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中野区社会福祉協議会は、２０１３（平成２５）年１１月に創立６０周年を記念して、

「地域愛」をテーマに、地域で活動する人を応援する歌をつくりました。 

 区民の皆さんから、地域活動やボランティア活動でのエピソードやフレーズを募集し、

みんなの想いが詰まった歌「ほほえみの花」が完成しました。 

 この歌が、中野の地域福祉活動に取り組まれている皆さんにも口ずさんでいただき、

活動のつながりや結びつきが中野区内にさらに広がることを願っています。 

 ぜひ、一緒に歌いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野社協のホームページ（http://www.nakanoshakyo.com/）のトップ画面より「地域愛❤

テーマソング『ほほえみの花』」をクリックすれば、聴くことができます。 

「ほほえみの花」を活用したい団体の方は、中野ボランティアセンターにご連絡ください。 
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はじめに 

｢なかの本｣は、これからボランティア活動、地域活動に参加した

い方への情報提供と、区内を中心に活動しているグループ・団体の

活動紹介を目的として作成しました。 

自分の住む地域でどのようなグループ・団体が活動しているのか

を知り、興味のある活動に参加してみましょう。 ｢なかの本｣が、区

民の皆さんのボランティア活動や地域活動に参加するきっかけにな

ることを願っています。 

また、この「なかの本」作成にご協力いただきました多くのグル

ープ・団体にお礼申し上げます。 

  

 

 

 

             

その他  

○掲載された内容は、２０１６年５月現在の内容です。状況

により変更されている場合もあります。2 年ごとに改定を

行っています。  

○営利目的・政治・宗教活動への利用は禁止です。  

○中野ボランティアセンターでは、活動したい施設や団体等

を選んだり、活動中の悩み等の相談ができます。まずは電

話またはメールでお問合せください。  

Tel：03-5380-0254  Fax : 03-5380-6027 

E-Mail：vc@nakanoshakyo.com  

 (日・祝・第３月曜日はお休みです ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢なかの本｣は、ボランティア活動・地域活動の活性化を目的に作

成しています。営利目的・政治・宗教活動への利用は堅くお断り

します。また、無断で掲載内容を複写、転載することを禁じます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動とは  

ボランティア活動は、子どもも、学生も、社会人も、シニア世代も、誰でも、

自分の興味や関心によって、また時間の余裕や生活スタイルにあわせて参加

できる活動です。  

ボランティア活動には、学校や職場では得られない「出会い」と「気づき」、

そして「学び」があります。ボランティア活動を通して、自分のまちで、そ

して、社会で起きていることに気づき、出会った人々の生き方から考えさせ

られ、自分の生活を見つめなおす機会となります。そして、その中で、年齢、

職業、国籍を超えたさまざまな人とのつながりが生まれる活動です。  

 

 

 

グループ・団体の活動に参加するには  

・掲載されているのは、自主的に活動しているグループ・団体です。活動の内容、目的、

グループ・団体内の規約やルールを理解し、活動することを心がけましょう。状況によ

り活動への参加や会員の受け入れができない場合があります。 

・連絡先が明記されている場合は、直接連絡できます。連絡先が個人宅の場合があります。 

連絡する時には、時間帯を配慮し、用件、氏名、連絡先を明確に伝えてください。 

・連絡先が｢中野ボランティアセンター｣とある場合は、電話５３８０－０２５４へ連絡くだ

さい。中野ボランティアセンターがグループ・団体担当者と連絡を取り、ご紹介します。 

・活動の前には、次ページの活動する上での心構えや気を付けたいこと等を確認しましょ

う。 

 

 

ボランティア保険に加入してから活動しましょう  

ボランティア活動中の万が一の事故に備え、ボランティア保険があります。

国内のボランティア活動中の偶発的な事故により、自身が被ったケガや他人

の身体や財物に損害を与えたときに補償されます。ボランティア活動をする

前に必ず保険に加入しましょう。ボランティアセンターの窓口で加入できま

すので、詳しくはお問合せください。   

 

 

 



 

 

 

ボランティア活動を行う上で気をつけたいこと  

１．約束を守りましょう  

決められた日時、時間を守りましょう。できない約束をするのはやめま  

しょう。ボランティアの相手の気持ちや安全を配慮して、決められた大  

切な約束事を、しっかり守りましょう。体調が悪くお休みする、遅れる  

ときには、必ず事前に活動先の担当者に電話しましょう。  

 

 

２．困ったら聞きましょう  

 活動中にわからないことや心配なことがあれば、スタッフや先輩ボランテ

ィアに聞きましょう。  

 活動終了後は、担当者と振り返りをして、活動の中で感じたことや疑問に

思ったことを聞いてみましょう。また、ボランティアセンターでもボラン

ティアに関する相談ができるので、困ったことや分からないことがある時

は、気軽に相談してください。  

 

 

３．プライバシーを守りましょう  

 活動中に知った、個人的な情報を決して外では言わないようにしましょう。

また、自分の情報も守りましょう。  

 

  

４．相手の立場になって考えましょう  

 「してあげる」という善意の押しつけにならないように、相手が何を必要

としているのか知ることが大切です。  

 

 

５．元気にあいさつをしましょう  

 受入れ団体のスタッフに対してだけでなく、利用者の方や、一緒に活動す

るボランティアともきちんとあいさつ・自己紹介ができると、お互いの距

離が縮まり、信頼感もアップします。  

 

 

６．楽しみましょう  

 いろいろな人と出会い、交流して自分が気づいたこと、できることをどん

どん実行してみるなど、ボランティア活動を楽しみましょう。   

 



1.地域ボランティアコーナー(８団体) 
江古田ボランティアネットワーク･････････････････････････････１ 
オアシスなべよこ 
上高田ふれあいの会 
東部あいあいステーション 
中野区東部ボランティア 
沼袋ボランティアステーション ポコ・ア・ポコ･･････････２ 
南中野ボランティアコーナー 
やよいボランティアコーナー 

2.デイクラブ(４団体) 
オアシス なべよこ（高齢者ミニデイ）･････････････････････３ 
ミニデイサービス 上高田すみれ会 

桃園デイクラブ 

やよいニコニコクラブ 

3.会食会・配食サービス(７団体) 

おいしい会･････････････････････････････････････････････････････････････４ 

会食サービス「いろは亭」 

かよう お食事会 

食事を楽しむサークル「桃の会」 

しんやまの家 ひまわりグループ 

★東部ふれあい食事サービス･･･････････････････････････････････５ 

★福祉を支える鍋横ふきのとう 
 

4.点訳(５団体) 

点字サークル ペンペン草･･････････････････････････････････････６ 

てんとう虫 

点訳サークル にれの木 

トライアングル 

六点の会 

5.朗読・音訳(１２団体) 

新井朗読サークル「鈴の会」･･････････････････････････････････７ 

音訳もみじ会 

上さぎ朗読の会 

上高田朗読グループ 「ゆりの会」 

さぎのみや朗読の会 

たんぽぽの会････････････････････････････････････････････････････････８ 

中視協 声ネット 

なずな会テープライブラリー 

鍋横朗読の会やまびこ 

‘８２沼袋朗読の会 

野方朗読の会･･･････････････････････････････････････････････････････９ 

大和朗読の会 

 

6. 手話ダンス(４団体) 

★あんくるん・ファミリー････････････････････････････････････････････１０ 

手話ダンスポレポレ(ともだち・そよかぜ)  
中野区手話リズムダンス協会 

みんなの手話ダンス ベル・カント 

 

 

７.高齢者支援（３団体） 

みなみの井戸端会議････････････････････････････････････････････１１ 
NPO法人 シンブル高齢者健康福祉研究所 

NPO法人 リンク東山 

８.障害児・者支援(１５団体) 

★障害児の休日クラブ･････････････････････････････････････････････１２ 

空とぶ車イス・トラベルサロン 

東京べてるの集い 

★中野区茶道サークル 

★中野区失語症友の会こまどり 

中野区手話サークル｢だるま会｣･･･････････････････････････１３ 

中野区中途失聴・難聴者の会 

中野の精神障がい者の住まいと暮らしを支える会 

中野区要約筆記の会 

★ぷらいまりぃ中野 

ＮＰＯ法人 カサ デ オリーバ･･･････････････････････････････１４ 

ＮＰＯ法人 すばる会  

ＮＰＯ法人 ねこの手 中野ハンディキャブ 

ＮＰＯ法人 リトルポケット 

ＮＰＯ法人 わかみやクラブ 
 

９.当事者・家族会(１３団体) 
ILねこの手････････････････････････････････････････････････････････････１５ 

★オレンジカフェとんぼ 

さぎ草の会 

中野区愛育会 

★中野区障和会 

中野の障がい児(者)と家族の会･･･････････････････････････１６ 

中野パーキンソン病友の会 

花みずきの会 

東山すずらんの会 

★NPO法人 コミュニティーサポート協会 

NPO法人 若年認知症交流会小さな旅人たちの会 

（ちいたび会）･･･････････････････････････････････････１７ 

ＮＰＯ法人 中野区視覚障害者福祉協会 

ＮＰＯ法人 パープル・ハンズ 
 

１０.児童・子育て支援(２７団体) 
オアシス なべよこ 

（親子ミニデイ・いつでもおいデイ）････････････････････････１８ 

上高田台公園運営委員会 

きんぎょの会 

グループ「育てる」 

★子育て支援サークル ワン・ツークラブ（PALA） 

さぎのみや あい・あいサポート････････････････････････････１９ 

昭和キッズルーム 

★スキットママ SUNズ 

世代間交流「夢のかけ橋」 

チャイルドライン中野子ども電話 

ドロップイン ほっとほっと･････････････････････････････････････２０ 

★中野宝橋だいかぞく 

中野区 BBS会 

 

目 次  （掲載数１4７団体、まちなかサロン 35 か所、五十音順） 

★＝新規掲載団体 25 団体 

 



中野区母子寡婦福祉会 

にこにこママの会 

はぴふる･･･････････････････････････････････････････････････････････････２１ 

★ぴよぴよ広場運営員会 

★ベビママさろん 

ぽかぽかひろば 

★ママと遊ぼう 

南中野レインボークラブ････････････････････････････････････････２２ 

やよい YY ネット ままサポ 

ＮＰＯ法人 上高田パワーズ 

ＮＰＯ法人 すみれの庭 

ＮＰＯ法人 ＺＥＲＯキッズ 

ＮＰＯ法人 中野こども空間･･･････････････････････････････････２３ 

WAAHM（わむ） 

1１.環境・リサイクル(６団体) 
★かおり会 

中野区消費者団体連絡会 

中野・コンポスト連絡会 

ＮＰＯ法人 グリーンサイエンス 21･････････････････････････２４ 

★ＮＰＯ法人 green bird 中野チーム 

ＮＰＯ法人 中野環境市民の会 

1２.国際交流(６団体) 
江古田日本語教室 

中野区国際交流協会（ANIC）･･･････････････････････････････２５ 

中野区国際交流協会ＡＰＧ(ANIC Planning Group ) 

中野区国際交流協会 金曜ボランティア 
中野区国際交流協会 日本語ボランティア 

ＮＰＯ法人 多言語広場セルラス 

1３.まちづくり(５団体) 

中野たてもの応援団･････････････････････････････････････････････２６ 

★なべ Café 

沼袋アンブレラハウスの会 

★NPO法人 なかの里を紡ぐ会 

NPO法人 猫と花地域環境ネットワーク 

1４.芸術文化(４団体) 
おと見映画部 

（NPO法人ﾒﾃﾞｨｱ･ｱｸｾｽ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）･･････････････････２７ 

中野マジッククラブ 

NPO法人 クリエイティブスマイル 

NPO法人 日本ルネサンス音楽普及協会 

1５.教育関係(２団体) 

伝承文化研究所･･･････････････････････････････････････････････････２８ 

★NPO法人 Youth Create 

 

 

 

 

 

１６.その他の活動(２２団体) 

新井の介護を考える会･････････････････････････････････････････２９ 

アロハフェイス 

COMECOME しらさぎ 

絆の会 

キューピッド♡ベル 

★こどもビストロパーティー・ 

       中野ですてきな思い出作ろう･･･････････････３０ 

コープみらい くらしの助け合いの会 

「プチトマトの会」 

中野傾聴ボランティア きくぞう 

なかの生涯学習サポーターの会 

中野美容協同組合 

二中ゆうねっと･･････････････････････････････････････････････････････３１ 

新渡戸文化短期大学ボランティアサークル・カノン 

バルーンなかの 

羊の会 

ひまわりの会 

★White Wings 白き翼･･････････････････････････････････････････････３２ 

★みんなの食堂実行委員会 

ユニークダンスを楽しむ会 

NPO 花葬会 

ＮＰＯ法人 日本救助犬協会 

ＮＰＯ法人 日本心身機能活性療法指導士会･･････３３ 

★ＮＰＯ法人 ワールド・ビジョン・ジャパン 

1７.中野ボランティアセンターでの活動(4 団体) 

エコたわしの会･････････････････････････････････････････････････････３４ 

かがり火会 

切手きるきるの会 

手作り作品の会 

1８.まちなかサロン(中野社協支援) (３５か所) 

             ････････････････････････････････････････････････３５・３６ 

          

 

 

 

 

 

 

※特定非営利活動法人は、NPO 法人と表

記しています。 
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オアシスなべよこ 会員数 100名 

連絡先 オアシスなべよこ ホームページ なし 

電話 03-3383-2731 FAX  設立 2000年 6月 

活動日時 
毎週月曜日～金曜日 10:00～12:00 活動場所 鍋横区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
家事援助、託児、高齢者対象のミニデイ、乳幼児親子対象のミニデイ、いつでもおいデイなど。 

 

上高田ふれあいの会 会員数 85名 

連絡先 上高田ふれあいの会 ホームページ なし 

電話 03-3389-8282 FAX  設立 1994年 9月 

活動日時 

食事会(年 10回 基本的に 8日)11:00～  

ボランティアコーナー受付第 1・3 火曜日 10：00～

12：00 

活動場所 上高田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

年間１０回の食事会にはゲストに地域の保育園児、小中学校の生徒さんも参加、クリスマス会・新年おたのしみ会等も行

い地域全体で支えあって活動しています。 

 

東部あいあいステーション 会員数 58名 

連絡先 東部あいあいステーション ホームページ なし 

電話 03-3363-2949 FAX 03-3363-2949 設立 2013年 1月 

活動日時 
毎週月曜日～金曜日 14:00～16:00 活動場所 東部区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

東部地域内の乳幼児親子から高齢者の方まで、依頼のあった 30 分以内の困りごとのお手伝いをしたり、問合せ・相談先

をお知らせしています。 

 

中野区東部ボランティア 会員数 45名 

連絡先 中野区東部ボランティア ホームページ 
 

電話 03-3363-2949 FAX 03-3363-2949 設立 1994年 6月 

活動日時 
昼食会： 毎月第 3金曜日 12:30～ 

美化運動：毎月 1日 10:00～11:30 
活動場所 東部区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

①地域の福祉支援活動 ②毎月第 3 金曜 70 歳以上の方対象の昼食会 ③毎月 1 日(ツイタチ)美化運動（山手通り、

青梅街道他） ④お知らせ版｢アカシア」年 4回発行 

江古田ボランティアネットワーク 会員数 27名 

連絡先 山本要子 ホームページ なし 

電話 03-3951-2342 FAX  設立 1996年 5月 

活動日時 
毎週火・金曜日 10:00～12:00 活動場所 江古田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
協力会員による福祉ボランティアと地域住民の健康増進を願う健康ボランティア活動を通じて江古田、江原町、松が丘

の地域を明るく住み良い街とするための自主活動の組織です。 

１、地域ボランティアコーナー 
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南中野ボランティアコーナー 会員数 77名 

連絡先 浮ヶ谷せつ子 ホームページ 
 

電話 03-3372-1811 FAX 03-3372-1811 設立 1994年 5月 

活動日時 
第 1金曜日調整役会議（原則）、第 3木曜日ミニサ

ロン、第 4木曜日ランチの集い 
活動場所 南中野区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
高齢の方、障がいのある方等少しの手伝いで住みなれた地域で安心して暮らしていけるような在宅支援。 

介護予防や居場所づくり、仲間づくりとしてミニサロン（手芸中心）とランチの集いを実施している。 

 

やよいボランティアコーナー 会員数 98名 

連絡先 弥生区民活動センター内 ホームページ 
 

電話 03-5351-2448 FAX 03-3372-4031 設立 1992年 6月 

活動日時 

①窓口相談 毎週火・金曜日 午前 

②施設応援 月6回、会食会 年3回、ミニデイ月2

回 

活動場所 
弥生区民活動センター、小淀ホーム、やよいほ

うむ、杉の子弥生 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

①窓口相談 ②援助活動 施設応援（小淀ホーム月 4 回、やよいほうむ月 1 回、杉の子弥生月 1 回） 会食会（七夕、

クリスマス、ひなまつり）、ミニデイ（体操、おしゃべり等で老化予防）、福祉バザー（やよい地区まつり） ③研修活動 講演

会・講習会等 

 

 

 

 

 

沼袋ボランティアステーション  ポコ・ア・ポコ 会員数 30名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ  

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1998年 4月 

活動日時 
毎月第 2・4月曜日 10:00～12:00 

 
活動場所 沼袋区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
地域で援助が必要な方からの申し出を受けて、会として可能な活動をする。高齢者施設での洗濯たたみ、下膳、話し相

手なども続けています。 

１、地域ボランティアコーナー 
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ミニデイサービス 上高田すみれ会 会員数 13名 

連絡先 上高田東高齢者会館 ホームページ なし 

電話 03-3228-7220 FAX 03-3228-7220 設立 2001年 4月 

活動日時 
毎月第 2・4水曜日（8月はお休み） 活動場所 上高田東高齢者会館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
住み慣れた地域で元気にいきいきと暮らしていくために月 2 回集まり、消しゴム印、体操（ヨガ）、紙芝居など楽しんでいま

す。 

 

桃園デイクラブ 会員数 24名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1992年 2月 

活動日時 
毎月第 1月曜日（食事会含むミニデイ）第 2・第 4月

曜日（ミニデイ 午後） 
活動場所 城山ふれあいの家（さくら館） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

虚弱高齢者、認知症の方、日中一人の方、とじこもり高齢者の方達の居場所作りのお手伝い。基本プログラムあり。 

 

やよいニコニコクラブ 会員数 20名 

連絡先 前田 輝五 ホームページ 
 

電話 03-3375-6254 FAX  設立 2001年 11月 

活動日時 
毎月第 2木曜日 13:30～15:00（8月は除く） 活動場所 弥生区民活動センター3階 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

引きこもりがちの高齢者を対象にデイ活動を実施。手足頭のストレッチ運動、歌、ゲームなど。お茶を飲みながらのおしゃ

べり、講師の指導を受けながら実施。 

 

 

オアシスなべよこ（高齢者ミニデイ） 会員数 120名 

連絡先 山崎 由紀子 ホームページ なし 

電話 03-3381-0324 FAX 03-3381-0324 設立 2000年 6月 

活動日時 
原則毎月第 3木曜日 10：00～12：00 活動場所 鍋横区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
月１回第３木曜日 10 時～12 時ミニディをやっています。毎月季節を感じるイベントを企画し、おいしい昼食を一緒に食べ

ます。掃除や通院介助もやっています。 

２、デイクラブ 
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会食サービス「いろは亭」 会員数 35名 

連絡先 山本 要子 ホームページ 
 

電話 03-3951-2342 FAX 03-3951-2342 設立 1989年 5月 

活動日時 
毎月第 4月曜日。前日の日曜日の午後に準備。 活動場所 江古田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
65歳以上の一人暮らしの会員と子育て中の親子との会食会。 

 

かよう お食事会 会員数 8名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1991年 3月 

活動日時 
毎月第 3火曜日 9:00～15:00 活動場所 上鷺宮区民活動センター調理室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

上鷺宮地域の 70 歳以上の方に昼食を召し上がって頂きます。次回の献立を立て、買い物の分担、前日の下準備があり

ます。 

 

食事を楽しむサークル「桃の会」 会員数 18名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1989年 3月 

活動日時 
毎月第 1・3火曜日 活動場所 新井区民活動センター 

会員募集 していない 会費有無 あり 

活動内容 

一人暮らしの高齢者（70才以上）のために、給食（会食）及び配食サービスを行っている。 

 

しんやまの家ひまわりグループ 会員数 8名 

連絡先 居鶴 ナミ子 ホームページ なし 

電話 03-3383-4401 FAX  設立 1991年 6月 

活動日時 
週１回木曜日 9:00～14:00 活動場所 高齢者会館 しんやまの家 調理室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

高齢で１人暮らしの方にお弁当にて配食します。 

おいしい会 会員数 50名 

連絡先 池澤 美江 ホームページ  

電話 03-3387-5917 FAX 03-3387-5917 設立 1993年 4月 

活動日時 
毎月第 2火曜日 活動場所 障害者福祉会館 調理室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
地域の高齢者の孤独感解消になればと会食会を年 4～5回程度開催し、その為の料理講習会を月 1回行っています。 

３、会食会・配食サービス 



-5- 

 

 

福祉を支える鍋横ふきのとう 会員数 40名 

連絡先 滑川静子 ホームページ なし 

電話 090-5324-5722 FAX 03-3381-7314 設立 1990年 11月 

活動日時 
年 4回 活動場所 鍋横区民活動センター 

会員募集 していない 会費有無 なし 

活動内容 
地域でお互いに助け合いながら、住みよい地域づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

東部ふれあい食事サービス 会員数 30名 

連絡先 松原 貞子 ホームページ なし 

電話 03-3361-9532 FAX 03-3361-9532 設立 2010年 7月 

活動日時 
毎週木曜日 9:00～14:00 活動場所 東部区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
ボランティアによる手作りのお弁当を配食しています。高齢者の「見守り活動」も兼ねて活動しています。 

３、会食会・配食サービス 
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てんとう虫 会員数 7名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2002年 

活動日時 
月 2回水曜日 10:00～12:00 活動場所 沼袋区民活動センター 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
最近は手打ち点訳２割、パソコン点訳８割位のペースで活動しています。 

 

点訳サークル にれの木 会員数 12名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1988年 9月 

活動日時 
毎週水曜日 10:00～12:00 活動場所 スマイルなかの 3階会議室 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

視覚障害者のためのパソコンによる点訳。 

 

トライアングル 会員数 17名 

連絡先 石井 紀代子 ホームページ 
 

電話 03-3952-6123 FAX 03-3952-6123 設立 1991年 9月 

活動日時 
第 1、2、4月曜日 活動場所 スマイルなかの 3階会議室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

点訳活動、書籍、プログラム他さまざまな依頼に積極的に取り組んでいます。 

 

六点の会 会員数 6名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立  

活動日時 
毎週火曜日 10：00～12：00 活動場所 スマイルなかの 3階会議室 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

点訳ボランティア。 

 

点字サークル ペンペン草 会員数 15名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ  

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1979年 7月 

活動日時 
月 2回火曜日 10：00～12：00 活動場所 大和区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
点訳、視覚障害者との交流、勉強会。 

４、点訳 
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音訳もみじ会 会員数 12名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1995年 12月 

活動日時 
勉強会：奇数月第 4土曜日 13:30～15:30 活動場所 中央図書館会議室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
目の不自由な方のための対面朗読と録音図書作成。 

奇数月 1回講師による勉強会を行う。 

 

上さぎ朗読の会 会員数 12名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1982年 10月 

活動日時 
毎月第 1土曜日 10：00～12：00 活動場所 上鷺宮 2丁目集会室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

みんなで仲良く楽しくをモットーに朗読に関する勉強を続け、子どもたちを中心に地域の人々に役立つ奉仕活動をする。

朗読発表会に参加。区内の文化活動に役立つことを考えている。 

 

上高田朗読グループ 「ゆりの会」 会員数 6名 

連絡先 岡見 初音 ホームページ 
 

電話 03-3386-0604 FAX 03-3386-0604 設立 1995年 8月 

活動日時 
毎月第 2、4水曜日 13:30～15:30 活動場所 上高田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

月 2回の勉強会と朗読を生かしたボランティア活動。中野区内の朗読の会合同発表会に参加。 

 

さぎのみや朗読の会 会員数 9名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1980年 

活動日時 

勉強会：毎月第 2、4火曜日   

お話し会：毎月第 1、3土曜日  

しらさぎホーム：毎月第 3火曜日 

活動場所 
鷺宮区民活動センター、鷺宮図書館、しらさぎ

ホーム 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

朗読技術の向上を図ると共に、学習を生かして地域に密着したボランティア活動を行う。勉強会、図書館のお話会読み

聞かせ、高齢者施設での朗読や読み聞かせ。 

新井朗読サークル「鈴の会」 会員数 7名 

連絡先 佐藤 千恵子 ホームページ なし 

電話 03-3386-2061 FAX 03-3386-2061 設立 1980年 4月 

活動日時 
毎月第 1金曜日、第 4月曜日ほか 活動場所 新井区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
目の不自由な方や高齢者の方のため、病院、食事会などの対面朗読。地域ニュースのテープ作成。 

５、朗読・音訳 
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中視協 声ネット 会員数 21名 

連絡先 平賀 万知子 ホームページ なし 

電話 080-3025-8773 FAX 03-3382-3855 設立 2007年 4月 

活動日時 
勉強会 年 5 回、公刊（公報紙）音訳録音 17 回

（毎月 1回、年 5回） 
活動場所 スマイルなかの 5階、中野区産業振興センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
視覚障害者のために公刊（ないせす、区議会だより）・情報紙の音訳録音、向上のための勉強会。 

 

なずな会テープライブラリー 会員数 10名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1978年 9月 

活動日時 
月 3～4回 曜日は不特定（土日祝は無し） 活動場所 中野 2－29－15 サンハイツ中野 309号 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

全国の視覚に障害のある方に、新聞・雑誌の情報や図書をカセットテープに録音してお送りしています。デイジー版ＣＤも

一部発行しています。 

 

鍋横朗読の会やまびこ 会員数 12名 

連絡先 斉藤 薫子 ホームページ なし 

電話 03-3381-1626 FAX 03-3381-1626 設立 1991年 4月 

活動日時 
勉強会：毎月第 2、4金曜日 10：00～12:00  

お話会：第 3木曜日 15:00～16:00 
活動場所 鍋横区民活動センター、宮の台児童館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

朗読勉強会、児童館でのお話し会、地域ニュース「鍋横かわら版」の音訳テープ作成。 

 

‘８２沼袋朗読の会 会員数 6名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1982年 3月 

活動日時 
図書館：月 1回水曜日 15:30  

友愛ホーム：月 4回水曜日 10:30 
活動場所 江古田図書館、友愛ホーム 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

図書館：絵本読み聞かせ、紙芝居 友愛ホーム：かみしばい、歌をうたったりおしゃべりをします。 

たんぽぽの会 会員数 6名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2010年 3月 

活動日時 

毎月第 3月曜日 サロンたんぽぽ 

毎月第 2火曜日 朗読練習 

地域交流会（紙芝居＆茶話会） 

活動場所 若宮高齢者会館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
紙芝居・朗読を通して大人も子どもも楽しめる交流会を開催しています。ボランティアのやさしい心を大事にしています。 

５、朗読・音訳 
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大和朗読の会 会員数 15名 

連絡先 船山 芙佐子 ホームページ 
 

電話 03-3337-3824 FAX 03-3337-3824 設立 1990年 4月 

活動日時 
学習日：毎週木曜日午前 活動場所 大和区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
視覚障がい者の方の依頼に応じて、録音テープを作成したり、本等の対面朗読、老人施設、小学校、児童館、保育園で

の読み聞かせや紙芝居を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

野方朗読の会 会員数 22名 

連絡先 平井 正信 ホームページ  

電話 03-3330-1876 FAX 03-3330-1876 設立 1998年 3月 

活動日時 

第 1金、第 2火・木・金・土曜日、第 3、第 4金曜日 

計 7日 
活動場所 

野方区民活動センター、浄風園、野方図書館、

北原児童館、グループホームおさたけ 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
特別養護老人ホーム、北原児童館、野方図書館及びグループホームにおいて月１回の朗読奉仕活動を行っています。

良い本を声を出して読むことが大切だと考えています。 

５、朗読・音訳 
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手話ダンスポレポレ（ともだち・そよかぜ） 会員数 13名 

連絡先 中川 喜久子 ホームページ なし 

電話 03-3362-2777 FAX 03-3362-2777 設立 2009年 4月 

活動日時 
ともだち/第 2･4土曜日（昼） 

そよかぜ/毎週水曜日(夜間） 
活動場所 東中野いこいの家・東中野区民活動センター 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
（ともだち）知的障害者の交流を目的としての手話ダンスサークル、（そよかぜ）ともだちを応援する母親とボランティアのグ

ループ。定例レッスンの他地域祭り参加、高齢者施設訪問等をしています。 

 

中野区手話リズムダンス協会 会員数 60名 

連絡先 広瀬 訓子 ホームページ あり 

電話 03-3382-0814 FAX 03-3382-0814 設立 1997年 1月 

活動日時 

各サークル 月 2回 
活動場所 

区民活動センター（桃園、東部、上高田、大和

等）、スマイルなかの等 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

障害者、高齢者自立支援各種の福祉活動。高齢者施設の訪問や震災支援の募金、バザーチャリティーコンサートを開

催。手話リズムダンスを通して思いやりの心を育み健康づくりと楽しくボランティア活動をする。 

 

みんなの手話ダンス ベル・カント 会員数 18名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ あり 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2003年 5月 

活動日時 
各サークル (水曜日・木曜日・土曜日各コース）  

月 2回 
活動場所 野方区民活動センター他 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

自分の住む町でボランティアしてみたい方、手話に興味ある方へ。手話うた・手話ダンスで美しい日本手話を体験してみ

て下さい。デイサービスで手話うた、親子手話ダンス等全会員仲良く活動中。 

 

 

 

あんくるん・ファミリー 会員数 20名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2005年 4月 

活動日時 
第 2・4土曜日 13：30～16：00 活動場所 沼袋区民活動センター 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
障害のある会員とその家族が中心となり、インドネシアの楽器「アンクルン」と手話ダンスを楽しんでいます。又、学校や高

齢者施設などへの講師派遣を行っております。 

６、手話ダンス 
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NPO 法人 シンブル高齢者健康福祉研究所 会員数 16名 

連絡先 中野区立鷺六高齢者会館 ホームページ なし 

電話 03-3926-3656 FAX 03-3926-3656 設立 2007年 8月 

活動日時 
毎週月曜日～金曜日 9:00～17:00（開館時間） 活動場所 鷺六高齢者会館 

会員募集 していない 会費有無 あり 

活動内容 
高齢者の健康福祉に関わる活動を推進する中で、具体的活動として中野区内の高齢者会館の運営をしている。元気高

齢者、少し体が弱くなられた方等を対象として各種の講座や体力づくり、仲間づくり等をしている。 

 

NPO 法人 リンク東山 会員数 19名 

連絡先 NPO法人リンク東山 ホームページ なし 

電話 03-3228-5280 FAX 03-3228-5280 設立 2004年 2月 

活動日時 
平日（年間を通じて） 活動場所 東山高齢者会館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

高齢者をはじめ、一般市民を対象として、高齢者の心理的・身体的側面の能力保持・向上及び閉じこもり予防等を目指

し、その実現のため諸事業を行い、地域住民が共に支えあう新たなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

みなみの井戸端会議 会員数 13名 

連絡先 中村 孝 ホームページ なし 

電話 03-3383-6046 FAX  設立 2001年 7月 

活動日時 
毎月第１火曜日 13：30～15：30 活動場所 南中野区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
少子高齢化に向けて、閉じこもりを予防し、仲間資源のひとつとなり、互いに助け合い、支えあう活動を行うことを目的とし

て設立した団体です。地域の和がモットーです。 

７、高齢者支援 
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空とぶ車イス・トラベルサロン 会員数 10名 

連絡先 成瀬 史恭 ホームページ あり 

電話 03-3228-4685 FAX 03-4496-4681 設立 1991年 7月 

活動日時 
随時 活動場所 代表宅（沼袋） 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
旅行の相談、機関誌発行。 

 

東京べてるの集い 会員数 34名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2010年 3月 

活動日時 

毎月１回(曜日は不確定) 
活動場所 

スマイルなかの 3 階会議室または 4 階多目的

室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

①毎月１回の定例当事者研究会を開催し、精神障害を抱える当事者や家族が地域で生活していくための考え方やノウハ

ウを研究しあう。②会員相互の交流を図る。 

 

中野区茶道サークル 会員数 38名 

連絡先 山本 従容 ホームページ あり 

電話 03-3380-0681 FAX 03-3380-0681 設立 1979年 10月 

活動日時 
①毎月第４月曜日 13:00～15:00 

②毎月第１月曜日 10:00～14:30 
活動場所 ①スマイルなかの②障害者福祉会館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

障害者がお互いに助け合いながら日本文化伝統の茶道のお稽古を通じてリハビリを行うことを目的に活動する。 

 

中野区失語症友の会こまどり 会員数 20名 

連絡先 失語症友の会（西川） ホームページ なし 

電話 090-3047-1692 FAX 03-3389-0870 設立 2015年 12月 

活動日時 
毎月第 3土曜日 13：30～ 活動場所 障害者福祉会館 2階多目的室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

月に 1度集まって会話を楽しんだり悩みを教諭したりと有意義な時間を過ごします。 

障害児の休日クラブ 会員数 30名 

連絡先 関根仁美 ホームページ あり 

電話 03-3310-6848 FAX 03-3310-6848 設立 2004年 4月 

活動日時 
毎週土曜日 10:00～12:00 活動場所 鷺宮区民活動センター分室都営住宅集会室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
空手の稽古を通じて基礎体力をつける、礼儀を身につける。周囲の人々とのコミュニケーションをつける。あきらめずに頑

張る気持ちを目的とします。空手全般の稽古。 

８、障害児・者支援 
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中野区中途失聴・難聴者の会 会員数 50名 

連絡先 事務局 ホームページ なし 

電話 03-5380-3330 FAX 03-5380-3330 設立 2003年 4月 

活動日時 
週 1回程度 活動場所 スマイルなかの 5階 聴覚研修室内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
区内の中途失聴・難聴者の福祉向上のための要望活動。親睦・交流活動、情報提供など。 

 

中野の精神障がい者の住まいと暮らしを支える会 会員数 80名 

連絡先 小酒井 烈 ホームページ 
 

電話 03-3385-3293 FAX 03-3385-3293 設立 1996年 6月 

活動日時 
不定期 活動場所 中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

作業所へのボランティア活動、ハイキング、ボウリング等を通して、当事者の方々と交流やピアカウンセリング等の受講費

の援助。 

 

中野区要約筆記の会 会員数 23名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2003年 6月 

活動日時 
定例会 毎月第 1日曜日午前(原則) 活動場所 スマイルなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

聴覚障害者、聴覚障害の理解のために活動。難聴者団体への支援および、難聴者との交流。 

 

ぷらいまりぃ中野 会員数 27名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1996年 5月 

活動日時 

毎月第 3土曜日 
活動場所 

マイルドハート高円寺（杉並区高円寺北

1-28-1） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

心身障害児・者と親が共にリラックスするリズム運動と音楽療法、会員相互の親睦、音楽療法士の先生に来ていただき

①ピアノ演奏の鑑賞②リズム運動③楽器演奏④車椅子ダンス⑤コンサート出演等をする 

中野区手話サークル｢だるま会｣ 会員数 100名 

連絡先 中馬 こずえ ホームページ  

電話 03-5380-3330 FAX 03-5380-3330 設立 1973年 10月 

活動日時 
毎週火曜日 10：00～12：00   

毎週木曜日 19：00～21：00 
活動場所 スマイルなかの 5階第一、第二会議室 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
聴覚障害者団体と連携しての活動を中心に、手話学習、「たましろの郷」支援活動、野外交流会、講演会、小学校の交

流活動、七夕交流会、班活動などを行っています。 

８、障害児・者支援 
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NPO 法人 すばる会 会員数 15名 

連絡先 法人本部（すばるカンパニー内） ホームページ なし 

電話 03-3339-6541 FAX 03-3339-3811 設立 2012年 4月 

活動日時 
月曜日～金曜日 活動場所 すばるカンパニー（中野区若宮 1-54-15） 

会員募集 していない 会費有無 なし 

活動内容 
主に障害をもっている方たちが地域社会で自立した生活を営めるよう支援する。すばるカンパニーとグループホームを運

営しています。 

 

NPO 法人 ねこの手 中野ハンディキャブ 会員数 60名 

連絡先 NPO法人 ねこの手 中野ハンディキャブ 事務所 ホームページ 
 

電話 03-5318-5899 FAX 03-6736-0338 設立 1998年 8月 

活動日時 
毎日（12/31、1/1は休み） 活動場所  

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

障害者の外出を支援するために、車椅子のまま乗り降りできるスロープ・リフト付きのハンディキャブを運行しています。 

 

NPO 法人 リトルポケット 会員数 90名 

連絡先 法人本部（あとりえふぁんとむ内） ホームページ あり 

電話 03-3360-3517 FAX 03-3360-3587 設立 2007年 4月 

活動日時 
年間を通じて活動 活動場所 中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

自分の暮らしたい街に住み続けたいという声を支援する活動を行っています。区内数か所の施設において、障害のある方

への相談支援や日中活動の場の提供などの活動をしています。 

 

NPO 法人 わかみやクラブ 会員数 25名 

連絡先 わかみやクラブ事務局 ホームページ あり 

電話 03-4296-1888 FAX 03-4296-1888 設立 2008年 3月 

活動日時 

①月曜日～土曜日 放課後デイサービス 

②火曜日～土曜日 障害児相談支援 

 

活動場所 ①丸山 ②野方  

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

障害児の放課後の生活支援・レクリエーション活動など、障害児サービスの利用計画相談、保護者活動支援。 

 

NPO 法人 カサ デ オリーバ 会員数 30名 

連絡先 村松 いづみ ホームページ あり 

電話 03-5340-8898 FAX 03-5340-8898 設立 2007年 4月 

活動日時 
月曜日～金曜日 10：00～18：00 の間（土、日、祝

日休み） 
活動場所 カサ デ オリーバ 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
精神障害者（他障害を含む）と健常者の交流・親睦を深める場を提供しながら、社会参加のサポートをする活動をしてい

ます。 

８、障害児・者支援 
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オレンジカフェとんぼ 会員数 6名 

連絡先 岩田 真由弓 ホームページ なし 

電話 090-7244-0091 FAX 03-5386-1922 設立 2016年 1月 

活動日時 

毎月第 1・3水曜日 14:00～16:00 
活動場所 

東中野キングスガーデン １階 

地域交流スペース 
会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
認知症の方やその家族はもちろん、地域にお住いの方、お子さん連れの方、認知症サポーターの方どなたでもお越しいた

だける集いの場です。 

 

さぎ草の会 会員数 13名 

連絡先 中大路 靜世 ホームページ なし 

電話 03-3338-8885 FAX 03-3338-0999 設立 2008年 10月 

活動日時 
毎月第 3木曜日 13：30～15：30 活動場所 鷺宮区民活動センター分室（白鷺 1-4-27） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

認知症その他の病気（脳梗塞等）の介護にあたられるご家族をサポート（主に精神的）仲間作りを目的とする会。 

 

中野区愛育会 会員数 430名 

連絡先 中野区愛育会事務所 ホームページ なし 

電話 080-3957-1883 FAX 03-5330-2946 設立 1955年 

活動日時 
月 1回理事会、成年部会、教育部会随時 

バスハイク年２回 等 
活動場所 スマイルなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

知的に障害のある人たちが、地域で幸せに暮らしていくために障害に対する理解を広め、福祉施策や学校教育の充実を

求め、社会的自立をめざし、親亡き後の対策を共に考え推進する親の集まりです。 

 

中野区障和会 会員数 47名 

連絡先 浜村務 ホームページ なし 

電話 03-5373-1233 FAX  設立 1971年 4月 

活動日時 
月曜日～金曜日 活動場所 障害者福祉会館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

障和会は脳血管障害者のリハビリの一環として会館で月～金までサークル活動にはげんでいます。 

ＩＬねこの手 会員数 15名 

連絡先 ＩＬねこの手 事務所 ホームページ あり 

電話 03-3360-4461 FAX 03-3360-4461 設立 2005年 6月 

活動日時 

隔月の土曜日か日曜日の 1回 
活動場所 

①ねこの手事務所（東中野 1-38-12）  

②スマイルなかの 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
中野区を中心とした障害者の交流と情報交換の場を作ることを目的とし、様々な講演会、レクリエーションを企画、実施。 

９、当事者・家族会 
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中野パーキンソン病友の会 会員数 42名 

連絡先 高橋 治雄 ホームページ なし 

電話 03-3388-1316 FAX 03-3388-1316 設立 1992年 10月 

活動日時 
毎月原則として第2月曜日13:30～（1、8月は除く） 活動場所 スマイルなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
当会はパーキンソン病患者の会です。上部組織に全国パーキンソン病東京支部があります。当会では、毎月 1 回会合を

行い、すこやか福祉センターの協力でリハビリ教室、その後患者同士の情報交換をしています。 

 

花みずきの会 会員数 20名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1999年 4月 

活動日時 

第 1月曜日 13：00～15：00(認知症介護の集い) 

第 3土曜日 14：00～16：00（ミニサロン） 
活動場所 

認知症介護の集い 松が丘シニアプラザ 

ミニサロン 江古田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

認知症介護の集い 情報交換を通じて少しでも介護を楽に   ミニサロン 子ども～高齢者まで茶飲み話の場 

 

東山すずらんの会 会員数 17名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1988年 10月 

活動日時 
毎月第 1水曜日 13:30～16:00 活動場所 野方区民活動センター集会室 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

月 1回の定例会で、在宅で介護している家族の情報交換と介護経験者による助言を懇談会形式で行っている。 

 

ＮＰＯ法人コミュニティーサポート協会 会員数 20名 

連絡先 ＮＰＯ法人コミュニティーサポート協会 ホームページ あり 

電話 03-5340-7399 FAX 03-5340-7399 設立 2015年 4月 

活動日時 
サロン：毎月第 3土曜日 

お見舞い活動：月曜日～金曜日 
活動場所 南中野区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

介護者同士で集まり、語らいあうサロンを開いています。有償で代理のお見舞い活動も行っています。 

中野の障がい児（者）と家族の会 会員数 30名 

連絡先 髙橋 佳子 ホームページ なし 

電話 03-3339-6868 FAX 03-3339-6868 設立 2003年 4月 

活動日時 
定期的には第 4日曜日エアロビックス 

定期総会 年 1回 
活動場所 鷺宮近隣（鷺宮体育館等） 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
心障学級増設運動をきっかけに、障害があっても本人やその家族が健康的で明るい社会生活が営めることを目標に設立

しました。地域の中で将来自立や社会参加ができるように、地域の仲間づくりを目指しています。 

９、当事者・家族会 
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NPO 法人 中野区視覚障害者福祉協会 会員数 96名 

連絡先 髙橋 博行 ホームページ あり 

電話 03-3383-4774 FAX 03-3383-4774 設立 1939年 4月 

活動日時 

日曜、祝祭日を除く毎日 
活動場所 

いこいの家(中野 2-29-15 サンハイツ中野

309) 
会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
区内近隣に住む視覚に障害がある人たちが集い合い、当会の行事、クラブ活動、その他をとおして社会参加を図るととも

に親睦を深めています。同行援護サービス、墨字文書の音訳事業も行っています。 

 

NPO 法人 パープル・ハンズ 会員数 30名 

連絡先 永易 至文 ホームページ あり 

電話 03-6279-3094 FAX 03-6279-3094 設立 2013年 4月 

活動日時 
月 1回程度のイベント 活動場所 都内 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

性的マイノリティのためのライフプランニング研究会（学習会）、カフェ、電話相談、イベントなど。 

 

 

 

 

 

NPO 法人 若年認知症交流会小さな旅人たちの会（ちいたび会） 会員数 60名 

連絡先 高橋 恵美子 ホームページ あり 

電話 03-3338-6932 FAX 020-4663-8869 設立 2013年 2月 

活動日時 
毎月第 2土曜日 14:00～17:00 活動場所 「マイルドハート高円寺」地域交流スペース 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
若年性認知症本人・家族の支援。2 つの柱で活動中。①毎月第 2 土曜日の交流会 ②みんなと旅行でリフレッシュ！ 

気軽に様子を見に来てください。 

９、当事者・家族会 
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上高田台公園運営委員会 会員数 8名 

連絡先 大橋 美紀 ホームページ あり 

電話 080-5026‐1419 FAX 03-3387-0858 設立 1995年 3月 

活動日時 

毎月第 1・2･3水曜日 、第 4 日曜日 
活動場所 

上高田台公園奥の草原（雨天時上高田東高齢

者会館） 
会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
中野区の放課後子ども教室で「夢発見！草っパラダイス」を主催。 

 

きんぎょの会 会員数 8名 

連絡先 関口 敦子 ホームページ なし 

電話 03-5380-5307 FAX 03-5380-5307 設立 1994年 12月 

活動日時 
月 1回不定期 活動場所 区内児童館や区民活動センターなど 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

乳幼児親子(特に母親)を対象に、日頃の育児の悩みや思いを分かち合うしゃべり場「きんぎょルーム」の開設や子育てに

役立つ講座を開きます。 

 

グループ「育てる」 会員数 10名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2006年 4月 

活動日時 
不定期 活動場所 地域の子育てひろば、児童館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

参加者みんなが協力しあって進めるワークショップ形式の講座として中学・高校生のための親準備教育講座「ちっちゃい

子とあそぼう！」を開催。ファシリテーターの養成および研さんの講座の開催。地域の子育て支援。 

 

子育て支援サークル ワン・ツークラブ（PALA） 会員数 20名 

連絡先 原 まり子 ホームページ なし 

電話 03-3384-3635 FAX 03-3384-3635 設立 2003年 4月 

活動日時 
毎週火曜日、木曜日 10:30～11:45 活動場所 南中野区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

小さなお子さん連れのママから高齢者の方まで、健康維持のための体操、ストレッチを行います。子どもの成長の事から、

自分の健康やその他について情報交換します。 

オアシスなべよこ（親子ミニデイ・いつでもおいデイ） 会員数 100名 

連絡先 山崎 由紀子 ホームページ なし 

電話 090-6013-5888 FAX 03-3381-0324 設立 2000年 6月 

活動日時 
原則毎月第 2,4火曜日 10：00～15：00 活動場所 鍋横区民活動センター、その周辺 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
鍋横を中心に子育て支援として「いつでもおいディ」を月 2回第 2，4火曜日 10時～15時。和室におもちゃを用意して居

場所づくりをしています。一時預かりも 1時間 500円でやってます 

１０、児童・子育て支援 



-19- 

 

 

昭和キッズルーム 会員数 13名 

連絡先 文園児童館 ホームページ なし 

電話 03-3385-0282 FAX 03-3385-0566 設立 2002年 12月 

活動日時 
月 1回第 2木曜日 10：00～12:45(8月はお休み） 活動場所 文園児童館 

会員募集 していない 会費有無 あり 

活動内容 
月 1 回お子さんから離れて、自分だけの時間を作ってほしいと思い活動を始めました。子育て中の方、生後 3 ケ月より 4

歳位までのお子さんを預ります。 

 

スキットママ SUN ズ 会員数 2名 

連絡先 文園児童館 ホームページ なし 

電話 03-3367-8106 FAX  設立 2010年 

活動日時 
第 1 木曜日 11:00～12:00（月により第 3 木曜日の

場合有）事前申し込み 
活動場所 文園児童館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

乳幼児を子育て中のママ向けの野口栄子先生による骨盤体操です。体操の間は「昭和子育てサロン“わ”」のスタッフの

方々が隣室でお子様をお預かりします。体を思いっきり動かして心も体もスッキリ！ぜひご参加下さい。 

 

世代間交流「夢のかけ橋」 会員数 50名 

連絡先 丸山 陽子 ホームページ なし 

電話 03-3372-7856 FAX 03-3375-7573 設立 1994年 7月 

活動日時 

毎月 4～6回 13:00～17:00または 14:00～16:00 

月 1回は 18:00～20:30運営会議 等。 
活動場所 

弥生児童館・向台小学校・桃園あおぎり館(桃

園小学校)他 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

世代間交流により、次世代を担う青少年の健全な成長を願い、犯罪のない住みよい社会づくりを目指すため、相互学習

の輪を広げる事を目的として活動しています。 

 

チャイルドライン中野子ども電話 会員数 18名 

連絡先 大畑 きぬ代 ホームページ あり 

電話 080-3919-0489 FAX 03-3384-5617 設立 2001年 1月 

活動日時 
毎週土曜日 活動場所 電話設置場所 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

子どもたちからの電話を傾聴、一緒に考える。必要なことを社会発信し、子どもの権利条約が完全施行されるために働く。 

さぎのみや あい・あいサポート 会員数 40名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ  

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2005年 9月 

活動日時 
月１回（8 月を除く）、原則第 2 火曜日（児童館の都

合で変更あり） 
活動場所 鷺宮児童館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
子育ての不安やストレスを抱えたママたちを支援する目的で活動している。乳幼児一時預かり。 

１０、児童・子育て支援 
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中野宝橋だいかぞく 会員数 50名 

連絡先 能津 美紀 ホームページ あり 

電話 03-6300-6782 FAX 03-6300-6782 設立 2014年 12月 

活動日時 
週 4日（火曜日・水曜日・木曜日・金曜日）  

10:00～14:00 
活動場所 だいかぞくのおうち（弥生町 1-2-4） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
だいかぞくのようにみんなでみんなの子どもを見守り、共に学び、共に遊び、ママも子どもも共に育つ、ハッピーな子育てを

一緒にしましょう。 

 

中野区 BBS 会 会員数 6名 

連絡先 内田 正士 ホームページ なし 

電話 090-1797-4352 FAX 03-3330-3917 設立 1980年 10月 

活動日時 
主に土曜日、日曜日、月 1回程 活動場所 定例会は中野近辺の各施設等 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

問題を抱えた少年等の立ち直りを手助けするボランティアグループ。 

 

中野区母子寡婦福祉会 会員数 50名 

連絡先 西田 哲雄 ホームページ 
 

電話 03-3382-0452 FAX 03-3382-0452 設立 2014年 4月 

活動日時 
随時 活動場所 中野区内他 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

母子家庭、父子家庭の親と子、寡婦それぞれの交流、相互扶助などを目的に旅行・研修などさまざまな活動をしている。 

 

にこにこママの会 会員数 10名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2011年 4月 

活動日時 
毎月第 1・3金曜日 13:30～15:30 活動場所 U18プラザ中央（たかまるルーム） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

0 歳の赤ちゃんを育てている母親が少しでも不安やストレスを軽減でき、楽しく子育てができるように応援する「0 歳の赤ち

ゃんママのおしゃべりひろば」を U18 プラザ中央で月に 2回開催しています。 

ドロップイン ほっとほっと 会員数 8名 

連絡先 能津 恵子 ホームページ  

電話 03-3382-7966 FAX 03-3382-7966 設立 2002年 9月 

活動日時 
第 3水曜日、不定期 活動場所 中野区産業振興センター（保育室） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
ひろば事業（小さなこどもを持つ親子がのんびりおしゃべりをしたり遊んだりできる場所を提供しています。）子育て講座を開

催して子育て支援をしています。 

１０、児童・子育て支援 
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ぴよぴよひろば運営委員会 会員数 66名 

連絡先 ぴよぴよひろば ホームページ なし 

電話 03-3365-8911 FAX 03-3365-8911 設立 2008年 2月 

活動日時 
月曜日～金曜日 11:00～16:00 活動場所 宮園高齢者会館 

会員募集 していない 会費有無 なし 

活動内容 
乳幼児親子の集いの場。授乳や喫茶食事のできるスペースもあるので、親子でゆっくり過ごせます。おもちゃも豊富。毎月

育児相談・親子体操教室を実施しています。 

 

ベビママさろん 会員数 15名 

連絡先 岩田 真由弓 ホームページ あり 

電話 090-7244-0091 FAX 03-5386-1922 設立 2009年 9月 

活動日時 

毎週火曜日 10:30～13:30 
活動場所 

東中野キングスガーデン １F 

地域交流スペース 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

お子さんを遊ばせながら子育てについて情報交換をし、ほっと一息つける場所です。育児アドバイザーによる育児相談も

行っています。 

 

ぽかぽかひろば 会員数 10名 

連絡先 庄 里子 ホームページ 
 

電話 03-3228-8672 FAX 03-5345-6335 設立 2003年 4月 

活動日時 
毎月第 3 木曜日 11：00～14：30(8 月のみ第 1 木

曜日） 
活動場所 上高田児童館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

同名の子育て交流広場「ぽかぽかひろば」開催。7、8 月は希望により「ぽちゃぽちゃひろば（水遊び）」も開催、乳幼児食ク

ッキング教室なども実施している。 

 

ママと遊ぼう 会員数 40名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ あり 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1982年 4月 

活動日時 
月２回、曜日不定 11：00～11：45 活動場所 みなみ児童館 1 階 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

月に 2 回、0～3 歳児親子を対象とした育児サークルです。日々の育児の不安や悩みを分かち合い、季節ごとのイベント

を開催してます。詳しくはブログで http://blog.goo.ne.jp/mama_to_asobo 

はぴふる 会員数 10名 

連絡先 村松 広美 ホームページ あり 

電話 090-6543-7548 FAX  設立 2010年 4月 

活動日時 
不定期 活動場所 スマイルなかの他区内公共施設 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
乳幼児ママのストレス解消、仲間づくりを支援しています。子連れで参加できる講座の開催や親子ひろばを不定期で開催

しています。詳しくはブログで。http://leomidori.blog3.fc2.com/ 

１０、児童・子育て支援 
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やよいＹＹネット ままサポ 会員数 20名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立  

活動日時 
①原則毎月第 4 木曜日（8 月を除く） ②第 2 木曜

日（5、6、9、10、11、2、3月） 
活動場所 ①朝日が丘児童館 ②弥生児童館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
弥生地域の子ども達の健全な成長を願う大人の支援活動を目的とする。活動の一環として「ままサポ」は乳幼児預かりを

している。 

 

ＮＰＯ法人 上高田パワーズ 会員数 20名 

連絡先 田川 研作 ホームページ なし 

電話 03-3386-3352 FAX 03-3386-3352 設立 2010年 6月 

活動日時 
原則月 1回日曜日 活動場所 上高田児童館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

学童クラブ併設の上高田児童館の休日開放と各種こども教室を開催。地域の子どもたちの健全育成のための事業を実

施。 

 

NPO 法人 すみれの庭 会員数 38名 

連絡先 すみれの庭 ホームページ あり 

電話 ― FAX 03-3389-2378 設立 2005年 12月 

活動日時 
ホームページにてご案内しています。 活動場所 当事務所（中野区中野 5-3-14）、他区内施設 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

子どもの健全育成や、子育ての支援に寄与すること。幼稚園スタイルの無認可園、子育て広場、未就園児クラス、手仕

事の会などの運営をしています。 

 

NPO 法人 ＺＥＲＯキッズ 会員数 40名 

連絡先 佐々木 香 ホームページ あり 

電話 090-4412-8934 FAX 03-5913-8750 設立 1994年 1月 

活動日時 
毎日曜日 10：00～15：00 活動場所 なかの ZERO 西館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

こどものパワーで地域をつなぎ文化をつくる！いつでもテーマは「そうぞう力」（ Imagination&Creation）。幼児から大学生ま

でが様々な表現活動にチャレンジする異年齢の子ども集団。活動は歌のボランティア、子ども日本文化体験他。 

南中野レインボークラブ 会員数 13名 

連絡先 鈴木 三祝 ホームページ あり 

電話 03-3384-5194 FAX  設立 2012年 1月 

活動日時 
毎月 2～4回 活動場所 南中野児童館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
地域の子ども達の健全な育成の手助けを行うことにより、地域の子育て支援の一助となることを目的とし、南中野児童館

の活動支援をしています。(主として花だんクラブの活動支援） 

１０、児童・子育て支援 
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ＷＡＡＨＭ（わむ） 会員数 5名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2011年 4月 

活動日時 
月 3回水曜日 13:30～14：30 活動場所 大和区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
親子サークルＷＡＡＨＭは親子で楽しく過ごす場を提供しています。活動の中心は親子英語サークルです。ネイティブの

先生と英語で遊びハロウィン等のイベントも楽しんでいます。 

 

 

 

 

中野区消費者団体連絡会 会員数 11団体 

連絡先 羽賀 育子 ホームページ 
 

電話 03-3330-7104 FAX 03-3330-7104 設立 1987年 4月 

活動日時 
随時 活動場所 中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
11 の消費者団体の連絡会です。各団体の自主的活動を尊重し、情報交換を重ねながら、消費者問題・環境保全・食の

安全・教育や平和問題など、幅広く活動しています。 

 

中野・コンポスト連絡会 会員数 29名 

連絡先 貞弘 優子 ホームページ あり 

電話 03-3386-7086 FAX 03-3386-7281 設立 2008年 2月 

活動日時 
定例会 第 3 月曜日 10:00～12:00 他必要に応じ

て 
活動場所 中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
主に家庭から出る生ごみをコンポスト(堆肥)化し、土に戻し目に見える小さな循環の輪をつなぐことを目指しています。ごみ

減量だけにとどまらず、コンポストづくりを通じ、様々な環境活動につなげていきます。 

NPO 法人 中野こども空間 会員数 70名 

連絡先 新谷 順子 ホームページ あり 

電話 03-5373-8246 FAX 03-5373-8246 設立 2000年 8月 

活動日時 

不定 月 3回程度 
活動場所 

北原児童館、北原小学校、野方図書館、大和

児童館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

青少年育成活動：中野区放課後子ども教室、みんなのこども空間(料理、手作り、自然教室) 子育て支援活動：みんな

であ・そ・ぼ、子どもの権利の普及（児童館の日曜開放） 自然体験キャンプ：地域の子育て力を育成し、青少年のネットワ

ークをつくる(自然教室) 

かおり会 会員数 11名 

連絡先 黒星 セツ子 ホームページ なし 

電話 03-3330-0302 FAX 03-3330-0302 設立 2002年 4月 

活動日時 
毎月第1火曜日（午後から申込者の体験あり）、第 3

木曜日 
活動場所 上高田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

環境を考え、資源の再利用を目的に、不要になった衣類や古布を裂いて新しい布として織り上げます。織り上がった布

は、小物やバッグ、洋服など会員のアイディアで色々な物に利用されています。年 2 回講習会を開き、資源の大切さを話

し、裂き布織りの体験をしてもらっています。 

１０、児童・子育て支援 

１１、環境・リサイクル 
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NPO 法人 グリーンサイエンス 21 会員数 85名 

連絡先 ＮＰＯ法人グリーンサイエンス 21 ホームページ あり 

電話 03-3952-1121 FAX 03-3952-1121 設立 2007年 4月 

活動日時 

3月～11月週 2回程度 
活動場所 

中野区内、東京ボランティア・市民活動センタ

ー等 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
地球を守るきず菜ちゃんプロジェクト。中野の野菜きず菜ちゃん。屋上水耕栽培による無農薬の新鮮夏野菜の生産。 

 

NPO 法人 green bird 中野チーム ― 

連絡先 見尾田 直 ホームページ あり 

電話 080-4166-9997 FAX  設立 2013年 3月 

活動日時 

毎月第 1火曜日 7:00～8:00 

   第 3火曜日 19:00～20:00 

   第 4日曜日 10:00～11:00 

 

活動場所 JR中野駅周辺 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
「きれいな街は、人の心もきれいにする」をコンセプトに、ごみひろいを通して街や人に関わるキッカケ作りをしています。 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 中野・環境市民の会 会員数 15名 

連絡先 須藤 悦子 ホームページ あり 

電話 03-3951-7516 FAX 03-3951-7516 設立 2002年 4月 

活動日時 
月 1 回の例会、年数回講演会、勉強会、自然観察

会やエコクッキングも計画中。 
活動場所 主に中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

環境問題について地球レベルで考え、地域で活動しています。最新の情報収集にも努め、イベントや講演会などで広く発

信します。ごみ減量部会、水とみどりの部会、エネルギー部会の 3 つの部会があります。再生可能エネルギーにシフトする

為に市民発エネルギー事業を計画しています。 

江古田日本語教室 会員数 20名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1993年 6月 

活動日時 
毎週木曜日 活動場所 江古田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
外国人に日本語を教えることにより、相互の親睦交流を図る。 

毎週１回の学習を通じて、自然な形で外国人が地域にとけこめるよう支援する。 

１１、環境・リサイクル 

１２、国際交流 
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中野区国際交流協会 (ANIC) 会員数 610名 

連絡先 中野区国際交流協会 (ANIC) ホームページ あり 

電話 03-5342-9169 FAX 03-3383-0728 設立 1989年 6月 

活動日時 
それぞれの活動により異なる 詳しくはお問い合わせ

を 
活動場所 なかの ZERO 西館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
さまざまな国の人々が共生できる地域社会を目指して、ボランティアと一緒に市民レベルの国際交流を進めています。 

 

中野区国際交流協会 ＡＰＧ (ANIC Planning Group ) 会員数 15名 

連絡先 中野区国際交流協会 (ANIC) ホームページ あり 

電話 03-5342-9169 FAX 03-3383-0728 設立 1991年 3月 

活動日時 
定例ミーティング毎月第 1木曜日 10：00～12：00 活動場所 なかの ZERO 西館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
ＡＰＧでは、毎年恒例となっている「新春の集い」や「夕涼み会」、世界や日本の料理講習会の運営を担っており、外国人

区民や留学生の方々が日本の伝統的行事やさまざまな国の食文化を体験する機会を提供しています。 

 

中野区国際交流協会 金曜ボランティア 会員数 25名 

連絡先 中野区国際交流協会 (ANIC) ホームページ あり 

電話 03-5342-9169 FAX 03-3383-0728 設立 1989年 6月 

活動日時 

定例ミーティング 毎月第 2金曜日 19：30～21：00 

イベント月 1回程度 

 

活動場所 なかの ZERO 西館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
国際交流サロンや野外散策、スポーツ交流を企画・運営しています。学生さんからお勤めの方まで年齢層はさまざまで

す。 

 

中野区国際交流協会 日本語ボランティア 会員数 160名 

連絡先 中野区国際交流協会 (ANIC) ホームページ あり 

電話 03-5342-9169 FAX 03-3383-0728 設立 1989年 10月 

活動日時 

火曜日 10：00～12：00、14：00～16：00、16：15

～18：00 

木曜日 16：15～18：00、18：30～20：30 

 

活動場所 なかの ZERO 西館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
日本語習得を必要とする外国人の方を対象に日本語講座を実施しています。約 450人の一般学習者と約 30人の学齢

期の子どもたちに日本語を指導しています。日本語講座はどんなレベルでも、いつでも、いつまででも学べます。 

 

 

NPO 法人 多言語広場セルラス 会員数 400名 

連絡先 初芝 理恵 ホームページ  

電話 03-5333-8202 FAX 03-5333-8203 設立 2002年 5月 

活動日時 
毎週金曜日夜間 活動場所 スマイルなかの 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 地域の多文化共生を目指し、世界に通じる人材育成のため、多言語の普及と様々な国際交流事業を行う。 

１２、国際交流 
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なべ Café 会員数 15名 

連絡先 鍋横区民活動センター ホームページ あり 

電話 03-3383-2733 FAX 03-3383-2734 設立 2015年 11月 

活動日時 
週 1回毎水曜日 活動場所 鍋横区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
地域の世代を超えた交流の場を作る、コーヒー、抹茶、手作りのお菓子などを用意して和やかなひとときを提供する。 

 

沼袋アンブレラハウスの会 会員数 25名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2002年 6月 

活動日時 
月 1回くらい 活動場所 沼袋区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

眠ってる傘を寄付していただき、手入れをして、西武新宿線沼袋駅の傘立てに置いて、無料貸出をしている団体です。 

 

NPO 法人 なかの里を紡ぐ会 会員数 80名 

連絡先 ＮＰＯ法人なかの里を紡ぐ会 事務局 ホームページ あり 

電話 03-5332-3366 FAX 03-5389-1144 設立 2015年 1月 

活動日時 
介護保険事業：日曜日以外、その他の事業：不定

期 
活動場所 中央 3-27-19 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

誰もが高齢になっても、病や障がいを抱えても、住み慣れた地域で「居場所」を見つけ、人生の最期まで安心して暮らすこ

とができるまちづくりに取り組みます。 

 

ＮＰＯ法人 猫と花地域環境ネットワーク 会員数 40名 

連絡先 星野 新一 ホームページ あり 

電話 03-6454-0070 FAX 03-6454-0071 設立 2008年 9月 

活動日時 

不定期 
活動場所 

中野区内の各区民活動センター、当ＮＰＯ事務

所(新井 1-22-6) 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

飼い主のいない猫の問題を地域の問題として地域活動を通して人と猫と地域が心豊かに共生する社会をめざします。地

域での花壇作りを推進します。 

 

中野たてもの応援団 会員数 60名 

連絡先 十川 百合子 ホームページ あり 

電話 
 

FAX 03-3387-6843 設立 2011年 11月 

活動日時 

随時 定例会：月末 
活動場所 

中野区内および近隣地域 定例会：スマイルな

かの会議室他 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
中野区内の歴史的建造物とその環境の保存および活用を目指し地域の豊かなまちづくりにつなげていくことを皆で探って

います。 

１３、まちづくり 



-27- 

 

 

中野マジッククラブ 会員数 22名 

連絡先 内倉 恒治 ホームページ あり 

電話 03‐3382‐4815 FAX 03‐3382‐4815 設立 2000年 7月 

活動日時 

定例会：毎月第 1・3・4火曜日 10:00～12:00 

ボランティア要請日 
活動場所 

定例会：桃園区民活動センター 

ボランティア要請場所 
会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
マジックの基本を学び、技術の習得向上を図り、自己発展及び会員相互の親睦を深め、明るく楽しい人生を歩むこと、そ

してボランティア活動を通じて地域社会に貢献する人材育成を行う。 

 

NPO 法人 クリエイティブスマイル 会員数 20名 

連絡先 ＮＰＯ法人クリエイティブスマイル事務局 ホームページ あり 

電話 080-3177-0326 FAX  設立 2008年 6月 

活動日時 

①第 3日曜日 10:00～12：00 

②第 3土曜日 10:00～12:00 

③第 3土曜日 13:00～15:00 活動場所 

①江東区豊洲シビックセンター 

②中野ブロードウェイ会議室 

③なかのZEROまたは中野区産業振興センター

等の公共施設 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

クリエイティブスマイルは子どもから大人まで、多くの人々の創造性(クリエイティビティ)を育て、感性豊かで楽しい社会の実

現に寄与するために作られた特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）です。そのために様々な事業を企画・実施しています。 

 

ＮＰＯ法人 日本ルネサンス音楽普及協会 会員数 100名 

連絡先 増子 昭夫 ホームページ あり 

電話 03-5333-1087 FAX 03-5333-1087 設立 1999年 10月 

活動日時 

・会報発行年 2回（1月、7月）・会員によるコンサー

ト年 2 回（春、秋）・ルネサンス・ダンス講習会（秋）、

コンサート年 1回（6月）・セミナー＆ミニコンサート年

2回（4月、9月） 

活動場所 
絵本塾ホール（四谷）、東京オペラシティ（近江

楽堂） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

内外アーティストによる古楽の演奏会、セミナー、講演会等の随時開催。会報の発行（古楽、美術に関する小論文等）。

医療、児童施設等への会員のボランティアによる演奏活動。会員による演奏発表会。 

 

 

 

おと見映画部（NPO 法人 メディア・アクセス・サポートセンター） 会員数 10名 

連絡先 蒔苗 みほ子 ホームページ あり 

電話 03-5937-2230 FAX 03-5937-2233 設立 2006年 9月 

活動日時 

随時受付 
活動場所 

NPO 法人メディア・アクセス・サポートセンター事

務局（中央 2-9-1-401） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
ボランティアが作った字幕をモニターしてくださる聴覚障害のある方、字幕作りを楽しんでくださる方、一緒に映画を語り合

いましょう！“バリアフリー字幕と音声ガイドで感動をみんなのものに”をテーマとした NPOです。 

１４、芸術文化 
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NPO 法人 Youth Create 会員数 8名 

連絡先 NPO 法人 Youth Create ホームページ http://youth-create.jp/ ホームページ あり 

電話 
 

FAX  設立 2012年 11月 

活動日時 
随時 活動場所 東京都を中心とした首都圏、及び全国 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
「子ども・若者」が自分の住む国や街に関心を持ち、主体的に参加する後押しとして、政治や政治家と接する機会を学校

現場やイベントを通じて提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

伝承文化研究所 会員数 40 名 

連絡先 小林 隆 ホームページ あり 

電話 03-3319-5361 FAX 03-3319-5361 設立 2004年 6 月 

活動日時 
毎月第 3 土曜日午前・午後（勉強会） 

第 3 木曜日夜間（勉強会） 
活動場所 東京都内（中野区・杉並区・渋谷区） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
百人一首源平かるたを通して美しい日本語の啓蒙普及活動を行っています。それと共に、日本文化や日本の古典を通し

て次世代にこの国の素晴らしさを伝承しています。 

１５、教育関係 
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アロハフェイス 会員数 7名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2012年 1月 

活動日時 
第 1、3火曜日 13:00～16:30 活動場所 練習場所は新宿駅南口カラオケ館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
ハワイアンの好きなグループ。年間目標を決め練習をしています。他にボランティア活動のために何でも唄っています。 

 

ＣＯＭＥＣＯＭＥしらさぎ 会員数 14名 

連絡先 色部 春恵 ホームページ なし 

電話 03-3366-7189 FAX  設立 1996年 1月 

活動日時 
年間スケジュールを前年に決めており、土曜日か日

曜日で年 5回位 
活動場所 しらさぎホーム、やよいほうむ、ふらっとなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

特別養護老人ホームしらざきホームを拠点にいろいろな施設（高齢者・知的障害者・精神障害者）で、毎回テーマを変え

てふれあい喫茶店を開催し、利用者さんとのふれあいを楽しんでいる勤労者が中心のグループです。 

 

絆の会 会員数 12名 

連絡先 二之宮 武 ホームページ なし 

電話 03-3337-5366 FAX 03-3337-5366 設立 2014年 5月 

活動日時 
月 4回 土曜日 活動場所 中野区、小金井市（年 2回） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

今生きている事を大切にする為に高齢者と会話、歌を通して明るく元気にするイベントを頑張っております。 

 

キューピット♡ベル 会員数 8名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2010年 10月 

活動日時 
毎月 1回 金曜日 13:00～16:00 

すみれ会（年 4回) 
活動場所 スマイルなかの 

会員募集 していない 会費有無 あり 

活動内容 

読み聞かせ絵本、紙芝居、リズム遊び 

新井の介護を考える会 会員数 22名 

連絡先 佐藤 千恵子 ホームページ あり 

電話 03-3386-2061 FAX 03-3386-2061 設立 2012年 4月 

活動日時 

定例会：毎月第 3水曜日  

サロン：毎月第 2水曜日 

講習会・啓発(地域まつり等)・みかんへの参加 

活動場所 新井区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
避けて通れない介護の問題を地域住民同士が考え、支え合う共通認識を育成し、そのサポートを継続して行うことを目的

としている。講座・講演会・啓発他、他団体との連携等。 

１６、その他の活動 
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コープみらい くらしの助け合いの会「プチトマトの会」 会員数 2598名 

連絡先 コープみらい プチトマトの会 ホームページ あり 

電話 03-3382-5700 FAX  設立 1991年 7月 

活動日時 
月曜日～金曜日 10:00～17:00 活動場所 中野区全域(東京都全域) 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
プチトマトの会は、組合員どうしの助け合いによる有償ボランティア組織です。くらしの中で手助けが必要な組合員と少しな

らお手伝いができるという組合員お互い様の気持ちで助け合う組織です。 

 

中野傾聴ボランティア きくぞう 会員数 27名 

連絡先 酒井 兼重 ホームページ なし 

電話 090-2532-3104 FAX  設立 2012年 8月 

活動日時 
定例会：毎月第 1 木曜日 10:00～12:00 活動は

随時、個人は 1時間以内、施設は応相談 
活動場所 主に中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

「お話を聴くこと」を通して触れ合うすべての人たちと私たちが幸せで平和な楽しい人生を送ることを目的としています。高

齢者施設、病院等にて傾聴活動を行います。個人、グループ面談等ご相談ください。秘密厳守。 

 

なかの生涯学習サポーターの会 会員数 48名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ あり 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2007年 6月 

活動日時 
様々な部門によって異なるので、問合せを。 活動場所 なかのＺＥＲＯ西館学習室 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

中野区民の生涯学習・文化芸術活動の振興を目的とし、区民の声が活かされた活動しやすい環境を整えるため、区・指

定管理者と話し合い協働して活動をすすめている。区民の作品展示の手伝い、区民目線の情報を掲示、まな VIVAネット

にコラムを掲載、「歩いて探るなかの学」を開催など。 

 

中野美容協同組合 会員数 50名 

連絡先 小川美容室 ホームページ あり 

電話 03-3382-0047 FAX 03-3382-0047 設立 1990年 4月 

活動日時 
毎月第 4火曜日他 

月 1回の会議 
活動場所 商工会館、しらさぎホーム 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

毎月 1 回のボランティアカット、区内在住者へのやさしい美容サービスの実施と美容師のための技術、衛生管理、美容介

護の事業を行っている。 

こどもビストロパーティー・中野ですてきな思い出作ろう 会員数 10名 

連絡先 角掛 富夫 ホームページ なし 

電話 03-5342-2392 FAX 03-5342-2393 設立 2015年 10月 

活動日時 
月 1回開催  

ランチ会か晩御飯 
活動場所 桃園会館等 民間施設 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
核家族、孤食、貧困。外を元気に走り回っているお子様を見る限り、３つの問題点は見受けられません。会食を通じ、親

子の絆や他家族の方とのふれあいの輪が広がり、皆が笑顔溢れる居場所になれればと活動しています。 

１６、その他の活動 
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新渡戸文化短期大学 ボランティアサークル・カノン 会員数 15名 

連絡先 原 たつえ ホームページ あり 

電話 03-3381-9930 FAX 03-3381-7866 設立 2001年 4月 

活動日時 
随時 活動場所 中野区内の高齢者施設、子育て支援施設など 

会員募集 していない 会費有無 なし 

活動内容 
新渡戸文化短期大学は全学的にボランティア活動の支援をしています。カノンはその中心的存在の学生自主活動グル

ープです。学内にある 3Hボランティアセンターには、登録ボランティアの学生たちもいます。 

 

バルーンなかの 会員数 21名 

連絡先 中野区ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2009年 9月 

活動日時 
毎月第 3金曜日 10：00～12：00 活動場所 スマイルなかの会議室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

月に１回スマイルなかのに集まってみんなで練習をしています。保育園、児童館、高齢者施設、学校、地域まつりなどのイ

ベントのお手伝いをします。 

 

羊の会 会員数 16名 

連絡先 髙橋 澤子 ホームページ なし 

電話 03-3385-1049 FAX 03-3385-1049 設立 2008年 2月 

活動日時 
毎月第 2水曜日、最終金曜日 10:00～15:30 活動場所 スマイルなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

障害のある人・ない人が共に創作活動の出来る工房設立を目指しています。羊毛を使ってのフェルト作品、ストラップネッ

クレスなど、もの作りの好きな方のアイディアを生かしての会です。 

 

ひまわりの会 会員数 14名 

連絡先 舟久保 しげ子 ホームページ なし 

電話 03‐3366‐2836 FAX 03‐3366‐2836 設立 2011年 11月 

活動日時 

毎月 1回どこかに訪問（午後） 
活動場所 

やよいほうむ・小淀ホーム・新井薬師薬師さくら

の森 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

3～4 名で昔の歌謡曲やカラオケで唄い、日本舞踊を踊ってくれる人が 2～3 名いて、歌の間に踊りと、毎回ではないが、

中野区のマジック会長さんも何も予定がない時は参加してくれ、毎回6名前後で午後の1時間を利用者さんのために行っ

ています。 

ニ中ゆうねっと 会員数 20名 

連絡先 川﨑 洋子 ホームページ  

電話 03-3383-0806 FAX 03-3383-0806 設立 2004年 4月 

活動日時 
①茶道 第 2・4木曜日午後 ②パソコン 日曜日午

前 ③他は月 1回位不定期 
活動場所 中野二中 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
学校を地域の子どもや大人の居場所として学校と協力して開放しています。茶道教室、パソコン教室、物作り教室、こころ

と体ほぐし、伝統行事等を年間を通して活動しています。 

１６、その他の活動 
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みんなの食堂 実行委員会 会員数 5名 

連絡先 伊藤 由宏 ホームページ あり 

電話 080-4928-3487 FAX  設立 2015年 11月 

活動日時 
毎月第 4木曜日 活動場所 上高田東高齢者会館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
子どもや高齢者の孤食を防ぐため、月に一度みんなで夕食をとれる機会をつくる。「みんなの食堂」を開催する。 

 

ユニークダンスを楽しむ会 会員数 45名 

連絡先 髙橋 澤子 ホームページ なし 

電話 03-3385-1049 FAX 03-3385-1049 設立 1980年 12月 

活動日時 

月 1 回（主として、最初の日曜日） 13:00～15:30

まで 
活動場所 

スマイルなかの 4階多目的室、5階第1・2会議

室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

障がいのある人・ない人が一緒に社交ダンスを踊る会。パートナーの出来るステップで、ゆったり、やさしく踊ります。ストレッ

チあり、練習あり、ティータイムでゆっくりおしゃべりも。 

 

NPO 花葬会 会員数 40名 

連絡先 若井 武志 ホームページ なし 

電話 090-3540‐3321 FAX 03‐5385‐9899 設立 2015年 9月 

活動日時 
随時 年 3～4回講座開催 活動場所 中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

ＮＰＯとして、型にはまった営利本位の葬儀式でなく、我が家らしいお葬式を家族と共に相談し実行する。花で飾る家族葬

の提案。 

 

NPO 法人 日本救助犬協会 会員数 120名 

連絡先 事務局 山田 ホームページ あり 

電話 03-6304-8787 FAX 03-6304-8788 設立 1996年 6月 

活動日時 

①有事:被災地出動。平時:毎週日曜日訓練。②有

事:被災地訪問。平時:施設への定期訪問。③毎月

第 1・3土曜日 
活動場所 

①有事:被災地。平時:訓練場②有事:被災地。

平時:中野区内 3 ヶ所(かみさぎホーム、友愛ホ

ーム、ベタニアホーム)③江古田の森 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
①災害救助犬の育成と災害救助活動②訪問活動犬の育成と介護施設等及び被災地への訪問活動 

③犬のしつけ教室の開催を通して犬のしつけ方を指導する。 

White Wings 白き翼 会員数 10名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2015年 1月 

活動日時 

毎月木曜日月 4回 13：00～16：00 

毎月月曜日月 2回 13：00～16：00 
活動場所 

ゆーらっく、東中野区民活動センター、東中野

キングスガーデン 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
〈いつまでも元気に若々しく〉をモットーに世界各国のフォークダンスを踊りながら、心身ともにリフレッシュし、アンチエイジン

グを目指しています。地域の情報交換・お仲間作りに笑顔が広がっています。 

１６、その他の活動 
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NPO 法人 ワールド・ビジョン・ジャパン 会員数 50,000名 

連絡先 代表（榊原） ホームページ あり 

電話 03-5334-5350 FAX 03-5334-5359 設立 1987年 10月 

活動日時 
平日 9:00～17:00 活動場所 本町 1-32-2ハーモニータワー3階 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
キリスト教精神に基づいて、開発援助、緊急人道支援、アドボカシー（市民社会や政府への働きかけ）を行う国際 NGO で

す。国連経済社会理事会に公認・登録された約 100 ヵ国で活動するワールド・ビジョンの日本事務所です。 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人 日本心身機能活性療法指導士会 会員数 329名 

連絡先 井西 弘全 ホームページ あり 

電話 03-3384-1178 FAX 03-3229-1675 設立 2001年 12月 

活動日時 
全日（講習会ない場合は土日祝は休み） 活動場所 当団体事務所（中央 5-39-13-505） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
地域に根差した健康増進と自立支援のために種々のサービスを提供し、また生活習慣病及び認知症の予防と改善を目

的としたリハビリテーション法の１つである心身機能活性療法の指導と普及を通じ、福祉の増進に寄与すること。 

１６、その他の活動 
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かがり火会 ― 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ ― 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 ― 

活動日時 
原則、毎月第 4火曜日 10:00～11:45 活動場所 スマイルなかの会議室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
ボランティア情報紙「そよかぜ」の発送作業。折り込み、封筒入れなどの軽作業。 

 

切手きるきるの会 ― 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ ― 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 ― 

活動日時 
原則、毎月第 2、4木曜日 10:00～11:45 活動場所 スマイルなかの会議室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

ご寄付いただいた使用済み切手を整理しています。整理した切手は換金し、中野区社会福祉協議会のボランティア基金

に積み立てています。手ぶらで参加でき、自分のペースで、おしゃべりなどもしながら楽しく活動しています。 

 

手作り作品の会 ― 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ ― 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 ― 

活動日時 
原則、毎月第1、3金曜日 10:00～11:45(8月はお

休み) 
活動場所 スマイルなかの会議室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

ご寄付いただいた布や毛糸で、参加者各自手作りの手芸作品を制作しています。作品はイベント等で販売し、売り上げは

中野区社会福祉協議会のボランティア基金に積み立てています。手作りすることが好きな方、一緒にやってみませんか。 

 

 

エコたわしをつくる会 ― 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ ― 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 ― 

活動日時 
原則毎月第 1水曜日 10:00～11:45 活動場所 スマイルなかの会議室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
アクリル毛糸でエコたわしを作っています。作品は、イベントやボランティアセンター窓口等で販売し。売り上げは中野区社

会福祉協議会のボランティア基金に積み立て、地域に役立てられます。手ぶらで参加できる活動です。 

１７、中野ボランティアセンターでの活動 
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 サロン名 対象 参加費 会 場 活動日 

１ しんやまの家 どなたでも ５００円以内 
南台４丁目(中野区立高

齢者会館しんやまの家) 

年８回くらい 

１１:３０～１４：００ 

２ ふれあいサロン南台 どなたでも ２００円 
南台３丁目 

(旧・喫茶ぷりむら) 

毎月第２・４土曜日 

１３:００～１６:００ 

３ 談話室アイアイ どなたでも 
１００～ 

２００円 
本町３丁目（個人宅） 

毎月第１・３木曜日 

１３：００～１５：３０ 

４ 和みます会？ 高齢者 ２００円 本町２丁目(楽～can) 
毎月第２・４火曜日 

１３:００～１５:３０ 

５ マミーズの会 乳幼児親子 ２００円 本町２丁目（楽～can) 毎月第１・３水曜日 
１０:００～１１:００ 

６ みっちゃんち 高齢者 １００円 本町１丁目（個人宅） 
毎月第２月曜日 

１４:００～１６:００ 

７ おやすみ処 宮里 どなたでも ２００円 本町４丁目(個人宅) 
毎週水曜日(第５水曜日、祝

日は除く)１３:００～１７:００ 

８ さくら 高齢者 ２００円 本町６丁目(個人宅) 
毎月第３木曜日 

１０:００～１２:００ 

９ なでしこ 高齢者 １００円 
中野１丁目（宮二町会

集会所） 

毎週火曜日 

１３:３０～１７:００ 

１０ きずな 桃園 高齢者 １００円 中央５丁目(個人宅) 
毎月第２金曜日 10:00～12:00 
毎月第３火曜日 14:00～16:00 

１１ おひさま どなたでも ２００円 中野３丁目(個人宅) 毎月第１火曜日 
１３:３０～１５:３０ 

１２ おきらくがやがや どなたでも ２００円 中野３丁目（個人宅） 
毎月第２土曜日 

１１:００～１４:００ 

１３ ほっとサロン南口 どなたでも １００円 
中野２丁目（中野駅前

住宅 1号棟 集会室） 

毎月第２・４木曜日 

１３:３０～１６:３０ 

１４ 友・ゆう・YOU 中学生 １００円 中野３丁目（個人宅） 
毎週火曜日 

１８:００～２０:００ 

１５ いろり 高齢者 １００円 
東中野４丁目（東中野

区民活動センター） 

毎月第１・３月曜日（祝日の場

合は変更あり）13:30～15:30 

１６ アイアイ北野 乳幼児親子 ２００円 
新井３丁目（新井区民

活動センター） 

毎月第２火曜日 

１３:３０～１５：００ 

１７ あらい友友サロン どなたでも ２００円 
新井３丁目（新井区民

活動センター） 

毎月第２水曜日 

１３:３０～１５:３０ 

１８ メリーさんのひつじ どなたでも ２００円 
新井３丁目(新井区民活

動センター) 

毎月第１・３水曜日 

１３:３０～１５:３０ 

１９ あさひの家 どなたでも 
１００円～ 

２００円 

江古田２丁目（旭公民

館） 

毎月第１・３土曜日 

１０:３０～１５:００ 

２０ えはらのおばちゃんち 乳幼児親子 
１００円～ 

  ４００円 
江原１丁目（江古田住宅

自治会集会所） 

毎月第２木曜日 

１１:００～１５:００ 

「まちなかサロン」は、子育て中のお母さんとお子さん、シニアの世代など地域

のみなさんが気軽に集える「憩いの場」です。おしゃべりをしながらお食事をし

たり、お茶をのんだり、皆さんで和やかに楽しいひとときを過ごしています。 
1８．まちなかサロン 
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 サロン名 対象 参加費 会 場 活動日 

２１ コスモス畑 どなたでも ２００円 
江原町３丁目（江古田教

会） 

毎月第２・４水曜日 

１３:３０～１５:３０ 

２２ ほんだ山 高齢者 
１００～ 

  ２００円 

江古田３丁目（都営江古

田３丁目アパート集会室） 
毎週金曜日 
１０:００～１６:００ 

２３ 
ピアノ・プラス・アッ

ト・リリコ 
どなたでも ３００円 沼袋３丁目（個人宅） 

不定期（年６回くらい） 

１４:００～１６:００ 

２４ つぼみの会 どなたでも １００円 
野方５丁目（野方区民活

動センター） 

毎月第１金曜日 

１３:３０～１５：３０ 

２５ サロン丸山 どなたでも ２００円 
丸山２丁目（丸山高齢者

集会室） 

毎月第３金曜日 

１３:３０～１５:３０ 

２６ 白鷺 どなたでも １００円 
白鷺２丁目（白鷺町会ふ

れあい館） 

毎月第４木曜日 

１３:３０～１５:３０ 

２７ たまごのおうち どなたでも ２００円 
若宮３丁目（まなびじゅく

都立家政教室） 

毎週金曜日(第５金曜日・

祝日は除く) 13:00～15:00 

２８ エランズハウス どなたでも ２００円 白鷺３丁目(個人宅) 
毎週水曜日（祝日は除く） 

１２:００～１５:００ 

２９ 和い和いしらさぎ 乳幼児親子 
２００円 

（親子１組） 

白鷺１丁目（第３アパート

集会室） 

毎月第２・４木曜日 

１０:３０～１２:００ 

３０ おおざかい どなたでも １００円 
鷺宮６丁目（鷺宮６丁目

アパート集会所） 
毎月最終週の金曜日 
１３:３０～１５:３０ 

３１ 駒ちゃんサロン どなたでも １００円 
白鷺１丁目（しらさぎ桜

苑） 
毎月第１水曜日 
１３:３０～１５:３０ 

３２ かみさぎ どなたでも 

１００円 

（軽食は別

途２００円） 

上鷺宮３丁目・２丁目 

①上鷺宮区民活動センター 

②上鷺宮２丁目集会室 

①毎月第２・４火曜日 

②毎月第２・４水曜日 

１０:３０～１４:００ 

３３ アトカル どなたでも ２００円 上鷺宮２丁目（個人宅） 
毎月第４木曜日 

１３:００～１５:００ 

３４ さくらカフェ どなたでも ２００円 
上鷺宮２丁目（さくらサポ

ート２階） 

毎月第１・３木曜日 

１３:００～１５:００ 

３５ サロン deかみさぎ どなたでも １００円 
上鷺宮４丁目（上鷺宮４丁

目地域開放型集会室） 

毎月第４金曜日 

１４:００～１６:００ 

2016/05現在 



 

 

 

 

 

 

 

新しくなった中野ボランティアセンターのホームページを 

ご存知ですか？ 

活用して下さい 

 

ボランティア募集の情報とイ

ベント情報が閲覧できます 

http://www.nakanoshakyo.com  

「ボランティア登録」や「なかの本」・「ボランテ

ィアができる中野区内福祉施設等一覧」の情報が

閲覧できます。 



 
 

 
 

第３次中野区民地域福祉活動計画「いきいきプラン」 
 

「わたしたちがいつもいきいきと暮らすために」 
～社会的な孤立を生まない、人と人がつながる地域づくりを目指す～ 

 

 中野区社会福祉協議会は、第３次中野区民地域福祉活動計画「いきいきプラン」に区民の皆

さんと一緒に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

詳しくご覧になりたい方は、下記までお問い合わせいただくか、中野社協のホームページをご覧ください。 

 

経営管理課 ☎０３－５３８０－０７５１   ホームページ http://www.nakanoshakyo.com/ 



 

 

 

「なかの本」（なかのボランティア・NPO 情報ブック 2016） 
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