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1 大阪府吹田市 吹田市社会福祉協議会 地域福祉課

06-6339-1254 suisyakyo@mua.biglobe.ne.jp https://www.suisyakyo.or.jp/

2 沖縄県豊見城市 豊見城市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター

098-856-2782 sc2_tomi@tomigusuku-shakyo.or.jp

3 大阪府藤井寺市 藤井寺市地域包括支援センター 藤井寺市地域包括支援センター

072-937-2641 fureai@silver.ocn.ne.jp

4 京都府南丹市 南丹市社会福祉協議会 地域支援センター日吉担当

0771-72-0947 na_shakyo@cans.zaq.ne.jp http://care-net.biz/26/nantanshakyo/

5 長崎県諫早市 諫早市東部地域包括支援センター

0957-32-6556

6 神奈川県川崎市 NPO法人アイゼン

044-819-6919 ayano@npo-aizen.jp https://npo-aizen.jp/

7 長野県長野市 大豆島地区住民自治協議会 生活支援コーディネーター

026-221-5700 mameyaka@ngn.janis.or.jp https://mamejima.naganoblog.jp/

8 埼玉県川越市 川越市新宿町五丁目自治会 川越市社会福祉協議会地域福祉課

049-225-5703 fukushisuishin@kawagoeshi-syakyo-or.jp

9 和歌山県岩出市 岩出市地域福祉課

10 大阪府箕面市 箕面市北部・西南地域包括支援センター

072-725-7029 teriha-hokubu-seinan@iris.eonet.ne.jp

11 神奈川県横浜市 横浜市六角橋地域ケアプラザ 横浜市六角橋地域ケアプラザ

045-413-3281 sasaki_asako@wakatake.or.jp
https://wakatake.net/category/facility/carerokk

aku/

12 山口県萩市 弥富でっぴん会・弥富地区社会福祉協議会 弥富地区社会福祉協議会

08387-8-2100 yadomitikushakyo@haginet.ne.jp

13 奈良県河合町 河合町社会福祉協議会 地域福祉係　体制整備担当

0745-58-2734 kawai_shakyo@ybb.ne.jp

14 佐賀県太良町 太良町社会福祉協議会

0954-67-0410 info-0410@tara-shakyo.or.jp https://www.tara-shakyo.or.jp/

15 長崎県波佐見町 波佐見町長寿支援課 地域包括支援センター

0956-85-2976 houkatsu@town.hasami.lg.jp

16 広島県庄原市 庄原市社会福祉協議会 地域共生推進課

0824-75-0345 info@shakyoshobara-city.or.jp

17 三重県いなべ市 いなべ市社会福祉協議会 地域福祉課

0594-41-2945 chiiki@inabewel.or.jp http://www.inabewel.or.jp/wdp/

18 大阪府吹田市 吹田市社会福祉協議会 地域福祉課

06-6339-1254 suisyakyo@mua.biglobe.ne.jp https://www.suisyakyo.or.jp/

19 千葉県袖ケ浦市 袖ケ浦市社会福祉協議会 地域福祉係

0438-63-3888 sodegaura-shakyo@themis.ocn.ne.jp https://www.sodegaura-shakyo.jp/

20 埼玉県越谷市 越谷市社会福祉協議会 地域福祉課

048-966-3411 thiiki@koshigaya-syakyo.com

21 北海道千歳市 千歳市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉係

0123-27-2525 c-shakyo@chitose-shakyo.or.jp http://www.chitose-shakyo.or.jp/

22 奈良県河合町 河合町社会福祉協議会 地域福祉係　ボランティアセンター担当

0745-58-2734 kawai_shakyo@ybb.ne.jp

23 北海道八雲町 八雲町保健福祉課 八雲地域包括支援センター

0137-65-5001 hoken-hokatsu@town.yakumo.lg.jp

24 東京都板橋区 板橋区 健康生きがい部おとしより保健福祉センター地域ケア推進係

03- 5970-1114 ki-oto-care@city.itabashi.tokyo.jp

25 静岡県伊東市 伊東市役所高齢者福祉課 高齢者福祉課

26 大阪府河内長野市 河内長野市社会福祉協議会 相談支援課

0721-65-0133 ksyakyou@silver.ocn.ne.jp

27 奈良県天理市 社会福祉法人大和清寿会
社会福祉法人 大和清寿会(天理市北部地域包括支援セ

ンター内)

0743-65-5520 seiju-sc@fureai-net.com

1 / 6 ページ



いきがい・助け合いサミット in 東京ポスター連絡先一覧 公益財団法人さわやか福祉財団

ポスター 自治体名 or 活動者の所在地 団体名・機関名 部署名

番号 電話番号 メールアドレス URL

28 神奈川県川崎市 株式会社日本ライフケア　「結」ケアセンターいくた 株式会社　日本ライフケア

044-819-4406 mailpost@nihon-lifecare.jp https://nihon-lifecare.jp/

29 山梨県南アルプス市 南アルプス市社会福祉協議会 地域福祉課

055-283-4121 yo-ichi@minami-alpsshakyo.or.jp

30 茨城県水戸市 水戸市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉推進係

029-309-5001 kazuya_kurata@mito-syakyo.or.jp http://www.mito-syakyo.or.jp

31 岡山県倉敷市 倉敷市社会福祉協議会 地域福祉課

086-434-3301 matsuoka@kurashikisyakyo.or.jp https://kurashikisyakyo.or.jp/

32 福島県三春町 三春町社会福祉協議会 地域支援推進係生活支援コーディネーター

0247-62-8586 a.sato@miharu-shakyo.jp

33 埼玉県羽生市
羽生市第1層協議体「はにゅう地域ふれあい　だいじゅか

い」、川俣本気会
羽生市役所高齢介護課

048-561-1121 silver@city.hanyu.lg.jp

34 大阪府大阪市 大阪市平野区社会福祉協議会 生活支援体制整備事業

06-6795-2525 nico-nico.c@3sweb.ne.jp

35 宮城県大崎市 大崎市社会福祉課 民生部社会福祉課地域包括ケア推進室

0229-23-6012 shafuku@city.osaki.miyagi.jp https://www.city.osaki.miyagi.jp/index.html

36 群馬県高崎市 高崎市長寿社会課 長寿社会課　地域包括支援担当

027-321-1319 choujyu@city.takasaki.gunma.jp

37 愛媛県八幡浜市 八幡浜市社会福祉協議会 地域福祉課　地域福祉係

0894232940 maruyama@yawatahamashi-syakyo.jp

38 栃木県那須塩原市 にしなすケアネット 地域包括支援センターとちのみ

0287-37-1683 m.yamakoshi@iuhw.ac.jp

39 静岡県袋井市 袋井南部地域包括支援センター 袋井南部地域包括支援センター

0538-42-7939 https://www.fukuroi-shakyo.or.jp/pages/127/

40 高知県香南市 香南市社会福祉協議会

0887-57-7300 konansi-shakyo@mb.pikara.ne.jp http://konanshi-shakyo.or.jp/

41 福井県大野市 在宅介護支援センター大野和光園 生活支援コーディネーター

090-4321-3966 wakoen@angel.ocn.ne.jp

42 埼玉県入間市 ささえあい西武「おげんきかい」 ささえあい西武「おげんきかい」

080-9368-2233

(月・水・金13時～15時)

43 京都府久御山町 久御山町社会福祉協議会

075-631-0022 kumishakyo@poem.ocn.ne.jp http://www.kyoshakyo.or.jp/kumiyama/

44 神奈川県川崎市 あさお希望のシナリオプロジェクト実行委員会

45 大阪府大東市 NPO法人住まいみまもりたい 生活支援コーディネーター

072-812-6571 info@sumaisc.com https://daito-ch.com/

46 岐阜県各務原市 八木山地区社会福祉協議会 事務局

080-5180-7047 ta.katorea@extra.ocn.ne.jp http://sasaeai.stars.ne.jp/

47 神奈川県横浜市 横浜市泉区福祉保健センター 高齢・障害支援課

045-800-2434 iz-koreisyogai@city.yokohama.jp
https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/kurashi

/fukushi_kaigo/koreisha_kaigo/care-plan

48 埼玉県川越市 川越市社会福祉協議会 地域福祉課

049-225-5703 fukushisuishin@kawagoeshi-syakyo-or.jp

49 大阪府八尾市 八尾市社会福祉協議会 地域福祉グループ

072-990-4567 yaosyakyo@forest.ocn.ne.jp

50 埼玉県鶴ヶ島市 壮年塾Gのつどい

090-4427-7254 fuji3tsac1980@ozzio.jp

51 島根県出雲市 出雲市社会福祉協議会 地域福祉課

0853-23-3781 fukushi@izumoshakyo.jp https://www.izumoshakyo.jp/

52 北海道札幌市 医療法人社団豊生会 地域包括ケア推進部

011-784-7511 etsuko_takahashi@houseikai.or.jp

53 島根県浜田市 浜田市社会福祉協議会 地域福祉課

0855-22-0094 hamada-shakyo1@hamada-shakyo.com http://www.hamada-shakyo.com/

54 山梨県南アルプス市 南アルプス市介護福祉課 介護福祉課

055-282-7347 s-kono@city.minami-alps.lg.jp
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55 埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ島市社会福祉協議会

049-271-6011 info@tsurusha.or.jp

56 埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ島市社会福祉協議会

049-271-6011 info@tsurusha.or.jp

57 山梨県南アルプス市 八田ふれあいの会 金丸清人

090-6479-9669 ksyimt@yahoo.co.jp

58 福岡県宗像市 宗像市高齢者支援課

koureisya@city.munakata.lg.jp

59 大阪府大阪市 大阪市鶴見区社会福祉協議会 生活支援体制整備事業

06-6913-7070 o_turumi@atlas.plala.or.jp http://www.tsurumi-kushakyo.or.jp/

60 埼玉県草加市 草加市谷塚東部地区社会福祉協議会 瀬崎ざくろ亭部会

048-927-9156

61 鳥取県北栄町 北栄町社会福祉協議会 地域福祉課

0858-37-4522 chiiki2@mail6.torichu.ne.jp

62 岩手県軽米町 軽米町健康福祉課 軽米町健康福祉課

0195-46-4736 kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp

63 三重県いなべ市 NPO法人快生教学会

0594-37-7062 enmusubi@cty-net.ne.jp https://www.enmusubi.or.jp

64 岩手県軽米町 軽米町健康福祉課 軽米町健康福祉課

0195-46-4736 kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp

65 山梨県南アルプス市 中野支えあい協議体

090-8347-7537 tamiono2009kt@au.wakwak.com

66 北海道北広島市 北広島市にし高齢者支援センター

080-2876-5970 m.takahashi@shojinkai.or.jp http://www.shojinkai.or.jp

67 神奈川県川崎市 株式会社日本ライフケア　ゆい保育園たまがわ

044-455-4800

68 熊本県熊本市 熊本市中央５地域包括支援センター ささえりあ水前寺

096-362-0065 ootsuki@toueikai.or.jp

69 神奈川県横浜市 高田コミュニティカフェゆずの樹

https://yuzunoki2020.wixsite.com/website

70 茨城県つくばみらい市 つくばみらい市社会福祉協議会 地域福祉推進課　ボランティア市民活動センター

0297-25-2101 shun.nakamura@tm-shakyo.jp https://www2.tm-shakyo.jp/

71 奈良県奈良市 奈良市社会福祉協議会 地域福祉第四課

0742-93-3741 ongaku@silver.ocn.ne.jp https://www.narashi-shakyo.com/

72 神奈川県川崎市 株式会社日本ライフケア　「結」ケアセンターいくた 株式会社　日本ライフケア

090-1542-0919 arakawa@nihon-lifecare.jp https://nihon-lifecare.jp/

73 埼玉県入間市
入間市介護予防・日常生活支援総合事業 住民主体通

所型サービス「糸ぐるま」
入間市西武地区地域包括支援センター

04-2931-3311 seibu-houkatsu@bz01.plala.or.jp

74 大阪府門真市 公益社団法人門真市シルバー人材センター 事業課

06-6905-5911 jigyou_kadoma-sc@osaka.zaq.jp https://wm.zaq.ne.jp/do/logout

75 鹿児島県出水市 米ノ津東地区コミュニティ協議会

0996-79-3992 komehiga1338@pure.ocn.ne.jp https://komehigasi.sakura.ne.jp/index.html

76 秋田県羽後町 羽後町社会福祉協議会 羽後町社会福祉協議会

0183-62-5313 https://ugomachishakyo.or.jp/

77 岐阜県各務原市 各務原市社会福祉協議会 地域福祉

058-383-7610 city.kakamigahara.sc@gmail.com http://kakamigahara-shakyo.jp/

78 北海道江差町 江差町役場高齢あんしん課 地域包括支援係

0139-52-6726 miyuka.kataishi@town.hiyama-esashi.lg.jp

79 埼玉県加須市 北川辺みずわの会
北川辺高齢者相談センター　加須清輝苑（地域包括支

援センター）

0280-23-1133 kazo-houkatsu@sw-kouwakai.or.jp

80 北海道滝上町 滝上町生活支援体制整備事業 滝上町保健福祉課福祉係

0158-29-2111 hukusi@town.takinoue.hokkaido.jp https://town.takinoue.hokkaido.jp/

81 埼玉県小鹿野町 小鹿野町役場保健課 保健課

0494-75-0135 hokenka@town.ogano.lg.jp

82 長崎県諫早市 諫早市中央部地域包括支援センター

0957-22-1500 hokatsu_care@city.isahaya.nagasaki.jp
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83 長崎県諫早市 諫早市中央部地域包括支援センター

0957-22-1500 hokatsu_care@city.isahaya.nagasaki.jp

84 秋田県大館市 大館市社会福祉協議会 地域福祉係

0186-42-8101 chiiki@oodate-shakyo.or.jp http://www.oodate-shakyo.or.jp/

85 島根県川本町 三原の郷未来塾・たすけあい川本 川本町健康福祉課

0855-72-0633
hhh@mbc.ocn.ne.jp（三原の郷未来塾・たすけあい川

本事務局長）

86 佐賀県みやき町 みやき町社会福祉協議会 地域づくり課　支え合い推進係

0942-81-6004 sasaeai@miyaki-shakyo.jp

87 石川県能美市 下ノ江ささえあい隊

090-8702-5458 ymaida3@yahoo.co.jp

88 石川県羽咋市 羽咋市社会福祉協議会 在宅支援係

0767-22-6231 h.shakyo@titan.ocn.ne.jp

89 岩手県一戸町 訪問助け合いボランティアすける's 一戸町地域包括支援センター

0195-32-3700 j-ruri@town.ichinohe.iwate.jp

90 埼玉県入間市 入間市社会福祉協議会 地域福祉推進課

04-2963-1014 daihyou@iruma-shakyo.or.jp https://iruma-shakyo.or.jp

91 愛知県東海市 東海市高齢者支援課 高齢者支援課

052-689-1600 kourei@city.tokai.lg.jp

92 埼玉県入間市 入間市金子地区地域包括支援センター

kaneko-houkatsu@bz01.plala.or.jp

93 鹿児島県鹿屋市 鹿屋市役所高齢福祉課 高齢福祉課

0994-31-1116 kourei@city.kanoya.lg.jp

94 大阪府太子町 太子町社会福祉協議会 地域包括推進室

0721-98-1311 info@taishi-syakyo.net http://www.taishi-syakyo.net/

95 香川県丸亀市 飯山北地区コミュニティ推進協議会

0877-98-6595 http://www.hankita.sakura.ne.jp/

96 奈良県葛󠄀城市 葛󠄀城市社会福祉協議会 総務課

0745-48-3373 taguchi-kenichiro@katsuragi-shakyo.jp http://katsuragi-shakyo.jp/

97 埼玉県三芳町 三芳町社会福祉協議会 事業係

049-258-0122 miyosha-vc@miyoshi-shakyo.or.jp https://miyoshi-shakyo.or.jp/index.html

98 茨城県水戸市 水戸市高齢福祉課 福祉部高齢福祉課地域支援センター

029-232-9110 tiikisien@city.mito.lg.jp
https://www.city.mito.lg.jp/soshiki/06000/0600

4/index.html

99 北海道札幌市 医療法人重仁会 厚別区生活支援推進員

011-807-5500 kanri@seikatsushien.net https://seikatsushien.net/

100 北海道栗山町 栗山町社会福祉協議会 事務局

0123-72-1322 kuriyama-shakyo@adagio.ocn.ne.jp

101 岩手県遠野市 遠野市社会福祉協議会 地域福祉課

0198-62-2837 shakyo-tutibuti@tonotv.com https://www.tono-shakyo.jp

102 静岡県藤枝市 藤枝市・藤枝市社会福祉協議会 都市建設部地域交通課

054-631-4169 takehito1_matsushita@city.fujieda.lg.jp

103 高知県四万十町 NPO法人地域支援の会さわやか四万十 でゆう十和組

0880-29-1984 transport_shimanto_2020@yahoo.co.jp

104 大阪府和泉市 チョイサポしのだ 和泉市役所高齢介護室

0725-99-8132 koukai@city.osaka-izumi.lg.jp

105 滋賀県日野町 日野町社会福祉協議会 地域福祉課

0748-52-1219 hureai01@rmc.ne.jp hureai01@rmc.ne.jp

106 長崎県諫早市 諫早市中央部地域包括支援センター

0957-22-1500 hokatsu_care@city.isahaya.nagasaki.jp

107 長崎県対馬市 対馬市社会福祉協議会 地域福祉班

0920-58-1432 m-abiru@tsushima-shakyo.jp

108 神奈川県横浜市 横浜市泉区社会福祉協議会

045-802-2150 nakagawa02@yokohamashakyo.jp

109 埼玉県深谷市 深谷市社会福祉協議会

048-573-6563 fukayashakyo.ogi@gmail.com
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110 神奈川県横浜市 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 生活支援体制整備事業

045-304-1291 shimoseya-seikatsu@shafuku-doujinkai.or.jp
https://shafuku-doujinkai.or.jp/facility/care-

plaza/shimoseya

111 京都府京都市 京都市社会福祉協議会 地域支援部

075-354-8732 commu@kcsw.jp https://www.syakyo-kyoto.net/

112 埼玉県和光市 和光ビビンパの会 和光市統合型地域包括支援センター

048-468-2312 togo@hikarinosato.net

113 埼玉県鶴ヶ島市 NPO法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会

049-298-7974 650130hosogai@jcom.zaq.ne.jp

114 埼玉県 埼玉県社会福祉協議会 地域福祉部　地域連携課

048-822-1248 chiiki-g@fukushi-saitama.or.jp

115 大阪府 大阪府 福祉部高齢介護室介護支援課

06-6944-0139 koreikaigo-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp https://eemachi.pref.osaka.lg.jp

116 北海道 新地域支援事業北海道協議体 北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課

011-231-4111

（代表）
hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/

117 大阪府 本音で語ろう‼情報交換会実行委員会 本音で語ろう‼情報交換会実行委員会

0721-98-1311

（太子町社協　貝長）
t-kainaga@taishi-syakyo.net

118 千葉県 千葉県新地域支援事業推進協議会 さわやかインストラクター千葉

043- 312-1251 sara-kokusho@helen.ocn.ne.jp http://www.tibakenshakyo.com

119 福岡県中間市 中間市役所介護保険課 中間市地域包括支援センター

093-245-7716 tiikihoukatu@city.nakama.lg.jp https://www.city.nakama.lg.jp

120 岡山県岡山市 公益財団法人岡山市ふれあい公社 岡山市ふれあい介護予防センター

086-274-5136 OYC@mx.okayama-fureai.or.jp
https://www.okayama-fureai.or.jp/category/4-

0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

121 北海道赤井川村 赤井川村社会福祉協議会

0135-34-6068 info@akaigawa-shakyo.or.jp https://akaigawa.jimdofree.com/

122 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

123 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

124 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

125 兵庫県伊丹市 稲野町自治会 子育てくらぶ　谷本

090-5126-1797 kiyoko_tanimoto@wind.ocn.ne.jp

126 神奈川県川崎市 NPO法人アイゼン

044-819-4406 https://npo-aizen.jp

127 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

128 静岡県西伊豆町 西伊豆町健康福祉課 健康福祉課

0558-52-1116 kenkou@town.nishiizu.shizuoka.jp https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/

129 岡山県岡山市 一般社団法人健康生きがいづくりおかやま 事務局

ikigai.kensei@gmail.com

130 埼玉県入間市 元気が出るふじさわ未来ネット 入間市藤沢地域包括支援センター

0429-60-6307 fujisawa-houkatsu@bz01.plala.or.jp

131 埼玉県入間市 元気が出るふじさわ未来ネット 入間市藤沢地域包括支援センター

0429-60-6307 fujisawa-houkatsu@bz01.plala.or.jp

132 千葉県千葉市 公益財団法人千葉県老人クラブ連合会

043-242-4904 oyabu@senior-chiba.or.jp http://rouren.jp/

133 兵庫県神戸市 神戸市灘区社会福祉協議会 地域支援課

078-843-7040 matsumura@nadaku-shakyo.org https://www.nadaku-shakyo.org

134 岩手県遠野市 健康福祉部健康福祉の里 福祉課

0198-68-3191 sato-fukushi@city.tono.iwate.jp https://www.city.tono.iwate.jp
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135 鹿児島県出水市 大川内地区コミュニティ協議会

0996-68-2778 ookawauticomkyo@orange.ocn.ne.jp
https://sites.google.com/view/ookawautitikuco

mkyo

136 長崎県佐々町 佐々町役場 多世代包括支援センター

0956-62-6122 houkatsu@saza.nagasaki.jp

137 兵庫県加東市 加東市福祉総務課 福祉総務課

0795-43-0408 eiko_fujimoto2@city.kato.lg.jp

138 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

139 沖縄県豊見城市 豊見城市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター

098-856-2782 sc1_tomi@tomigusuku-shakyo.or.jp

140 埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ島市社会福祉協議会

049-271-6011 info@tsurusha.or.jp

141 群馬県高崎市 認定NPO法人じゃんけんぽん 認定NPO法人じゃんけんぽん事務局

027-350-3191 info@jankenpon.jp https://www.jankenpon.jp/

142 埼玉県入間市 元気が出るふじさわ未来ネット 入間市藤沢地域包括支援センター

0429606307 fujisawa-houkatsu@bz01.plala.or.jp

143 埼玉県入間市 入間市高齢者支援課 高齢者支援課

04-2964-1111 ir314000@city.iruma.lg.jp

144 東京都千代田区 公益社団法人日本フィランソロピー協会 事業部

03-5205-7580 aoki@philanthropy.or.jp https://www.philanthropy.or.jp/

145 埼玉県入間市 元気が出るふじさわ未来ネット 入間市藤沢地域包括支援センター

0429-60-6307 fujisawa-houkatsu@bz01.plala.or.jp

146 神奈川県横浜市 横浜市社会福祉協議会 地域活動部　市民活動支援課

045-201-8620 yvc@yokohamashakyo.jp https://www.yokohamashakyo.jp/yvc/

147 群馬県高崎市 認定NPO法人じゃんけんぽん 認定NPO法人じゃんけんぽん事務局

027-350-3191 info@jankenpon.jp https://www.jankenpon.jp/

148 長野県長野市 鬼無里地区住民自治協議会 生活支援コーディネーター

026-256-2213 fureaikinasa@tgk.janis.or.jp https://fureaikinasa.jp/

149 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

sdc.j0204uri@gmail.com

150 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

151 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター

090-5546-6623 hana@tama-sdc.com

152 神奈川県川崎市 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター
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