるみさん

第1金曜　13 時半～15時
ベイシティ晴海スカイリンクタ
ワー2階集会室

35 月 晴海苑オレンジカ
フェ

偶数月第 3土曜 or 第３日曜
13 時半～15時半　晴海苑 3533-7148（晴海苑）

36 月 認知症家族の語り
の場

奇数月第３日曜　13時半～15時 
晴海苑

3533-7148（晴海苑）
※手紙・メールでのご相談
をお受けしております。
晴海苑（晴海1-1-26）
気付 認知症家族の語りの場
wkiwki.d-family2018@
Outlook.jp
なお、お返事には1か月ほど
お時間をいただきます。

講座の開催

令和元年度　延参加者数45名
令和２年度　延参加者数28名

実 

績

　地域で孤立しがちな方の背景にあるグリーフ（喪
失によって生じるさまざまな反応）について学び、身
近な支えあいに活かすことを目的とした講座です。
グリーフについての基礎知識をはじめ、グリーフサ
ポートの基本、グリーフケアの現場実践に関する講
義のほか、心身の疲労の予防や手当てを行うセルフ
ケアについて学びます。

グリーフサポート入門講座～グリーフを学び支えあいに活かす～｠

自分を知ること、大切にすることで、他者へのサ
ポートやケアができるのだと思いました。

令和元年度　延参加者数55名
令和２年度　延参加者数26名

実 

績

　地域活動やサロン活動を通じ、地域の活性化を図
るとともに、地域活動のリーダーとなる区民などを新
たに養成することを目的とした講座です。活動のた
めの「場」について、人間関係のつながりを生み出す
「場づくり」について学びます。また、参加者が作成し
た「場づくりプラン」を発表し、講師からのアドバイス
や参加者同士で意見交換を行っています。

場づくり入門講座～場の立ち上げに必要なノウハウを学ぶ～

講座を通して、場づくりの具体的なプランが描けまし
た。地域に寄り添った「場」をつくりたいと思います。

令和元年度　延参加者数36名
令和２年度　延参加者数31名

実 

績

委員の声

参加者の声

参加者の声

参加者の声
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行動区分

　令和元年度、令和２年度ともに、複合的な課題に直面している方への支援回数が上位となりました。上位２ケー
スは２年続けてとなっており、長期的な視点をもって課題解決に向けた支援を行う必要性を実感しました。
　また、令和２年度は社会的孤立状態にある方への支援ケースも増加し、地域社会へのつながりづくりの重要性を
認識しました。

ま と め

2019
年度 553

579

264

331

741

1,373

638

1,188

312

872

389

792

257

499

3,154

5,634

（単位：回）

▲令和元（2019）年度

2020
年度

合

計

そ
の
他

メ
ー
ル
受

メ
ー
ル
発

電
話
受

電
話
発

来

所

訪

問

相手方区分

2019
年度 557

1,185

314

417

701

1,740

470

510

53

46

119

142

229

466

44

78

158

363

256

259

51

23

199

375

3

30

3,154

5,634

（単位：件）

支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

165

139

135

99

92

68

45

44

38

31

高齢者・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

身体障害・子育て・就労支援・住宅問題

高齢者・精神障害・経済困窮・住宅問題・親族トラブル

高齢者・独居・ゴミ・通院・住宅問題

精神・独居・ゴミ・孤立・近隣トラブル

高次脳機能障害・生活相談・就労支援

知的障害・就労支援・支援拒否

高齢者・ゴミ・生活相談

高齢者・独居・医療拒否

令和元年度：48ケース　1,102回（高齢者を含む世帯：29ケース 588回）

個別支援ケース　対応上位10ケース

2020
年度

合

計

相
手
方
無
し

そ

の

他

他

社

協

中

央

社

協

そ
の
他
専
門
機
関

民
生
児
童
委
員
会

包

括

福

祉

施

設

行
政（
福
祉
以
外
）

行
政
（
福
祉
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア・Ｎ
Ｐ
Ｏ

地

域

住

民

当

事

者

行動内容

2019
年度 1,102

2,131

789

1,806

201

280

98

228

336

329

430

1,104

2,472

5,167

287

253

106

181

109
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87
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▲令和２（2020）年度
支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

256

227

217

156

144

137

107

94

84

55

高齢者・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

高齢者・精神障害・経済困窮・金銭管理

高齢者・独居・ゴミ・経済困窮・金銭管理

軽度知的障害・独居・孤立・住宅問題・経済困窮

精神障害・独居・孤立・経済困窮

精神障害・独居・親族トラブル・経済困窮・住宅問題

高齢者・独居・ゴミ・金銭管理

高齢者・独居・住宅問題

高齢者・独居・孤立

令和２年度：53ケース　2,131回（高齢者を含む世帯：38ケース 1，069回）

　令和元年度、令和２年度ともに、地域活動の立ち上げ支援を行ったケースが上位５ケースのうち2ケースありま
した。地域活動を始めるにあたり生じるさまざまな不安に寄り添うことの大切さを改めて感じました。
　また、令和２年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う地域活動の中止や再開に関する相談も多く、支援
回数が増加しました。

ま と め

▲令和元（2019）年度
支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

146

84

46

37

35

みんなの食堂Aの開催

発達障害児を持つ親の交流会

みんなの食堂Bの開催

保育園入園に関する情報交換会

絵を描くことを通した高齢者同士の交流と介護予防

※　　　は立ち上げ支援を行ったケース

令和元年度：38件　789回（対象に高齢者を含む活動：23件 424回）

地域支援ケース　対応上位5ケース
▲令和２（2020）年度

支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

256

227

217

156

144

みんなの食堂Aの開催

体操を通した高齢者同士の交流と介護予防

不登校の子どもとその保護者の交流会

高齢者同士の交流の場の開催

発達障害児を持つ親の交流会

令和２年度：58件　1,806回（対象に高齢者を含む活動：44件 1,231回）
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行動区分

　令和元年度、令和２年度ともに、複合的な課題に直面している方への支援回数が上位となりました。上位２ケー
スは２年続けてとなっており、長期的な視点をもって課題解決に向けた支援を行う必要性を実感しました。
　また、令和２年度は社会的孤立状態にある方への支援ケースも増加し、地域社会へのつながりづくりの重要性を
認識しました。

ま と め

2019
年度 553

579

264

331

741

1,373

638

1,188

312

872

389

792

257

499

3,154

5,634

（単位：回）

▲令和元（2019）年度
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年度

合

計

そ
の
他

メ
ー
ル
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メ
ー
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電
話
受

電
話
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2019
年度 557

1,185

314

417

701

1,740

470

510

53

46

119

142

229

466

44

78

158

363

256

259

51

23

199

375

3

30

3,154

5,634

（単位：件）

支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

165

139

135

99

92

68

45

44

38

31

高齢者・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

身体障害・子育て・就労支援・住宅問題

高齢者・精神障害・経済困窮・住宅問題・親族トラブル

高齢者・独居・ゴミ・通院・住宅問題

精神・独居・ゴミ・孤立・近隣トラブル

高次脳機能障害・生活相談・就労支援

知的障害・就労支援・支援拒否

高齢者・ゴミ・生活相談

高齢者・独居・医療拒否

令和元年度：48ケース　1,102回（高齢者を含む世帯：29ケース 588回）

個別支援ケース　対応上位10ケース

2020
年度

合

計

相
手
方
無
し

そ

の

他

他

社

協

中

央

社

協

そ
の
他
専
門
機
関

民
生
児
童
委
員
会

包

括

福

祉

施

設

行
政（
福
祉
以
外
）

行
政
（
福
祉
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア・Ｎ
Ｐ
Ｏ

地

域

住

民

当

事

者

行動内容

2019
年度 1,102

2,131

789

1,806

201

280

98

228

336

329

430

1,104

2,472

5,167
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▲令和２（2020）年度
支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

256

227

217

156

144

137

107

94

84

55

高齢者・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

知的障害・独居・ゴミ・近隣トラブル・金銭管理

高齢者・精神障害・経済困窮・金銭管理

高齢者・独居・ゴミ・経済困窮・金銭管理

軽度知的障害・独居・孤立・住宅問題・経済困窮

精神障害・独居・孤立・経済困窮

精神障害・独居・親族トラブル・経済困窮・住宅問題

高齢者・独居・ゴミ・金銭管理

高齢者・独居・住宅問題

高齢者・独居・孤立

令和２年度：53ケース　2,131回（高齢者を含む世帯：38ケース 1，069回）

　令和元年度、令和２年度ともに、地域活動の立ち上げ支援を行ったケースが上位５ケースのうち2ケースありま
した。地域活動を始めるにあたり生じるさまざまな不安に寄り添うことの大切さを改めて感じました。
　また、令和２年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う地域活動の中止や再開に関する相談も多く、支援
回数が増加しました。

ま と め

▲令和元（2019）年度
支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

146

84

46

37

35

みんなの食堂Aの開催

発達障害児を持つ親の交流会

みんなの食堂Bの開催

保育園入園に関する情報交換会

絵を描くことを通した高齢者同士の交流と介護予防

※　　　は立ち上げ支援を行ったケース

令和元年度：38件　789回（対象に高齢者を含む活動：23件 424回）

地域支援ケース　対応上位5ケース
▲令和２（2020）年度

支援回数主な相談内容

1

2

3

4

5

256

227

217

156

144

みんなの食堂Aの開催

体操を通した高齢者同士の交流と介護予防

不登校の子どもとその保護者の交流会

高齢者同士の交流の場の開催

発達障害児を持つ親の交流会

令和２年度：58件　1,806回（対象に高齢者を含む活動：44件 1,231回）
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２年間の振り返りと成果

Pickup

事例検討会について
コーディネーターとしての日ごろの取り組みの振り返りと、
支援の資質向上を目的に、駒澤大学の川上富雄教授をスー
パーバイザーにお迎えして、年3回、事例検討会を行ってい
ます。
自身の支援を振り返る作業は、時にはしんどいところもあり
ますが、担当したコーディネーターにとっては充実した時間
となっています。

　本会に地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーターが配置され４年が経過しました。当初
は３名の配置でしたが、現在は６名体制となりました。コーディネーターの充実とともに活動件数も伸
び、当初より約3.5倍となっています。これは、関係機関との連携を通じて少しずつコーディネーターの
存在が周知されるようになったことが要因の１つと思われます。(この２年間も、地域包括支援センター
など関係機関とのやり取りが増加しています）
　個別支援では、この２年間の関わりのなかで福祉サービスの利用につながり、生活が安定したことで
近隣とのトラブルが減少したケースがあるなど、少しずつですが社会的孤立の解消につながる実践が生
まれています。また、地域支援では、勝どきデイルームでの取り組みを中心に、地域活動に取り組む団
体が新たに誕生するなど、地域住民の拠り所となる「場」も着実に増えています。こうした事例を通し
てコーディネーターがネットワークを広げ、地域住民とのコミュニケーションを以前にも増して取れる
ようになったことが、この２年間の成果ではないかと思います。

課題と今後の方向性
　他方で、こうしたコーディネーターの取り組みはそれぞれの地域住民との個別のやり取りが中心と
なっており、地域の中で「面」として広がるところまでには至っていないと感じています。
　地域住民のちょっとした気づきがコーディネーターへとつながり、コーディネーターが新しいつなが
りをつむぐことで、再び地域の輪へと溶け込んでいく、そんな仕組みづくりに取り組んでいくことが必
要なのだと思います。また、勝どきデイルームだけでなく、さまざまな地域拠点をコーディネーターが
開拓し、そこを中心にコーディネーターの活動が地域に広がることで、地域に潜在しているニーズの発
見へとつながっていく、アウトリーチアプローチの充実も欠かせません。
　一朝一夕には解決できない課題ばかりですが、頼れる地域住民の皆さんとともに今後も取り組んでい
きます。
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