
主な利用施設一覧

施設名 住所 電話番号 施設名 住所 電話番号

ホール 地域福祉センター（続き）

文化会館たづくり 小島町2-33-1 441-6111 下石原地域福祉ｾﾝﾀｰ 下石原3-72-1 481-7683

グリーンホール 小島町2-47-1 481-7611 入間地域福祉ｾﾝﾀｰ 入間町1-13-2 03-3309-4996

せんがわ劇場 仙川町1-21-5 03-3300-0611 深大寺地域福祉ｾﾝﾀｰ 深大寺北町2-40-1 480-8725

公民館 その他の施設

東部公民館 若葉町1-29-21 03-3309-4505 市民プラザあくろす（受付） 国領町2-5-15　コクティー3階 443-1211

西部公民館 上石原3-21-6 484-2531 市民活動支援ｾﾝﾀｰ 国領町2-5-15　コクティー2階 443-1220

北部公民館 柴崎2-5-18 488-2698 男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ 国領町2-5-15　コクティー3階 443-1213

図書館 産業労働支援ｾﾝﾀｰ 国領町2-5-15　コクティー3階 443-1217

中央図書館（たづくり内) 小島町2-33-1 441-6181 教育会館 小島町2-36-1 481-7717

国領分館 国領町3-12-1 484-2000 総合福祉ｾﾝﾀｰ 小島町2-47-1 481-7693

調和分館 西つつじケ丘4-22-6 485-2000 健康活動ひろば 布田5-46-1 490-6675

深大寺分館 深大寺北町5-17-3 485-3350 多摩川自然情報館 染地3-8-26 481-7086

神代分館 西つつじケ丘1-40-5 485-0054 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰすこやか 国領町3-1-38 ココスクエア2階 481-7733

宮の下分館 上石原3-34-10 486-5798 シルバー人材センター 小島町3-87-4 487-9375

緑ケ丘分館 緑ヶ丘2-25 03-3300-7672 博物館

富士見分館 富士見町2-3-26 481-7664 郷土博物館 小島町3-26-2 481-7656

若葉分館 若葉町3-16-13 03-3309-3411 深大寺水車館 深大寺元町5-10-6 482-7636

染地分館 染地3-3-1 488-8393 武者小路実篤記念館 若葉町1-8-30 03-3326-0648

佐須分館 佐須町4-42-2 485-1306 児童館

地域福祉センター つつじヶ丘児童館 西つつじケ丘3-19-1 482-6201

金子地域福祉ｾﾝﾀｰ 西つつじケ丘4-43-3 485-5888 東部児童館 若葉町1-29-21 03-3307-6146

西部地域福祉ｾﾝﾀｰ 上石原2-15-6 486-1600 国領児童館 国領町3-8-15　4号棟 485-8423

調布ケ丘地域福祉ｾﾝﾀｰ 調布ケ丘3-58-2 487-7753 多摩川児童館 多摩川5-1-2 481-7680

染地地域福祉ｾﾝﾀｰ 染地3-3-1 483-5578 深大寺児童館 深大寺東町5-14-1 488-7159

緑ケ丘地域福祉ｾﾝﾀｰ 緑ケ丘2-18-49 03-3326-4861 富士見児童館 富士見町1-8-1　1階 481-7677

菊野台地域福祉ｾﾝﾀｰ 菊野台1-38-1 481-5641 佐須児童館 佐須町4-42-2 481-0348

富士見地域福祉ｾﾝﾀｰ 富士見町4-15-6 483-9652 西部児童館 上石原3-21-6 484-0313
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施設名 住所 電話番号 施設名 住所

児童館（続き） ゲートボール場

緑ケ丘児童館 緑ケ丘2-20-16 03-3309-0521 南部ゲートボール場 染地2-43-1

調布ケ丘児童館 調布ケ丘2-36-1 485-3101 北部ゲートボール場 深大寺北町4-4-3

染地児童館 染地2-41-12 485-3102 西調布ゲートボール場 上石原2-4-1

青少年 富士見町ゲートボール場 富士見町3-4

青少年交流館 飛田給1-52-1 481-1115 染地ゲートボール場 染地3-1-816

青少年ｽﾃｰｼｮﾝ　CAPS 上石原1-36-2　3・4階 442-5535 緑ケ丘ゲートボール場 緑ケ丘2-64-1

スポーツ（体育館，運動場，プール等） 東つつじケ丘ゲートボール場 東つつじケ丘3-19-1

総合体育館 深大寺北町2-1-65 481-6221 ふれあいの家

西調布体育館 上石原2-4-1 481-2400 小島町ふれあいの家 小島町3-56-1

調布基地跡地運動広場 西町290-3　ほか 481-4390 東部ふれあいの家 仙川町3-3-38

市民西町サッカー場 西町290-3 080-2119-4506 染地ふれあいの家 染地3-8-26

市民西町野球場 西町290-3 080-2119-4506 下布田ふれあいの家 布田2-27-4

市民西町少年野球場 西町290-3 080-2119-4506 布田駅南ふれあいの家 国領町5-76-3

市民野球場 染地2-43-1 485-2689 国領ふれあいの家 国領町8-1-59

市民プール 染地2-43-1 485-2689 国領駅北ふれあいの家 国領町2-5-15 ｺｸﾃｨｰ1階

市民大町スポーツ施設 菊野台3-27-40 442-6020 国領第二ふれあいの家 国領町4-15-28

多摩川児童公園内運動施設 多摩川3-75先 486-5242 佐須ふれあいの家 佐須町4-42-2

調和小学校室内プール 西つつじケ丘4-22-6 485-5631 上石原ふれあいの家 上石原2-8-3

テニスコート 西部ふれあいの家 飛田給3-53-1

市民多摩川テニスコート 染地2-43-1 485-2689 仙川ふれあいの家 仙川町1-21-5

市民深大寺テニスコート 深大寺北町4-4-3 441-1185 大町ふれあいの家 菊野台3-27-39

市民緑ケ丘テニスコート 緑ケ丘2-63-1 03-5384-0523 八雲台ふれあいの家 八雲台1-42-2

調布中学校テニスコート 富士見町4-17-1 飛田給ふれあいの家 飛田給1-3-53

少年自然の家 富士見町ふれあいの家 富士見町3-3-17

調布市八ケ岳少年自然の家 山梨県北杜市高根町清里3545-1 0551-48-2014 野ケ谷ふれあいの家 深大寺東町7-23-2

上ノ原ふれあいの家 柴崎2-27-25
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総合体育館● 東京外国語大学● 

 

●味の素スタジアム 

●調布中学校テニスコート 

図書館深大寺分館● 

●都立神代植物公園 

 

 

● 深大寺児童館 

  

  

 

 

北部公民館● 調布ヶ丘地域福祉ｾﾝﾀｰ● 

八雲台ふれあいの家● 

  

菊野台地域 

福祉ｾﾝﾀｰ● 

 

●図書館神代分館 

 

●市役所神代出張所 
●つつじケ丘児童館 
 

緑ケ丘ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場● 
緑ケ丘ﾃﾆｽｺｰﾄ● 

東部ふれあいの家● 

 

●仙川ふれあいの家 

●せんがわ劇場 

白百合女子大学● 

●入間地域 

福祉ｾﾝﾀｰ 
  

 

●図書館若葉分館  

 

  

 

 

●調和小学校プール 

●図書館調和分館 

 

●国領第二ふれあいの家 

 

●市民ﾌﾟｰﾙ 

●市民野球場 

●多摩川ﾃﾆｽｺｰﾄ 

●南部ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 

 ●下布田ふれあいの家 

●布田駅南 
ふれあいの家 

 

●小島町ふれあいの家 

 

●多摩川

児童館 

●富士見町ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 

 
 

●図書館富士見分館  

●富士見児童館 
 ●電気通信大学 
 

 

 

●郷土博物館 

 

下石原地域 

  福祉ｾﾝﾀｰ● 

  

 

 

 

 
●染地児童館 

  

●染地ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 

 

  

●図書館宮ノ下分館 

 

●上石原ふれあいの家 

 

●西部地域福祉ｾﾝﾀｰ 

 

西調布ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場● 

西調布体育館● 

 

●深大寺 

●深大寺水車館 

上ノ原ふれあいの家● 

 

中央自動車道 
 

国道２０号 

 

三 鷹 市 

 

三 鷹 市 

 

狛 江 市 

世

田

谷

区 

府

中

市 

稲 城 市 

 

川 崎 市 

 

多摩川 

 

●子ども家庭支援ｾﾝﾀｰすこやか 

●図書館国領分館    
  ●国領児童館  
    
 

●金子地域福祉ｾﾝﾀｰ 

多摩川 

 

●青少年交流館 

●青少年ステーション 

市民活動支援センター 

男女共同参画推進センター 

産業振興センター 

市民プラザあくろす 

 ● 

 

東京都 

調布飛行場 

   ● 
 

 

 

 

●東京慈恵会 
医科大学 

飛田給ふれあいの家● 
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●都立野川公園 

 市の広がりは，東西７．０㎞，南北５．７㎞，

面積は２１．５８㎢。 

市の中心（市役所の位置）は，東経１３９゜３

２’２７’’ 北緯３５゜３９’０２’’の位置にあり

ます。 

 

西部ふれあいの家 

     ● 

 

多摩川児童公園内運動施設 
● 

●ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ・ 
総合福祉ｾﾝﾀｰ 

 ●文化会館たづくり・図書館 
●市役所 
 ●教育会館 

 

●深大寺ﾃﾆｽｺｰﾄ･北部ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ

場 

 ●野ヶ谷ふれあいの家 

 

●深大寺地域福祉ｾﾝﾀｰ 

 

西町ｻｯｶｰ・野球・少年野球場● 

調布基地跡地運動広場 
  ● 
 

●富士見地域福祉ｾﾝﾀｰ 

富士見ふれあいの家● 

●西部児童館 

 

●西部公民館 

 

●健康活動ひろば 

 

 ●シルバー人材センター 

●多摩川自然情報館 

●染地ふれあいの家 

●染地地域福祉ｾﾝﾀｰ 

●図書館染地分館 

 

●国領ふれあいの家 

●調布ケ丘児童館 

●佐須児童館 

●図書館佐須分館 

●佐須ふれあいの家 

 

●大町スポーツ施設 

●大町ふれあいの家 

●緑ケ丘地域福祉ｾﾝﾀｰ 
●緑ケ丘児童館 

図書館緑ケ丘分館● 

●桐朋学園 

 ●東部公民館 

 ●東部児童館 

武者小路実篤記念館● 

●東つつじヶ丘ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 

 

 調布市生涯学習情報コーナー

https://gakusyu.chofu-city.jp/ 
 

 
ホームページでも市内の施設情報を見ることができます。 

※地図上の施設のなかで見ることができない施設もあります。

あらかじめご了承ください。 

 

詳細はこちら 

 



お気軽にご利用ください 生涯学習情報コーナー

生涯学習情報コーナーでは，何かを学習したい方や，

新たな出会いの場をお探しの方に様々な情報を提供しています。

また，活動や展示スペースの貸出しも行っています。

学習などの相談～

生涯学習についての相談をお受けします。
また，サークルが行う催し物などの情報発信を
はじめ，情報交換の場としてご利用ください。

学習に関係する４種類の情報を収集・提供しています！

１ 講座や教室などの「学習情報」

２ 学習に使える市内の公共施設などの「施設情報」

３ 市内で活動している文化・学習・趣味・スポーツなどの「団体・サークル情報」

４ 学習活動、講座・講演会などの講師・指導者の「人材情報」

アクセス
●場所

調布市文化会館たづくり１１階（調布市小島町２－３３－１）

電話：４４１－６１５５ ＦＡＸ：４４１－６１１５

メール：ｊｏｈｏｋｏｎａ＠ｗ２.ｃｉｔｙ.ｃｈｏｆｕ.ｔｏｋｙｏ.ｊｐ

●相談受付時間

午前９時から正午，１３時から１７時

（資料の閲覧は，午後９時３０分まで）

電話・メールでのご相談も可能です。

●休日

・土曜日・日曜日・祝日

原則，毎月第４月曜日とその翌日

（休日に当たる場合は変更になります）

・年末年始，文化会館たづくり臨時休館日

（臨時休館日は９月と２月に予定されています）

※新型コロナウイルス感染状況により，利用方法や

開館時間等が変更になる場合があります。

情報の提供～
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市内のサークル活動が体験

できます。内容はお問い合わ

せください。(材料費がかかる

場合もあります。)

サークル体験
みんなの広場には、ガイド

ブックやサークル案内の詳細

が閲覧できる資料閲覧ス

ペースがあります。

資料閲覧スペース

グループ活動や打ち合わせ

などに無料で利用できるテー

ブルがあります。

（席数：８人掛け４か所）

みんなの広場
グループの活動成果を発表

する場として，作品などの展

示で利用できる壁面を用意し

ています。（無料）

展示スペース



 

開館時間等が変更になる場合があります。

市民の皆さんが自己の充実や生活の向上のために自発的にご自分に適した手段・方法で生涯を通じて学習を行えるように，市内で活動している
団体や講座・イベント，人材情報，施設情報を紹介し，各種情報をインターネット上で簡単に見つけられるようにしています。

生涯学習情報コーナーホームページ
ｈｔｔｐ：//ｇａｋｕｓｙｕ.ｃｈｏｆｕ－ｃｉｔｙ.ｊｐ/

こんな場面でご活用ください・・・・
さまざまな情報をインターネット上で見たり・さがしたり」できるんです

イベント情報・団体情報は

どちらからでも探せます

（例）平日の午前中に行われている

△△サークルを知りたい

⇒「サークルをさがす」をクリック

（例）講演会実施するので，□□に

ついて話しができる方を知りたい

⇒「人材をさがす」をクリック

（例）○○で行われる講座を知りたい

⇒「イベントをさがす」をクリック
調布市全体のイベント情報は「ちょみっと」で検索！

（例）♢♢で使える施設を知りたい
⇒「施設をさがす」をクリック
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市民活動支援センターホームページ
http://chofu-npo-supportcenter.jp/

●「ちょうふ地域コミュニティサイト ちょみっと」●

ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」は、市内イベントや生涯学習
サークルを含む地域活動団体を簡単に検索できる、調布で暮らす皆さんのための
サイトです。

・イベント情報
・サークル情報
・施設情報
・人材情報
をさがすことが
できます。

「市民活動団体」
や「市民活動イ
ベント」などを紹
介しています。

●電子掲示板「ちいきのけいじばん」
地域で開催するイベントを手軽に掲載や
閲覧をすることができます

●目的から探す
「学ぶ・観る・遊ぶ・交流する・参加す
る・安全安心」の６つのキーワードで直
観的に検索することができます

●地図から探す
市内２０の小学校区ごとに地図からイベ
ント・団体を検索することができます
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