
 区内社会福祉施設 

社会資源情報カード一覧 

  
 

社会資源情報カードとは、区内の社会福祉法人が運営している福祉施設が、地域貢献の一環として地域の皆さんに

貸し出せる物品や会議室などのスペース及び専門相談・出張講座等施設の特色をいかした職員の協力を掲載したカー

ドです。 

この社会資源カードを活用することにより、施設と地域のつながりを深め、地域活動を活性化することが目的です。 

お気軽にご相談ください。 

 

＜社会資源情報カードを利用するにあたって＞ 

 相談は早めにお願いします。貸出しには手続きが必要です。余裕をもって相談しましょう。 

 活用についてご不明の点があれば、下記までご連絡ください。 
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南部圏域 
＜目次＞ 

  社会福祉法人中野あいいく会 杉の子弥生・・・・・・・・３ 

社会福祉法人ケアネット やよいほうむ・・・・・・・・・５ 

社会福祉法人武蔵野療園 ハピネスホームひなぎくの丘・・７ 

中野区本町地域包括支援センター・・・・・・・・・・・・９ 

社会福祉法人ケアネット  

小規模多機能ホーム倶楽部千代田會舘・・・・１１ 

社会福祉法人ユーカリ福祉会 中野みなみ保育園・・・・・１３ 

 

-2- 



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

施設名
社会福祉法人中野あいいく会
杉の子弥生

住所 中野区弥生町2-5-11 連絡先

TEL　3371-5231
担当者 上西

FAX　同上

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www5.famille.ne.jp/~aiiku/

　社会福祉法人中野あいいく会は、知的障害者を持つ親たちの会「中野区愛育会」を母体として、平成14年に法人格を取得し、作業所を移管しました。住み慣れ
た地域で「ともに生きる」ことを理念として掲げています。区内に4か所の事業所があります。共通方針として、働くことや文化的な活動を通して様々な経験を積
み、豊かな生活が送れるよう支援しています。杉の子弥生は、昭和56年に第二杉の子作業所として発足しました。利用者の能力や適性に応じ、自立した日常生
活や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活が出来るように支援しています。①もっている力を発揮して、仲間と楽しく働くことができるように支援します。②
集団活動の中で、マナーやルールなどを守る経験を重ね、社会的自立ができるように支援します。③社会的自立ができるように支援します。以上３点を大切にし
ながら支援しています。

部屋名 収容人数 車イス対応可否 設備・備品

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種 相談・指導・講演・得意分野等

社会福祉士 福祉に関する相談

元特別支援学校教諭 障害児に関する教育相談

相談員 障害者（児）に関する相談
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⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

行事・イベント・活動 日時 内容 参加費・参加方法

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

絵画・園芸・木工活動を手伝っていただけるボランティアさんを募集しています。活動は月1回です。



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者
生活相談員
山口・倉本

パイプイス（１０脚）車イス

　やよいほうむは、平成13年3月に中野区南部初の特別養護老人ホームとして開設しました。
定員30名の都内でも最少クラスの特別養護老人ホームですが、木と障子の柔らかい空間で、過ごしやすい生活空間としております。
在宅介護サービスとして、デイサービスセンター、ショートステイを併設。
地域密着型で狭い地域を深く耕すことのできる施設として、地域の皆様の様々なご相談に対応していきたいと思います。

TEL　5342-0820

FAX　5342-0920

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.yayoi-home.com/

連絡先中野区弥生町2-42-2住所

テーブル、イス

介護支援専門員

介護職員

職種

社会福祉士

相談・指導・講演・得意分野等

認知症について、介護保険制度について

認知症について、介護保険制度について

介護の実際について、車椅子講座

６名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

可相談室

社会福祉法人ケアネット

やよいほうむ
施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名



‐6‐

参加費・参加方法

8月最終土曜日 出店・盆踊り 金券購入による出店利用

内容

やよいほうむでは、地域のボランティアの方を募集しております。
１：入居者の方の話し相手
２：簡単なシーツ交換や洗い物等
３：行事、外出のお手伝い等
お気軽にお問い合わせ下さい。
03-5342-0820　担当：生活相談員

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

納涼祭

行事・イベント・活動



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（                          ）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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施設長（看護師）

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

生活相談員

職種

栄養士・調理職員

相談・指導・講演・得意分野等

高齢者向けの食事、離乳食など、手軽に作れるレシピの紹介や料理教室

介護サービスについての情報提供

看護全般の講習会（応急手当、病状の観察と気づきの紹介、高齢者に多い疾
患の講習会

設備・備品

社会資源情報カード

担当者 佐藤　宰

DVDプレイヤー

歩行器

会議用テーブル

流しそうめんセット

車イス（介助型・自走型）

イス（20脚）

　「ハピネスホーム・ひなぎくの丘」は、中野区弥生町に平成28年6月1日に開設した個室ユニット型の特別養護老人ホームです。特別養護老人ホーム68床、併設
型ショートステイ8床（ほか空床利用8床）、小規模認可保育園（0～2歳児対象　定員5名）を運営しています。ご利用者の「その人らしさ」「個別性」を核として、ご利
用者の五感（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）を大切にしたいと考え、建物の内装、デザイン、色彩、採光、空調等にこだわりました。
　自然と触れ合える池のある庭園、四季折々の植栽、屋上菜園を取り入れ、ご利用者の心のやすらぎを大切にしています。事業所内保育園の園児とご入居者の
世代間交流も行っています。

TEL 3381-1711

FAX 3381-1719

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.musashinoryoen.jp/

連絡先中野区弥生町5-11-15住所

多目的スペース 40名 可
スクリーン、プロジェクター、
テーブル、イス、マイク、ホワ
イトボード

社会福祉法人武蔵野療園
特別養護老人ホーム
ハピネスホーム　ひなぎくの丘

施設名

収容人数 車イス対応可否部屋名
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開設したばかりの施設ですので、今後、地域の皆様からの信頼を得られるよう、関わらせていただきたいと考
えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

各種講習会の開催を検討中

納涼祭（予定）

行事・イベント・活動

介護技術講座など

参加費・参加方法

毎年８月 ホーム内での夏祭り

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 管理者　條

　中野区内に8か所ある地域包括支援センターの1つです。弥生町、本町、中央のそれぞれ一部を担当している高齢者のなんでも相談所です。「介護」「保健」
「福祉」の専門職員が居ります。来所困難な方であれば、訪問も可能です。高齢者やそのご家族はもちろん、地域の方も困っている事、心配な事、気になる事
があれば、ご相談ください。

TEL 5385-3733

FAX 5385-3776

ホームページ　―

連絡先中野区本町5-10-4俱楽部千代田會館内

職種 相談・指導・講演・得意分野等

高齢者に関する出張相談、認知症サポーター養成講座等
主任ケアマネ、看護師
社会福祉士、介護支
援専門員

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

中野区本町地域包括支援センター施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

住所
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原則奇数月
第３土曜14時～15時30分

地域の方の福祉や介護に関す
る相談会

会場（鍋横集会室）へ（無料）

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時行事・イベント・活動 参加費・参加方法内容

鍋横出張相談会



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会福祉法人ケアネット
小規模多機能ホーム
倶楽部千代田會舘

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

１０名程度

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

可２階フロア

職種 相談・指導・講演・得意分野等

机、イス、ホワイトボード、プ
ロジェクター

社会資源情報カード

担当者 管理者　川口聡

車イス

　倶楽部千代田會舘は、京風長屋をモチーフにした和の造りの建物で、地域に暮らしている要介護認定を受けた方に介護保険の「通い」「泊り」「訪問」の全て
のサービスを提供し、利用者様の生活を支えていく事業所です。顔なじみの職員がサービスをおこないますので、利用者様が安心してご利用いただけます。住
み慣れた自宅や地域で長く暮らしていけるように地域に根差した事業所を目指しておりますので、環境の変化に敏感な高齢者（特に認知症の方）の不安を和ら
げることができます。

TEL 3384-6203

FAX 3384-6204

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.yayoi-home.com/

連絡先中野区本町5-10-4住所
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⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時行事・イベント・活動 参加費・参加方法内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会福祉法人ユーカリ福祉会
中野みなみ保育園

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種

園長・主任

相談・指導・講演・得意分野等

小・中学校へ「赤ちゃんについて」授業

社会資源情報カード

担当者 園長　釜

　中野みなみ保育園は、平成16年4月、中野区から社会福祉法人ユーカリ福祉会に譲渡されました。体験講座、ポニーと遊ぼうは月に1回実施しています。みな
み児童館での出前保育にも取り組んでいます。　平日10：00～12：00　園庭開放しています。

TEL　3384-5941

FAX　3384-0862

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.nakano-minami.ed.jp/　

連絡先中野区南台5-29-9住所
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出産を迎える親の体験講座。保育所体験等取り組んでいます。平日の午前10：00～12：00までは園庭開放し
ています。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

かっぱまつり

行事・イベント・活動 参加費・参加方法

11月26日 地域のお祭り

内容



中部圏域 
＜目次＞ 

  社会福祉法人戸越ひまわり福祉会 あけぼの保育園・・・・・１６ 

社会福祉法人中野あいいく会 杉の子城山・・・・・・・・・１８ 

社会福祉法人ひかり会 盲人自立センター陽光園・・・・・・２０ 

社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野しいの木寮・・・２２ 

社会福祉法人愛成会 メイプルガーデン・・・・・・・・・・２４ 

社会福祉法人キングスガーデン 東中野キングス・ガーデン・２６ 

社会福祉法人ケアネット おたきほうむ・・・・・・・・・・２８ 

社会福祉法人中野区福祉サービス事業団 小淀ホーム・・・・３０ 

社会福祉法人東京コロニー 中野区仲町就労支援事業所・・・３２ 
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①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会福祉法人
戸越ひまわり福祉会
あけぼの保育園

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種

保育・子育て

相談・指導・講演・得意分野等

子どもの食事、おやつ作り

子育て相談

ふれあい遊び、絵本

社会資源情報カード

担当者 梅木弘子

会議用机　１０台

イス　５０脚

　あけぼの保育園は、産休明けの赤ちゃんから就学前までのお子さん110名定員の保育園です。
　子どもは社会の宝。地域の子育てを応援します。
　保育園には、保育士・看護師・栄養士・調理師、様々な職種の人たちが働いています。何でも相談にのりますよ。

TEL　3385-3822

FAX　3385-3966

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.t-himawari-f.org/akebono/index.html

連絡先中野区上高田2-58-21住所
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⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

冬のお楽しみ会

木のおもちゃで遊ぼう

行事・イベント・活動

2016年12月7日(水)
10:00～11:00

影絵、人形劇を楽しむ
電話で申し込み受付
無料

参加費・参加方法

2016年11月26日(土)
10:00～11:30

木のおもちゃで自由に楽しく
遊ぶ

時間内出入り自由
参加費無料

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

施設名
社会福祉法人中野あいいく会
杉の子城山

住所 中野区中野1-6-12 連絡先

TEL　3371-5231
担当者 上西

FAX　同上

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www5.famille.ne.jp/~aiiku/

　社会福祉法人中野あいいく会は、知的障害者を持つ親たちの会「中野区愛育会」を母体として、平成14年に法人格を取得し、作業所を移管しました。住み慣れ
た地域で「ともに生きる」ことを理念として掲げています。区内に4か所の事業所があります。共通方針として、働くことや文化的な活動を通して様々な経験を積み、
豊かな生活が送れるよう支援しています。杉の子城山は、昭和38年東中野で第一杉の子作業所として立ち上げました。ご本人と保護者の方と「共に」を大切に・・
①可能性を見出し、その能力を引き出して豊かな生活が出来るように応援します。②地域で暮らしていくために、社会人としてのマナーやルールを守れるように
応援します。以上２点を大切にしながら支援しています。

部屋名 収容人数 車イス対応可否 設備・備品

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種 相談・指導・講演・得意分野等

社会福祉士 福祉に関する相談

元特別支援学校教諭 障害児に関する教育相談

相談員 障害者（児）に関する相談
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⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

行事・イベント・活動 日時 内容 参加費・参加方法

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

お菓子作り（ココラン）を行っています。販売もあります。



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

設備・備品部屋名

住所
社会福祉法人　ひかり会
盲人自立センター陽光園

施設名

収容人数 車イス対応可否

職種

施設長

相談・指導・講演・得意分野等

視覚障害者の日常に関する講演

社会資源情報カード

担当者 伊奈
  イ     ナ

　朋子

　当法人は、国内でも２０数か所しかない盲人ホーム(按摩鋮灸の研修から就労に繋げる場)としての施設を運営しています。都内在住の按摩鋮灸有資格者に
よる施術の提供は、より安価で安心である他、地域の皆さんの健康づくりに微力ながら貢献していると確信しています。地元当事者団体でありますNPO法人中
野区視覚障害者福祉協会との協力関係の中、視覚障害者が気軽に立ち寄り情報交換や各種イベントへの参加等、憩いと親睦の場ともなっています。

TEL　3380-9944

FAX　同上

盲人自立センター　　　）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　hikarikainakano.com/

連絡先
中野区中野2-29-15
サンハイツ中野208
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視覚障害者当事者独自の視点から、区民の皆様へより実践的な啓発活動を通して理解促進を図ります。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

視覚障害者の体験学習交流会

行事・イベント・活動 参加費・参加方法

2月頃(年1回)
アイマスク体験、点字学習、
盲導犬等の体験、買い物体
験

無料・電話申し込み

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　グループホーム　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 柴山

　社会福祉法人東京都知的障害者育成会が、平成10年7月1日に知的障害者のグループホームとして開設しました。定員は5名です。日中は、職場(会社、作
業所、通所施設など)に通っています。
　中野しいの木寮での生活は、利用者一人ひとりが自分らしい生活を送れるために、世話人・生活支援員と呼ばれる職員が日中・夜間一緒に過ごし、食事の
提供をはじめ、入浴支援、健康管理、金銭管理、悩み相談など日常生活で必要な支援を行います。また、住み慣れた地域で『安心』・『安全』・『楽しく』過ごせる
生活の場を提供しています。

TEL　3381-4197

FAX　同上

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ―――

連絡先中野区中野3-2-9住所

職種

サービス管理
責任者

相談・指導・講演・得意分野等

障害者のグループホームの説明

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

社会福祉法人
東京都知的障害者育成会
中野しいの木寮

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名
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参加費・参加方法

要相談 グループホーム見学 事前連絡必要

内容

知的障害者グループホームの見学会、説明会をご希望される方は下記の電話番号に連絡をお願いします。
＜連絡先＞城北地域生活支援センター
＜担当者＞柴山健一
＜電話番号＞5303-9453

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

見学

行事・イベント・活動



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者
法人事務局

石井

　平成22年に建物が新しくなったことを機会に以前の「愛成学園」から、新しく「メイプルガーデン」へと生まれ変わりました。豊かな時間を過ごす「場」として、ひと
り一人に添った生活の創造を目指し、障害の程度や状況に合わせたサポートを行っています。

TEL　3387-0262

FAX　3387-0820

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.aisei.or.jp/

連絡先中野区中野5-26-18住所

職種 相談・指導・講演・得意分野等

可

２０名

２０名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

多目的室

可ひまわり

社会福祉法人愛成会
メイプルガーデン

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名
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参加費・参加方法

11月上旬ごろ 出店 出店など

内容

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

メイプルフェスタ

行事・イベント・活動



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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プロジェクター・スクリーン・ホワ
イトボード・テレビ・ＤＶＤ・ラジカ
セ・マイク・イス・テーブル

社会資源情報カード

担当者 奥山　寧

カキ氷器

　東中野キングス・ガーデンは、平成27年3月に社会福祉法人キングス・ガーデン東京の都内２つ目の施設として開所いたしました。「地域に支えられ、地域に
仕え、地域とつながるコミュニティステーション」をテーマに地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護、グループホーム）と地域交流スペース（キングスカ
フェ）の３つの事業を展開しています。
・ご利用者がどのような人生を歩んできたのかを知り、尊敬の念をもってかかわっていくこと　・与えられている個性を大切にし、役割を発揮してもらうこと　・最
期の瞬間まで寄り添っていくこと　を大切にしていきたいと考えています。

TEL　3368-5200

FAX　3368-5204

可

可

キャラバン・メイト

職種

認知症ケア専門士

相談・指導・講演・得意分野等

認知症に関する個別相談（カフェにて）

認知症サポーター養成講座の開催

２０名

７０名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.kg-tokyo.or.jp/

連絡先中野区東中野4-2-16住所
社会福祉法人
キングスガーデン
東中野キングス・ガーデン

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品

多目的スペース１

多目的スペース２

部屋名
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随時 各事業運営補助

参加費・参加方法

毎月第1.3水曜日14:00～16:00認知症カフェ※各種併設イベント有 200円/回飲み物付

内容

年1～2回 地域の方とご利用者さんの触れ合う場 入場無料　※販売品有料

当事業所は、利用者の人柄や認知症を個性として受け入れる「ありのままの自分でいられる場所」をめざして
います。また、入り口のドアや玄関へとつながるエレベーター、階段などには一切施錠せず、ご利用者が外に
出ないように管理するのではなく、「外に出たい理由」に寄り添い、地域の人たちと連携して、町ぐるみで支え
る視点を大切にしています。そのための地域の井戸端、リビングとして、対話の場としての交流スペースがま
すます地域の人たちに利用、活用されることを願っています。実際に、ママさんたちが子どもを連れて階上を
訪れることもあり、またご利用者さんたちがイベントや子どもさんたちとのふれあいを求めて階下に来られて
います。こんなふれあいが普通にある場所。また、認知症カフェの運営を通して認知症の啓蒙普及はもとよ
り、志のある方がボランティアスタッフとして、また、サポーターとして活躍できる場所になることができればと
思っています。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

キングス交流祭

ボランティア

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

がん哲メディカルカフェ

オレンジカフェとんぼ

行事・イベント・活動

毎月第2土曜日13:00～15:00

がん当事者はもちろんご家族、友
人知人どなたでも参加でき、真摯
にお互いの話を聞きあう場　※樋
野先生面談有

300円/回茶菓付



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 中村正之

テント車イス

ポータブルトイレ

　おたきほうむは平成25年4月にオープンした全室個室の高齢者施設です。「地域の資源」となれるよう、物品やスペースの貸出を積極的に行っています。

TEL　5937-2160

FAX　5937-2163

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.yayoi-home.com/

連絡先中野区東中野5-17-30住所

イス、テーブル、プロジェク
ター、スクリーン、マイク

看護師

介護福祉士

職種

管理栄養士

相談・指導・講演・得意分野等

食事に関する事

健康に関する事

介護に関する事

30名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

可地域交流室

社会福祉法人ケアネット
特別養護老人ホーム
おたきほうむ

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名
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参加費・参加方法

9月の第3土曜日 出店 出店等の費用あり

内容

おたきほうむは平成25年4月にオープンした施設です。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

秋祭り

行事・イベント・活動



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 草野（事務係）

餅つき用きね・うす車イス

組み立て式パイプテント

 　小淀ホームは、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団が運営する高齢者施設で、特別養護老人ホーム６０床、ショートステイ４床、認知症対応型通所介
護（デイサービス）１日２４名、居宅介護支援事業所の各事業を実施しています。今年（平成２８年）で開設から２０年を迎えましたが、当初から地域やボランティ
アの皆さんに支えられ、地域に密着した運営を行っています。ＪＲ・地下鉄東中野駅、地下鉄中野坂上駅から徒歩１０分の住宅街にあります。

TEL　3366-6511

FAX　3366-6513

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　https://www.nfsj.jp

連絡先中野区中央1-18-3住所

机・イス

机・イス

机・イス

介護支援専門員

介護支援専門員等
（キャラバンメイト）

職種

介護福祉士等

相談・指導・講演・得意分野等

車いす操作・介護技術・認知症ケアに関する講座

介護保険制度に関する講座

認知症サポーター養成講座

可

可

１５名

６名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

相談室

スマイルルーム １０名

可会議室

社会福祉法人
中野区福祉サービス事業団
小淀ホーム

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名
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８月第３土曜日 屋台・ゲーム・バザーなど

参加費・参加方法

毎週火曜日１０：００～１２：００ 認知症カフェ １回１００円

内容

　小淀ホームは、「スマイル小淀！私たち自身が受けたいサービスを、必要とする人に届けます」を運営理念
としています。利用者の皆さんも、地域の方も、職員も、みんなが笑顔になれる小淀ホームとなるために、特
に認知症支援に重点をおき、さまざまな活動を実施しています。毎週火曜日に開催している認知症カフェ「小
淀ホームスマイルcafé 」は、「認知症になっても安心して明るく暮らし続ける街づくり」をテーマに、認知症の方
やその家族が気軽に立ち寄れる居場所づくりや、地域の方が、認知症の方への理解を深められることなどを
目的に、今年５月から開始しています。ぜひお立ち寄りください。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

小淀ホームスマイルサルサ

小淀祭

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

小淀ホームスマイルランチ

小淀ホームスマイルcafé 

行事・イベント・活動

屋台など費用あり

毎月第４日曜日１１：３０～１３：００ 地域向け食事会（ミニ講座あり） １回５００円

毎月第３月曜日１５：００～１６：３０ 介護予防教室（サルサダンス教室） １回５００円



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（                          ）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会福祉士

精神障害に関する福祉教育のお手伝い、職員、利用者の派遣など事業所での
体験実習受け入れ

相談・指導・講演・得意分野等

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ―――

連絡先

社会資源情報カード

担当者 秋谷　直子

　中野区仲町就労支援事業は、平成23年に開所し、社会福祉法人東京コロニーが指定管理者として運営を受託しています。区内在住の精神障害のある方を
対象に、就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業を運営しています。

TEL　3360-1571

FAX　3360-1573
社会福祉法人東京コロニー
中野区仲町就労支援事業所

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

住所 中野区中央3-19-1

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種

精神保健福祉士
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参加費・参加方法内容

事業所独自のイベントではありませんが、自主製品のキャンドル等を地域のイベントやお祭り等で販売してい
ます。利用者の方が地域の方々とふれあう機会になりますので、積極的に参加しています。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時行事・イベント・活動



北部圏域 
＜目次＞ 

  
 社会福祉法人ピオニイ福祉会 ピオニイ保育園・・・・・・・・・・・・３５ 

 社会福祉法人武蔵野療園 中野友愛ホームグループホーム夢・・・・・・３７ 

 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 中野区障害者福祉会館・・・・・３９ 

 社会福祉法人武蔵野療園 中野友愛ホーム・・・・・・・・・・・・・・４１ 

 社会福祉法人南東北福祉事業団 東京総合保健福祉センター江古田の森・４３ 

 社会福祉法人浄風園 浄風園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

 社会福祉法人東京コロニー コロニー中野・・・・・・・・・・・・・・４７ 

 社会福祉法人東京コロニー えはらハイツ・・・・・・・・・・・・・・４９ 

 社会福祉法人東京コロニー 中野区中野福祉作業所・・・・・・・・・・５１ 

 社会福祉法人巨玉会 野方さくら保育園・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

 社会福祉法人中野あいいく会 杉の子丸山・・・・・・・・・・・・・・５５ 

 -34- 



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会福祉法人ピオニイ会
ピオニイ保育園

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種 相談・指導・講演・得意分野等

社会資源情報カード

担当者 本城

　社会福祉法人ピオニイ保育園は、昭和46年に小規模保育園として認可を受け、昭和48年には社会福精進となり、0歳児保育園指定保育園として産休明けか
らの保育を行い、保育定数30名(0歳から2歳児)となる。昭和59年には現在の地に新築移転し、地域に根ざした保育園として32年を迎えます。
乳幼児保育施設であり、狭小の土地建物である所以から、園内での活動は限られている現状にあるが、近隣のひとり暮らしの高齢者に園行事の招待をした
り、敬老の日のお祝いを行い、交流している。

TEL　3386-0539

FAX　同上

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　peony-nakano.ed.jp

連絡先中野区新井2-40-3住所
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体験保育、園見学ができます(事前連絡必要です)

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

運動会

地域活動

行事・イベント・活動

10月 無料・連絡不要

参加費・参加方法

年2回(6月、11月) 人形劇 無料・連絡不要

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会福祉法人　武蔵野療園
中野友愛ホーム
グループホーム夢

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

１０名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

不可3階畳室

職種

管理者

相談・指導・講演・得意分野等

グループホームの役割、現状

テーブル

社会資源情報カード

担当者 管理者　菊池　敏明

　中野友愛ホーム（昭和53年開設）のサテライトとして平成22年11月に開設された認知症対応型共同生活介護事業所(通称グループホーム)です。認知症高齢
者の方が、できる限り自立した生活を営めるよう支援することをサービスの基本としています。

TEL　5942-8810

FAX　5343-7878

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.musashinoryoen.jp/jigyoyuai.htm

連絡先
中野区新井4-29-2
ホームタウン友愛1F

住所
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⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時行事・イベント・活動 参加費・参加方法内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（一部沼袋区民活動センター）

②貸出し物品

その他

障害者のみ(団体)

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）　※登録の必要あり 　・多目的室

　・福祉図書室(現在利用なし)　個人利用可

　・展示ギャラリー『アルモニー』

※(月)(水)(金)(土)は、沼袋区民活動センター管理
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各種調理器具、ガスオーブン他

社会福祉法人
東京都知的障害者育成会
中野区障害者福祉会館

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

可

可

３０名程度

３５名程度

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

スポーツ訓練室

音楽室　※ ６０名程度

可調理実習室

職種 相談・指導・講演・得意分野等

授業の一環としての活動参加、インターンシップの受け入れは行っています

視覚障害者用卓球台

ピアノ、照明器具他

社会資源情報カード

担当者
自立訓練(機能訓

練)安齋

車イス

　昭和54年開設。幼児療育、成人障害者通所訓練、生活実習事業、療浴サービスや保健福祉センター等、様々なサービスを時代のニーズに即して提供する
障害者サービスの拠点として機能してきました。平成21年4月から指定管理者制度により、中野区から東京都知的障害者育成会が、運営を担っています。現
在、バス運行管理や施設貸出の公益事業、障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)、生活介護を実施しています。また、1階部分は、沼袋区民活動センター
となっています。

TEL　3389-2171

FAX　3389-2175

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ―――

連絡先中野区沼袋2-40-18住所
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平成26年5月に会館1階正面玄関横に障害者のための展示ギャラリー『アルモニー』がオープンしました。1か
月から2か月ごとに展示団体が入れ替わり、作品展を行っています。是非足をお運びください。
※『アルモニー』：フランス語で調和の意(ハーモニー)、障害者施設、団体のみ。一般、個人利用は不可。

日中ボランティアを広く募集しています。
活動内容も創作・音楽・散歩・行事等様々なです。直接施設にお問い合わせ下さい。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

日中活動

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

講習会(点字)

会館まつり

行事・イベント・活動

上(基礎)・下(実用)　10回ず
つ

点字ボランティア養成 点字キット　2,000円程度

平日　9：30～15：30 創作活動・散歩付き添い他

参加費・参加方法

例年10月第3土曜日
模擬店、イベント、ボランティ
ア参加

内容

交通費、食事代の実費



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（                          ）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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相談・指導・講演・得意分野等

介護技術の指導

介護サービスについての情報提供

栄養バランスについて、食中毒予防など

収容人数 車イス対応可否部屋名

新館　会議室 １２名 可

１５名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

新館１階デイルーム ２５名

可本館　機能訓練室

職種

介護職員

可

中野区江古田2-24-11住所

祭用のぼり
(ビール、焼きそば、焼き鳥など)

テーブル・イス・ホワイトボード・プロジェクター

設備・備品

テーブル・イス・ホワイトボード

テーブル・イス・ホワイトボード

生活相談員

管理栄養士

社会福祉法人武蔵野療園
中野友愛ホーム

施設名

社会資源情報カード

担当者 田村・熊谷

会議用テーブル（8台）

車イス

歩行器

　中野友愛ホームは、中野区第1号の特別養護老人ホームとして、昭和53年4月に開設した歴史ある施設です。平成15年4月には特別養護老人ホーム(新館)を増
設。従来の特別養護老人ホームは本館としてリニューアルし、両館あわせて125名のご利用者様が今を大切に生活しています。敷地内には同法人の運営する併
設病院が立ち並び、医療も大変充実している地域です。法人内では唯一グループホームを運営しており、家庭的な雰囲気の中、職員との信頼関係のもと、ゆっ
たりとした生活を送っていただいています。平成22年にはサテライト事業として「ホームタウン友愛」が誕生。単独型ショートステイ20床とグループホーム2ユニット
(1ユニット9名）展開し、地域の在宅ケアを大切に支援していきます。

TEL　3389-5515

FAX　5318-5992

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.musashinoryoen.jp/jigyoyuai.htm

連絡先
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中野友愛ホームでは、ボランティア活動に参加していただける方を募集しています。
ホーム喫茶「キャッツ」⇒友愛ホームで喫茶コーナーのお手伝いです。
経験がなくても大丈夫です！お問い合わせはホーム事務所までお気軽にどうぞ。

<連絡先>　中野友愛ホーム　電話 3389-5515　ボランティア団体キャッツ

区からの委託事業でもあり、認
知症の方の在宅ケアを支える
ための意見交換会、情報提供
など。

電話予約・無料

電話予約・無料

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

地域貢献事業

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

家族介護教室

納涼祭

行事・イベント・活動

年4回

参加費・参加方法

毎年8月第4土曜日 出店等・夏祭り 当日チケット代　300円

内容

年4回

特養職員における介護技術の
講習会、地域のおける特別養
護老人ホームの役割、ホーム
の概要などを説明。



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

地域のサロンに出張講座

「リハビリ教室」の様子

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）

地域のみなさんと一緒に

「きず菜ちゃん活動」の様子
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社会福祉法人
南東北福祉事業団
東京総合保健福祉センター
江古田の森

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

中野区江古田3-14-19住所

可

机・イス

地域交流スペース ５０名
机・イス・マイク・プロジェク
ター、スクリーン

１０名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

相談・指導・講演・得意分野等

出張講座（19種類の健康講座等のメニューがあり、無料で講師を派遣します。）

認知症サポーター養成講座（江古田地域包括支援センター共催）

よろず相談（日常の生活で不安に思っている事など相談に応じます。）

１階集会室 可

介護職員

介護支援専門員

職種

リハビリ・看護職等

社会資源情報カード

担当者
地域交流担当

丸形　典恵

Ｔ字杖

加湿器（大型）

ポータブルトイレ

差し込み便器

車イス

ストレッチャー

TEL　5318-3711

FAX　5318-3712

　当センターは、中野区とのＰＦＩ事業として、平成１９年４月に開設した日本最大級の高齢者・障害者の複合施設です。特別養護老人ホームや介護老人保健施
設、ケアハウス、障害者の入所施設が1つの建物の中に集約されています。また、高齢者及び障害者の通所・訪問事業も併設して運営しています。
　平成２２年にはＩＳＯ品質・環境規格の認証を取得し、それぞれの事業所が協力してサービスの質の向上に日々取り組んでいます。また、委員会活動も盛ん
で、地域交流委員会やボランティア委員会では、地域住民向けの出張講座やボランティアの養成等を行っています。センターに約300人の介護・医療の専門職
が働いているという強みを生かし、今後も地域のみなさんの生活に役立つ知識や情報を積極的に発信して地域に根差したセンターの運営に努めていきます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.kaigo-egota.com

連絡先



法人団是 センター外観 3.11　東日本大震　～災救援物資を被災地に～ 　ＩＳＯ9001・14001

　～すべては利用者さんのために～ 緑に囲まれた自然豊かな環境です！ 私たちは困っている人を全力で応援します！！ 　認証取得
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主に第1土曜（ホームページ参照）

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

公開セミナー

●各担当窓口（代表03-5318-3711）　代表番号に連絡し担当部署をお伝え下さい。
貸し出し物品　　　　⇒地域交流委員会
貸し出しスペース 　⇒事務課
ボランティアの募集⇒ボランティア委員会（今後、福祉の職場で働いてみたいという方の体験実習も募集中）
出張講座の依頼　 ⇒地域交流委員会
よろず相談　　　　　⇒居宅介護支援事業所（直通℡03-5318-3750）
きず菜ちゃん活動　⇒ケアハウス

各事業所のイベント（開催日時はポスター、ホームページでお知らせしています。）
障害者支援施設：（5月）春祭り
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設：（8月）夏祭り　など

5月～10月頃 水耕栽培にて空芯菜を育てる

参加費・参加方法

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

江古田の森・総合東京病院まつり

きず菜ちゃん活動

交流カフェ

行事・イベント・活動

火水木（13：30～14：45）

毎年　秋分の日開催

無料　※オーナー制度あり

生活相談等 無料・事前申込不要

ステージ発表、ゲーム、模擬店等 無料・模擬店は金券購入

医療・福祉・健康講座等 無料・事前申込不要

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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収容人数 車イス対応可否 設備・備品

会議室(多目的室)

部屋名

５０～６０名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

否

介護職員(リー
ダー・主任)

職種

施設長・生活相談
員(社会福祉士)

相談・指導・講演・得意分野等

福祉に関する相談全般(出張可)。電話相談も受け付けます。

車イスの操作。トランスの仕方。食事介助などの相談。実演。

テーブル・イス・ホワイトボード

社会資源情報カード

担当者 南　光保

　1984(昭和59)年8月に開設された特別養護老人ホームです。定員50名の小さな特別養護老人ホームですが、あたたかく家庭的な雰囲気を大切にしていま
す。

TEL　3386-3751

FAX　5380-0284

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ johu-en.server-shared.com/

連絡先中野区江古田4-19-9住所
社会福祉法人浄風園
特別養護老人ホーム浄風園

施設名



‐46‐

これまでの経験を少しでも地域の皆さまの役に立つよう、活かしていきたいと考えています。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

洗たく物たたみ
(ボランティア)

行事・イベント・活動 参加費・参加方法

毎回、だいたい1時間くらい
(週1回から可)

利用者の洗たく物たたみ
ホームまでお問い合わせ下
さい

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者
業務課長

満富（みつとみ）

プロジェクター(スクリーン別)

紅白幕

マイク(アンプ付)

焼鳥用炭火コンロ×２

長机(２０台)

パイプイス(２０脚)

　1951年に中野区にて事業を開始、障害のある人の「完全参加と平等」を実現するため当事者主体と企業性と民間性をコンセプトに運営を行っています。身
体・知的・精神の三障害を対象にした、就労移行支援10名・就労継続支援Ａ型10名・就労継続支援Ｂ型50名、定員70名の多機能型施設です。創業以来、自立
に向けて「仕事」にこだわり、より高い工賃を目指すため、印刷、パソコン入力、軽作業、パソコン講習事業、物品製作とＥＣサイトでの販売、飲食事業、障害者
アートを活用するアートビリティ事業など、多岐にわたる職域で利用者の適性に合った作業の場を提供しています。また、障害の重度化や高齢化などで作業が
困難になってきた方に対しては、レクや余暇活動などのプログラムを提供し、ＱＯＬを上げるための取り組みも行っています。

TEL　3953-3541

FAX　3565-0471施設名

拡声器

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.tocolo.or.jp/

連絡先

ジョブコーチ

職種

社会福祉士

相談・指導・講演・得意分野等

障害者に関する相談、講演

障害者の就労に関する相談

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

中野区江原町2-6-7住所
社会福祉法人東京コロニー
コロニー中野

スポットクーラー×２

汚水用ポンプ＋ホース ＡＥＤ(既設の物)

ゲーム用品(輪投げ、ボールあて) ブルーシート
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参加費・参加方法

10月第2土曜日(予定) 出店・歌や演芸・作品展示 無料

内容

「ころ・ころ」というベーカリーカフェを開いて天然酵母焼きたてパンや菓子で、地域のお客様をお迎えしていま
す。社屋の改築計画を進めており、より一層大きなスペースで地域の皆さまに無料のレンタルスペースを提
供し、社交の場として活用してもらえるよう計画しています。
また、作業の場での利用者の見守りなど支援していただけるボランティアも募集しています。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

コロニー祭り

行事・イベント・活動



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（                          ）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 加藤

災害時の浄水器災害時のトイレ

　障害のある方の地域生活を支援するグループホーム(共同生活援助)です。１階は身体に障害のある方5人。2階は知的障害のある方4人の定員ですが、2階
には短期入所が別途2室あります。

TEL　5988-7619(福祉事業本部)

FAX　同上

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.tocolo.or.jp/grouphome/ehara/

連絡先
社会福祉法人東京コロニー
えはらハイツ

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品

相談・指導・講演・得意分野等

部屋名

中野区江原町3-23-2住所

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種
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内容

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時行事・イベント・活動 参加費・参加方法



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（                          ）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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部屋名

中野区野方1-35-8住所

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種

収容人数 車イス対応可否 設備・備品

相談・指導・講演・得意分野等

社会資源情報カード

担当者 今西

　設置者は中野区で、指定管理者として4年前より社会福祉法人東京コロニーが運営をしており、就労継続支援Ｂ型事業を区内知的障害者を対象に就労支援
事業を実施しています。

TEL　3389-0421

FAX　3389-0422

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　colony.gr.jp/nakanofukusaku/

連絡先
社会福祉法人東京コロニー
中野区中野福祉作業所

施設名



‐52‐

平成30年4月より中野5丁目に移転する予定です。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

野方(福作)まつり

行事・イベント・活動 参加費・参加方法

10月中旬の土曜日 展示・模擬店 ボランティア参加

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（                          ）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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部屋名

中野区野方4-41-7住所

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種

保育士

看護師

栄養士 子どもたちの食生活と食の安全について

収容人数 車イス対応可否 設備・備品

相談・指導・講演・得意分野等

子育ての悩み相談、わらべうた指導

子どもたちの健康について

社会資源情報カード

担当者 羽田

スクリーン

プロジェクター

折りたたみイス

アンプ

机

　児童定員101名、職員41名の保育所です。姉妹園が多摩市にあり、40年以上前より産休明け保育や長時間保育をしてきました。14年前に区立園の民営化を
受け中野区にて開園しました。産休明けから就学前まで、わらべうたを基調としたゆったりした家庭的な保育を目指しています。東山公園に隣接し、区内の園と
しては、自然に恵まれています。地域事業も行っていて、地元に少しずつ根付いて来ました。

TEL　3387-7391

FAX　3387-7371

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.kodama-kai.org/nogatasakura/index.html

連絡先
社会福祉法人巨玉会
野方さくら保育園

施設名
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⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

移動動物園

行事・イベント・活動 参加費・参加方法

11月12日
牧場より小動物が来ます。ポ
ニーにも乗れます。

無料　直接東山公園へ

内容



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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相談員

収容人数 車イス対応可否 設備・備品

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

部屋名

職種

社会福祉士

相談・指導・講演・得意分野等

福祉に関する相談

障害児に関する教育相談元特別支援学校教諭

障害者（児）に関する相談

社会資源情報カード

担当者 上西

　社会福祉法人中野あいいく会は、知的障害者を持つ親たちの会「中野区愛育会」を母体として、平成14年に法人格を取得し、作業所を移管しました。住み慣れ
た地域で「ともに生きる」ことを理念として掲げています。区内に4か所の事業所があります。共通方針として、働くことや文化的な活動を通して様々な経験を積
み、豊かな生活が送れるよう支援しています。杉の子丸山は、平成7年に中野区沼袋に第四杉の子作業所として開設されました。様々な作業や活動を通して生き
る喜びや楽しみを見出し、地域の中で自立した生活を送ることを目指しています。①働く喜びや意欲を養い、社会的自立を目指す。②身辺自立に向けて、基本的
生活習慣を身に付ける。③集団生活を通して、マナーやルールを守ることの大切さを知る。④行事や活動を通して、心身ともに健康で豊かな生活を送る。以上４
点を大切にしながら支援しています。

TEL　3371-5231

FAX　同上

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www5.famille.ne.jp/~aiiku/

連絡先中野区丸山1-4-5住所
社会福祉法人中野あいいく会
杉の子丸山

施設名
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杉の子丸山では、年に1度の地域開放事業「すぎまるフェスタ」を開催しています。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時行事・イベント・活動 参加費・参加方法内容



鷺宮圏域 
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①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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　社会福祉法人中野あいいく会は、知的障害者を持つ親たちの会「中野区愛育会」を母体として、平成14年に法人格を取得し、作業所を移管しました。住み慣れ
た地域で「ともに生きる」ことを理念として掲げています。区内に4か所の事業所があります。共通方針として、働くことや文化的な活動を通して様々な経験を積
み、豊かな生活が送れるよう支援しています。杉の子大和は、昭和61年、第三杉の子作業所として設立されました。地域の方から大切にされている事業所です。
地域の中で自立した生活が出来るように、作業や生活支援を通して「ともに生きる」ことを目指しています。①働くよろこびを味わう。②規則正しい生活を通じて健
康な身体を維持する。③集団行動を通じて社会のルールやマナーを身に付ける。④文化的活動を通して視野を広げる。以上4点を大切にしながら支援していま
す。

社会資源情報カード

施設名
社会福祉法人中野あいいく会
杉の子大和

住所 中野区大和町3-18-2 連絡先

TEL　3371-5231
担当者 上西

FAX　同上

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www5.famille.ne.jp/~aiiku/

部屋名 収容人数 車イス対応可否 設備・備品

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種 相談・指導・講演・得意分野等

社会福祉士 福祉に関する相談

元特別支援学校教諭 障害児に関する教育相談

相談員 障害者（児）に関する相談
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⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

行事・イベント・活動 日時 内容 参加費・参加方法

お茶会
11月　第1水曜日13：30～
15：00

利用者がお茶前を披露し参
加者に抹茶とお菓子を召し
上がっていただきます

無料・自由参加

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

地域の方々とのつながりを深める活動の一環として、資源回収を行っています。
段ボール・古紙・雑かみ等がありましたら、ご連絡ください。事業所が回収に伺います。



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）

‐60‐

ケアマネジャー・相談員 介護・認知症・介護制度・介護相談・認知症サポーター養成講座（講座・勉強会）

看護師 介護・認知症・健康相談　など

その他（和室・相談室） 4名程 可 椅子・机　他

③専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

職種 相談・指導・講演・得意分野等

介護職・相談員 介護（車いす操作・介護技術）介護相談など　

地域交流室 10名～13名 可 ・オーブンレンジ・テーブル4台など 　→　食器など細かい物も少しですがあります。

多目的室 30名前後 可
ホワイトボード・テレビ・DVDデッキ
会議用机6台、椅子など

→３Fには車いす用トイレ他赤ちゃん用おむつ替え台がついたトイレもあります。

台車　2台（大・小） 血圧計１～２台（腕測定・手首測定） ヨガマット　12枚

季節行事用飾りなど ミラーボール風ライト その他　（図書コーナーの本など）

部屋名 収容人数 車いす対応可否 設備・備品

社会福祉法人武蔵野療園は昭和27年に社会福祉事業法により、東京都で第一号の社会福祉法人として『社会奉仕』の理念を掲げ、医療と福祉を密接に連携
したサービス提供を早くから行ってきた歴史ある法人です。しらさぎ桜苑は平成25年に開設し、都市型軽費老人ホームや、小規模多機能型居宅介護を始め在
宅介護のサービスを提供しています。また、地域の方もご参加いただけるイベントの他、中野区からの委託で介護をしている方向けの「家族介護教室」なども
開催しています。まだまだ新しい施設ですが資源を活用していただくことで、地域の皆様とのご縁ががより一層深まることを期待しています。

車（Nボックス　車いす1台乗車可）※１．送迎用車両 車いす用体重計　※２．重い 車イス1～2台（介助・自走用）
※１．通所サービスの送迎で使用している車です。
時間が限定されますがご相談下さい。

社会資源情報カード

施設名
社会福祉法人　武蔵野療園
　　　　　さくらえん

しらさぎ桜苑
住所 中野区白鷺1-14-8 連絡先

TEL　５３５６－５４４７
担当者 地域連携室　白岩

FAX　５３５６－５２７１

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.m-kamisagi.jp/
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⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

上記内容が変更になる場合もございます。遠慮なく事前にご連絡下さい。
法人内では小さな施設でまだまだ揃っていないものもありますが、同法人内施設との連携をもって
調整致します。　　　★★　見学、ボランティアのご相談もお待ちしています。★★
　
　メルアドレス　shirasagi-sakuraen@m-kamisagi.jp　（しらさぎ桜苑　白岩）

介護の日イベント
（鷺宮エリア介護ネットワークによる）

毎年11月11日近くの2日間 鷺宮エリアでお仕事をする事業所・病院・関
係機関との共催で行う啓発イベント 　入場無料・どなたでも

楽しいイベント 不定期
音楽や楽しいイベント
地域の方もご参加いただけます。

※会場の都合上イベントにより定
員が異なります。お問い合わせく
ださい。

折り紙の会 　第4木１３：００～
楽しく脳トレ。季節に合わせた作品
を作ります。 100円※定員ありご連絡下さい。

認知症サポーター養成講座 月1回（ご確認ください）＋随時
90分程の講座と事例で認知症の正し
い理解を学びます。 テキスト代（100円）　

④地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

行事・イベント・活動 日時 内容 参加費・参加方法

駒ちゃんサロン 第1水曜１３：３０～（祝日変更あり）
まちなかサロン・お茶とお菓子を食
べながら楽しく過ごしましょう。

100円　区民どなたでも

折り紙の会 ミーティングや勉強会に

お使いいただけます。



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 田口

車イス２台

　しらさぎホームは社会福祉法人中野区福祉サービス事業団が運営している高齢者福祉施設です。平成6年に開設し、特別養護老人ホーム８５床、ショートス
テイ９床、通所介護　1日30名、認知症対応型通所介護　1日24名、居宅介護支援事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（しらさぎ２４）の様々な事
業を行っております。大きな吹き抜けあるのホールが特徴的な施設です。最寄駅は西武新宿線鷺ノ宮駅で徒歩10分です。

TEL　3336-6511

FAX　3336-5220

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　https://www.nakano-fj.jp/

連絡先中野区白鷺2-51-5住所

介護福祉士

介護支援専門員

職種

理学療法士

相談・指導・講演・得意分野等

健康体操等の活動

車椅子操作説明・福祉教育

介護保険制度に関する講座・認知症サポーター講座など

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

社会福祉法人
中野区福祉サービス事業団
特別養護老人ホーム
しらさぎホーム

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名
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参加費・参加方法

８月上旬 出店・余興・バザーなど 無料

内容

南の窓からは季節の花々が楽しめ、近くの小学校からは、元気な子どもたちの声が聞こえてきます。大きな
吹きぬけのホールは、高齢者の皆様の憩いの空間として、またふれあいの場としてご利用いただいておりま
す。安全で安心な介護サービスをモットーに、明るく楽しい日々をお過ごしいただけるよう、行事やクラブ活動
にも配慮して、地域に根ざした介護サービスの拠点となるよう職員一同取り組んでおります。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

納涼祭

行事・イベント・活動



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 平野幸生

　創立昭和20年11月1日前理事長石綿さたよは、戦災孤児救護婦人同志会を結成し、自宅を開放。資材の一切を投げ出して孤児救護活動に乗り出す。昭和
27年12月26日社会福祉法人としての組織となり、現在の「愛児の家」に至ります。平成元年4月1日定員36名となります。平成24年4月1日　3代目園長石綿徳太
郎が就任。

TEL　3330-4493

FAX　3330-4467

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.aijinoie.jp/

連絡先中野区鷺宮3-2-13住所

職種 相談・指導・講演・得意分野等④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

社会福祉法人愛児の家
愛児の家

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名
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参加費・参加方法

基本的に10月の第4土曜日

平成28年10月22日(土)
予備日　23日(日)

地域の方々を対象とし、施設
の一部を開放。オリジナル
ゲームをしたり、おやつを振
る舞ったり、衣装を貸し出し
て仮装行列をします。昨年度
280名参加。

内容

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

地域クリスマス子ども会

地域ハロウィン

行事・イベント・活動

基本的に1２月の第１日曜日

平成28年12月4日(日)

施設の一部を開放し、地域
の方々を招待し、オリジナル
ゲームをしたり、遊んだりしま
す。
おやつ、おみやげ付き。おみ
やげは、サンタクロースが渡
します。昨年350名参加。



①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 宮地

パイプイス

テント

車イス

会議机

　平成6年10月1日設立。事業種別は、①障害福祉サービス事業（生活介護）②東京都重症心身障害児（者）通所事業（地域施設活用型）③指定特定相談支援
事業④中野区障害者施設入浴事業⑤中野区障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業を行っています。
　中野区居住の満18歳以上の愛の手帳取得者、もしくは身体障害者手帳取得者で障害支援区分が3（50歳以上は2）以上の障害者福祉サービス受給者証を
有し送迎バスで通所できる健康状態の方が通所している。利用者定員45名。利用者の方々の通園時間は9時30分～15時30分となっていて土日祝祭日は休園
日となっています。

TEL　5241-8121

FAX　5241-8123

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-kamisagi/

連絡先中野区上鷺宮1-21-30住所

イス、机、プラットホーム

職種

支援員

相談・指導・講演・得意分野等

障害者福祉について、車いす操作方法、医療的ケアについて

３０名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

可ホール（活動室）

社会福祉法人
東京都知的障害者育成会
中野区立 かみさぎこぶし園

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名
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参加費・参加方法

毎年8月ごろ 地域の方々との交流会(出店) 無料

内容

ボランティアを募集しています。技能ボランティア(楽器・絵画・園芸など)や外出イベントのボランティアに是非
来てください。もちろん、いきなりの外出などはせず、まずは遊びに来ていただき、慣れていただいてからでも
大丈夫です。随時募集していますので、いつでもご連絡ください。

　　　　　中野区立かみさぎこぶし園　　　ボランティア担当　℡：5241－8121

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

こぶしフェスティバル

地域交流会

行事・イベント・活動

毎年10月第4日曜日 地区町会との連動したお祭り 無料、ゲーム等有料



ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.m-kamisagi.jp/

①施設の概要
施設
分類

高齢者施設 障害児者施設 児童施設 乳幼児施設 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②貸出し物品

③貸出しスペース（貸し部屋・貸し会議室）
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社会資源情報カード

担当者 田鹿

プロジェクター

発電機・投光器

会議用イス・テーブル

法被・浴衣など行事備品

車イス・ポータブルトイレなど介護用品

ポータブルマイク・スピーカー

　「かみさぎホーム」は、昭和６３年７月に中野区の委託を受け、当法人が運営を開始しました。事業の内容は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護
（ショートステイ）・通所介護（デイサービス）・居宅介護支援があります。開設当初より、ご利用者・ご家族・近隣町会やボランティアの方々など、多くの皆様に支
えがあって今日にいたります。平成２７年４月より、「白鷺高齢者会館」の運営を受託し、元気高齢者の健康づくり・介護予防等を目的とした事業や趣味活動を
行っています。地域の皆様が住み慣れた環境で生活が続けられるよう、少しでも役立てればと「地域に根ざし、開かれた施設づくり」を運営方針の１つに掲げ、
日々取り組んでいます。

TEL　3926-8443

FAX　3970-9620連絡先中野区上鷺宮3-17-4住所
社会福祉法人　武蔵野療園
かみさぎホーム

ﾃｰﾌﾞﾙ・イス・ﾏｲｸ・ｽｸﾘｰﾝ

介護、相談員等

管理栄養士

職種

地域包括職員

相談・指導・講演・得意分野等

認知症サポーター養成講座

車椅子体験講座/介護・看護相談

高齢者の食事、栄養相談、食中毒対策　等

可

可

可

ﾃｰﾌﾞﾙ・イス

ﾃｰﾌﾞﾙ・イス

施設名

収容人数 車イス対応可否 設備・備品部屋名

着席３５名

着席２０名

④専門相談・出張講座等(職員派遣)
福祉教育(学校の授業等)での協力

喫茶室

相談室 着席６名

アクティビティホール

mall：info@m-kamisagi.jp



【アクテビティールーム】 【喫茶室】 【相談室】
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参加費・参加方法

８月第１日曜 無料・電話等

内容

かみさぎホームでは、ボランティア活動をしていただける方を募集しています。

陶芸クラブ：毎週木曜日の午前、利用者の作品作りのお手伝いです。
縁側日記（傾聴）：入居者とのお話しボランティアです。
他にも、気軽にできる活動がありますので、ぜひ、ご連絡お待ちしています。

⑥その他(自由記載欄)
施設からのPR・情報提供など

⑤地域の方が参加できる
行事・イベント・活動

日時

荒馬座公演

納涼会

行事・イベント・活動

1月5日 獅子舞公演 無料・電話等


