レストラン・カフェ
ベ

七福

吉祥寺北町４−１２−２０
TEL 0422-52-7828
素材と調理法にこだわった野菜たっ
ぷりの食事には、
「福」がいっぱいです。
七福の詳しい味わい方は、ホームペー
ジをご覧ください。充実の時間を過ご
す店内の様
子 や月 替 わ
りのメニュー
も 掲 載し て
います。

茶

やさい食堂

カリー喫
ー

パールブーケ

ゆとりえキッチン

吉祥寺北町４−１１−１６
TEL 0422-54-5127

吉祥寺南町４−２５−５
TEL 0422-72-0311

天然酵母、国産小麦を使用。安全
でおいしいパンを焼きたてでお召し上が
りください。手作りスープとセットでお
得なランチもあります。お子様づれで
もゆっくりお
過ごしいただ
けます。パン
のお持ちかえ
りもできます。

ゆったりとしたサロンで緑豊かな
庭を眺めながら家庭料理を楽しんで
いただけるコミュニティー食堂です。
こころとからだに優しい献立を用意
し、あたた
かなおもて
なしを大切
にしていま
す。
金曜日 17:00〜18:30

月〜金 10:00〜15:00
パンの販売は 〜16:00
武蔵野障害者総合センター１F

月〜金 11:00〜16:00
http://fuku-musashino.or.jp/nanafuku/
武蔵野福祉作業所１F

〜地域社会に役立つ〜

当法人は、障害者の方の就労の場として、レストラン・カフェを営業しています。

社会福祉法人
基本方針

福祉サービスを必要とする方の基本的人権を尊重し、
その人らしい暮らしが送れるよう適切な支援を行います。

国は社会経済情勢に大きな変化が出ていることを踏

があります。私どもはそれぞれが認め合い、支え合う

まえて、社会保障制度の在り方も含めた政策転換を

ような社会のあり方を追求することが社会福祉法人と

図っています。その中には地域社会の再構築、すなわ

しての使命だと考え、この地で必

ち新たなつながりを生み出し、地域で支え合う社会を

須の存在となるよう不断の努力を

つくるという志向性があります。私どもはご利用者の

重ねてまいります。

支援に力を注ぐとともに、共生する社会の実現のため

2020 年度から新たな事業であ

に分野を超えて有機的に連携・協働していく必要があ

るパレットとかしの木を開設しま

ると考えます。

す。今後ともご指導、ご支援をよ

一人ひとりに存在の価値があり、また社会的な役割

さくらごはん

カフェ・ル・ブレ

緑町２−２−２８
TEL 0422-56-8191

旬の素材を大切にした和食中心の
料理をリーズナブルに提供します。
お米は店内で炊く直前に精米し、
お釜で炊いています。
炊きたてのごはんのおいしさを感
じてください。

お客様に喜んでいただくことを第一
に、焼きたてのパンと野菜たっぷりの
ヘルシーなスープをご用意しています。
８F からのながめとコーヒーを楽しみな
がらゆったりとお過ごしください。天然
酵母パンの販売もいたします。

月〜金 11:00〜15:00
武蔵野市役所 8F

月〜金 11:00〜15:00
武蔵野市役所 8F

緑町２−２−２８
TEL 0422-54-5127

武蔵野

ま

ろしくお願いいたします。
社会福祉法人武蔵野

ち

安藤

住みなれた地域で暮らす。
安心と笑顔のある毎日を支えます

理事長

真洋

平成21年4月 「武蔵野市みどりのこども館」開設
（武蔵野市より指定管理委託）

法人のあゆみ

喫茶「カフェ・ル・ブレ」をオープン
平成22年4月

生活リハビリサポート「すばる」開設
グループホーム「せきまえハウス」開設

平成4年3月 「社会福祉法人 武蔵野障害者総合センター」設立
平成5年6月 「武蔵野障害者総合センター」開設

アクセス

平成6年7月

みどりのこども館

カフェ・ル・ブレ
さくらごはん

パールブーケ
交

わくらす武蔵野

・三鷹駅 北口バスのりば①番
北裏・武蔵関駅・田無橋場行き
緑町住宅前下車 徒歩1分

北町ほっと館 2.3F

桜堤ケアハウス

北町ほっと館 1F

武蔵野
中央公園

・吉祥寺駅 北口バスのりば①②番
成蹊学園行き以外
市民文化会館前下車 徒歩5分

武蔵野市役所

りぷる

パレット

武蔵野福祉作業所

かしの木

武蔵境駅

あいる

七福
武蔵野福祉作業所1F

井の

頭通
り

三鷹駅

つむぐと

ワークセンターけやき

印刷企画制作室

市役所 8階食堂「さくらごはん」をオープン
平成27年3月

グループホーム「くすの木」開設

平成12年4月

ショートステイハウス「なごみの家」開設

平成28年4月

経営基本原則 策定

平成14年1月

知的障害者グループホーム「やはたハウス」開設

平成29年4月

武蔵野市障害者福祉センターを武蔵野市より指定管

平成18年4月

重度身体障害者グループホーム「RENGA」開設

10月

武蔵野市障害者就労支援センター開設

平成19年4月 「武蔵野福祉作業所」を開設（東京都より移譲）
平成20年10月

武蔵野福祉作業所が「やさい食堂七福」をオープン

理委託
平成31年3月

障害者支援施設「わくらす武蔵野」開設

令和3年1月

武蔵野市放課後等デイサービス「パレット」開設

令和3年3月

グループホーム「かしの木」開設

五日
市街

吉祥寺駅
ジョブアシスト

せきまえハウス

2021.02. ／ 500

三鷹
通り

アジア大通り

市民文化会館

7月 「ゆとりえ」開設

・西武線西武柳沢駅
南口バスのりば①②番
三鷹駅、
吉祥寺駅行き
武蔵野住宅下車 徒歩5分

中央図書館
武蔵境通り

くすの木

通

・JR三鷹駅より徒歩25分

なごみの家
きたまちハウス

2階、3階にグループホーム「きたまちハウス」開設
平成26年4月 「ワークステージ りぷる」開設

平成8年6月 「武蔵野市桜堤ケアハウス」の運営を受託

武蔵野障害者総合センター

武蔵野障害者総合センター1F

障害者福祉センター

12月 「北町ほっと館」竣工

軽費老人ホーム「武蔵野市くぬぎ園」の運営受託

10月 「社会福祉法人 武蔵野」と名称を変更

武蔵野市役所8F

平成25年6月 「ジョブアシストいんくる」開設

いんくる

道

JR中央線

ゆとりえ
ゆとりえキッチン

社会福祉法人武蔵野

法人本部 〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町 4-11-16 電話 0422-54-7666
mail:musashino@fuku-musashino.or.jp
https://fuku-musashino.or.jp/

FAX 0422-54-7599

障害者・児童サービス

高齢者サービス

相談支 援
●

就労支援

指定相談事業・地域活動支援センター事業所

地域生活支援センター

●

びーと

ワークセンター

けやき

※利用時間 月〜土 9:30〜18:00

日曜祝日等閉館

吉祥寺北町４−１１−１６ TEL 0422-54-5171

●

武蔵野市障害者就労支援センター

あいる

企業への就労にチャレンジしたい方、現在企業で働いている方、
以前働いていて再就職を目指したい方へ職業訓
練・職場体験実習の提供、企業面接の同行など、
求職活動全般の支援を行います。

※利用時間 月〜金 9:00〜19:00
土 9:00〜17:00 日曜祝日等閉館
境南町2−５−８ ヴィラージュ武蔵野102号室
TEL 0422-26-1855

居住 支 援
定員 6 名

グループホーム

障害のある方が家庭的な雰囲気の中で自立
して生活しています。

定員 15 名

グループホーム

● きたまちハウス
北町ほっと館の２階、３階にあり、一定のケ
アを受けながら自立生活をおくります。ショー
トステイ 1 室も併設

グループホーム

グループホーム

精神障害や発達障害のある
方で企業就労を目指す方を対
象に就職支援を提供します。
①就労トレーニング ②就活プ
ログラム③パーソナルアシス
トの３つにより、企業就労を
支援します。

くすの木

かしの木

定員 20 名

デイセンター

●

● 武蔵野福祉作業所

定員 80 名

山びこ

定員 40 名

ふれあい

定員 20 名

武蔵野市

H29年4月より武蔵野市
より指定管理を受けて運
営。センター事業として各
種講習会の実施。中途障害
の方の機能訓練・社会参加
を行う「すばる」を設置。
また、高次脳機能障害の方への相談窓口「ゆいっ
と」を設置しています。

八幡町４−２８−１３ TEL 0422-55-3825

吉祥寺北町４−１２−１１ TEL 0422-60-2663

北館、南館 2 棟のグループホームです。自
立生活を送ります。体験 1 室あります。

吉祥寺北町5−7−5
TEL 0422-54-7673

子育て支援（

定員 入所 40 名 通所 50 名

施設入所支援、生活介護、短
期入所、行動援護等を行なって
います。

TEL 0422-37-2644

武蔵野市児童発達支援センター

みどりのこども館

定員 2 名

介護者が手を休めたり、諸事情により一時的に家庭で介
護が受けられない方へ、短期間、施設での介護サービスを
提供しています。

特養ホームでの敬老会

（通所介護・介護予防通所介護・通所型サービス） 定員 40 名
身体の機能を維持したり、はりのある生活や趣味活動をし
たり、
また、介護者の負担を軽減するために、通所型の介護サー
ビスを提供しています。
デイサービスでの
料理活動

● 在宅介護・地域包括支援センター
「身近な地域の総合相談窓口」として、在宅介護に関
する様々な相談に対応し、各種の生活支援サービス、介
護保険サービス、住宅改修などの情報提供、総合調整を
行います。福祉・医療・権利擁護などのサービスを包括
的に提供していくために、武蔵野市の地域包括支援セン
ターと連携しています。

武蔵野市桜堤ケアハウス
● ケアハウス

（単身用居室 26 室・二人居室 2 室）

支援センターの
専門相談員

桜堤１−９−９
TEL 0422-36-5122

定員 29 名

自宅での独立した生活に不安のある方へ、食事、生活
上の相談や緊急時における支援を提供しています。

※利用時間
定員 20 名

TEL 0422-54-5162

宿泊利用（ショートステイ）と時間ごとの利用（タイムステイ）
の利用方法があり、送迎、食事サービスなどもあります。

月〜金 9:00〜17:00

地域子育て支援拠点事業

● おもちゃのぐるりん

月〜金 9:30〜14:00

武蔵野市放課後等デイサービス

市内に住む 0 歳児〜未就学児とその
保護者が自由に遊べる施設です。

※利用時間

「身近な地域の総合相談窓口」として、在宅介護に関
する様々な相談に対応し、各種の生活支援サービス、介
護保険サービス、住宅改修などの情報提供、総合調整を
行います。福祉・医療・権利擁護などのサービスを包括
的に提供していくために、武蔵野市の地域包括支援セン
ターと連携しています。

● パレット（桜堤ケアハウス内）TEL 0422-36-5127

TEL 0422-37-2016

心身の発達が気になる子どもの、児童
福祉法に基づく児童発達支援事業です。

※利用時間

） ●
ハビット
発達の気になる子どもと保護者の地
域生活をサポートします。

子育て支援施設として
３つの機能の施設を運営
しています。

通園部

定員 2 名

（居宅介護支援事業所）

相談部

TEL 0422-55-8510

緑町２−６−８

● ウィズ

ショートステイハウス

● なごみの家（わくらす内）

（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）

● 在宅介護・地域包括支援センター

障害者地域生活支援ステーション

● わくらす武蔵野

● ショートステイ

シンボルツリー
「ハンカチの木」

（居宅介護支援事業所）

● 障害者福祉センター

作業支援を中心に「働く」こ
とを通した自己実現を目指しま
す。積極的に機械を導入し、効
率的な環境の中で新たな可能性
を高めていきます。

定員 30 名

● デイサービス

吉祥寺北町４−１１−１６ TEL 0422-54-5134

定員 20 名

吉祥寺南町４−２５−５
TEL 0422-72-0311

日常生活で常時介護を必要とし、自宅での生活が困難な
方へ生活全般（食事、入浴、排泄など）の介護サービス
を提供しています。

主に身体障害のある方を
対象とし、創作、運動、音楽、
外出、リハビリなどの活動を
行い、自律性が高まるよう支
援します。

菓子箱作りや詰め合わせ、
封入作業、給食調理、レスト
ラン経営と多様な作業種と社
会参加プログラムやクラブ活
動などを行います。ともに働
きながら、育ち合う関係を深
め、楽しみや喜びの創造を大切にしています。

● りぷる

デイセンター

● 特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

吉祥寺北町４−１１−１６ TEL 0422-54-5102

ワークステージ

定員 13 名

定員 40 名

個別的な対応や配慮を必
要とする知的障害、自閉症
などの障害のある方たちに
作業、創作、運動など個別
ニーズに合わせた支援を行
います。三鷹駅前に雑貨店
「つむぐと」も運営しています。

定員 20 名

吉祥寺北町４−１２−２０ TEL 0422-53-1782

障害のある方が一定のケアを受けながら自
立した生活を行います。

●

●

吉祥寺北町４−１１−１６ TEL 0422-54-5096

ジョブアシストいんくる

大地

吉祥寺北町４−１１−１６ TEL 0422-54-5112

育んでいきます。

●

ワークセンター

箱詰め、封入封緘、公園
清掃、ポスティングなどの働
く活動を中心とし、社会参加
を通した生活活動や社会生
活技能の習得を目ざした自立
訓練などを行ないます。

中町１−２８−１０ TEL 0422-50-1701

● せきまえハウス

●

●

定員 40 名

封入等軽作業、喫茶
店、ベーカリー（パン焼
き）
、さくらごはん（厨
房、ホール）
、DTP、印刷
など、本格的な仕事を
する機会と環境を提供
し、その中で働く力を

障害のある方ご本人やご家族の相談支援窓
口として、毎日の生活の中での困りごと相談
や福祉サービスのご案内、制度の情報提供や
当事者のつどい企画などを行っています。

ゆとりえ

社会活動支援

火〜土 10:00〜16:00

※利用時間

月〜金 放課後〜18:00
学校長期休みは 9:00〜18:00

6 歳から 18 歳までの障害児または医療的な生活援助や配慮を
必要とする児の自由遊びや個別プログラムを行います。

定員 10 名

