
 

 
 
 
 
 
 

杉並区社会福祉法人地域公益活動連絡会 
2019 年９月 

杉並の社会福祉法人が 
皆様の地域活動を応援します 

すぎなみ地域活動お役⽴ちガイド 



「すぎなみ地域活動お役⽴ちガイド」とは 

杉並区社会福祉法人地域公益活動連絡会とは 

  

 

杉並区内の社会福祉法人が運営する福祉施設が、地域貢献の一環として地域活動団体
等に貸し出せる物品や会議室等のスペース、出前講座や専門相談など、施設の特徴を生かし
地域の⽅々のお役に⽴ちたいとの思いで作成したガイドです。 

町会・⾃治会関係⾏事や地域の⽅が参加できる地域福祉⾏事、学校関係⾏事等にご利
用・ご相談ください。 

※ただし、政治活動や宗教活動、営利目的の者・団体には貸出・出前講座等は⾏っておりま
せん。 

杉並区内には 40 を超える社会福祉法人（運営事業所数︓約 90）があります（令和
元年 9 月現在）。 

本連絡会は、「社会福祉法人による社会貢献事業の地域ネットワーク連絡会」（平成 27
年 10 月発足）を⺟体とした会で、杉並区内の社会福祉法人が相互に情報交換を⾏い、 
連携と協働により地域公益活動に取り組むために設⽴した連絡会です。 

〇主な活動 
（1）地域公益活動の企画、検討及び実施 
（2）連絡会が実施する地域公益活動の周知 
（3）福祉ニーズに関する情報交換  等 

地域の皆様のお役に⽴てるよう取り組んでまいります。 

※「地域公益活動」とは、社会福祉法第 24 条第 2 項に基づき、地域（杉並区域）の社
会福祉法人が連携し、地域福祉の向上に資する活動です。 
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荻窪地域会員施設マップ
※福祉事務所エリアを参考にしています

No. 団体名 郵便番号 住所 ページ
1 杉並ゆりかご保育園 〒166-0015　 東京都杉並区成田東1-18-8 10

2 小百合の寮 〒167-0021　 東京都杉並区井草4-19-28 11

3 つぼみの寮 〒167-0021　 東京都杉並区井草4-19-28 12

4 高齢者在宅サービスセンター八成ふれあいの家 〒167-0021　 東京都杉並区井草2-25-4 13

5 八成居宅介護支援事業所 〒167-0021　 東京都杉並区井草2-27-13 14

6 ひととき保育八成 〒167-0021　 東京都杉並区井草2-27-13 15

7 特別養護老人ホーム上井草園 〒167-0023　 東京都杉並区上井草3-33-10 16

8 シャローム本天沼 〒167-0031　 東京都杉並区本天沼2-36-17 17

9 阿佐谷福祉工房 〒167-0032　 東京都杉並区天沼1-15-18 18

10 重症心身障害児通所施設わかば 〒167-0032　 東京都杉並区天沼3-15-20 19

11 ドルフィンキッズ 〒167-0032　 東京都杉並区天沼2-4-1　井上ビル3号館203号 20

12 杉並区社会福祉協議会 〒167-0032　 東京都杉並区天沼3-19-16　ウェルファーム杉並2階・4階 21

13 すぎなみ正吉苑 〒167-0033　 東京都杉並区清水2-15-24 22

14 視覚障害者支援総合センター 〒167-0034　 東京都杉並区桃井4-4-3　スカイコート西荻窪2 23

15 杉並育成園すだちの里すぎなみ 〒167-0035　 東京都杉並区今川2-14-12 24

16 特別養護老人ホームサンフレンズ善福寺 〒167-0041　 東京都杉並区善福寺3-27-11 25

17 頌栄保育園 〒167-0043　 東京都杉並区上荻3-15-12 26

18 荻窪北保育園 〒167-0051　 東京都杉並区荻窪5-17-8 27

19 発達支援つむぎ　荻窪ルーム 〒167-0051　 東京都杉並区荻窪5-27-6　中島第一ビル6階 28

20 デイホームにんじん・荻窪ふれあいの家 〒167-0051　 東京都杉並区荻窪2-29-3 29

21 おぎくぼ紫苑 〒167-0051　 東京都杉並区荻窪3-7-30 30

22 杉並区下井草カラフルホーム 〒167-0022　 東京都杉並区下井草4-30-1 31

2
4

5

八成居宅介護支援事業所
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高円寺地域会員施設マップ
※福祉事務所エリアを参考にしています

No. 団体名 郵便番号 住所 ページ
1 特別養護老人ホームさんじゅ阿佐谷 〒166-0001　 東京都杉並区阿佐谷北1-2-1 32

2 聖友学園 〒166-0001　 東京都杉並区阿佐谷北3-28-19 33

3 聖友乳児院 〒166-0001　 東京都杉並区阿佐谷北3-28-19 34

4 阿佐谷保育園 〒166-0001　 東京都杉並区阿佐谷北3-36-20 35

5 杉並さゆり保育園 〒166-0002　 東京都杉並区高円寺北4-34-22 36

6 のはら保育園 〒166-0004　 東京都杉並区阿佐谷南1-14-8 37

7 杉並・あしたの会福祉作業所 〒166-0004　 東京都杉並区阿佐谷南3-12-1　栄ビル 38

8 ワークショップ・かたつむり 〒166-0012　 東京都杉並区和田1-5-18　アテナビル2階 39

9 和田ふれあいの家 〒166-0012　 東京都杉並区和田3-52-4 40

10 和田堀ホーム 〒166-0012　 東京都杉並区和田2-27-8 41

11 救世軍恵みの家 〒166-0012　 東京都杉並区和田1-41-11 42

12 ブース記念老人保健施設グレイス 〒166-0012　 東京都杉並区和田1-40-15 43

13 杉並保育園 〒166-0011　 東京都杉並区梅里2-34-22 44

14 済美職業実習所 〒166-0013　 東京都杉並区堀ノ内1-26-6 45

15 松ノ木ふれあいの家 〒166-0014　 東京都杉並区松ノ木2-14-3 46

16 方南隣保館保育園 〒168-0062　 東京都杉並区方南1-4-7 47

17 あすなろ作業所 〒168-0062　 東京都杉並区方南1-3-4 48

18 和泉ふれあいの家 〒168-0063　 東京都杉並区和泉4-40-31 49

19 特別養護老人ホーム　和泉サナホーム 〒168-0063　 東京都杉並区和泉4-16-10 50

20 特別養護老人ホーム　新泉サナホーム 〒168-0063　 東京都杉並区和泉1-44-19 51

21 マイルドハート高円寺 〒166-0002　 東京都杉並区高円寺北1-28-1 52

2 3

聖友乳児院

阿佐谷保育園

ワークショップ・かたつむり

ブース記念老人保健施設グレイス

新泉サナホーム

あすなろ作業所

1617
和泉サナホーム
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⾼井⼾地域会員施設マップ
※福祉事務所エリアを参考にしています

No. 団体名 郵便番号 住所 ページ
1 ひまわり作業所 〒167-0054　 東京都杉並区松庵2-22-22 53

2
Picoナーサリ（久我山・久我山駅前・上高井戸・和田
堀公園・新高円寺）

〒168-0082　 東京都杉並区久我山3-37-24 54

3 杉並の家保育園　本園 〒168-0065　 東京都杉並区浜田山4-31-5 55

4
浴風園,松風園,ケアハウス,南陽園,第二南陽園,第三
南陽園,GHひまわり,浴風会病院,老健くぬぎ,ケアス
クール等

〒168-0071　 東京都杉並区高井戸西1-12-１ 56

5 児童養護施設　杉並学園 〒168-0081　 東京都杉並区宮前3-10-8 58

6 特別養護老人ホームさんじゅ久我山 〒168-0082　 東京都杉並区久我山3-47-16 59

7 希望の家 〒168-0082　 東京都杉並区久我山5-36-17 60

8 永福南社会福祉ガーデン 〒168-0064　 東京都杉並区永福1-7-6 61

9 上水保育園 〒168-0082　 東京都杉並区高井戸東2-3-4 62

10 上高井戸大地の郷みたけ 〒168-0074　 東京都杉並区上高井戸2-12-1 63

ひまわり作業所

Picoナーサリ
さんじゅ久我山

希望の家

児童養護施設 杉並学園

杉並の家保育園 本園

浴風会

上水保育園

上高井戸大地の郷みたけ

永福南社会福祉ガーデン
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２　出前講座・専門相談等

施設名 町名 ページ

1 八成居宅介護支援事業所 井草 14

2 シャローム本天沼 本天沼 17

3 すぎなみ正吉苑 清水 22

4
特別養護老人ホーム
サンフレンズ善福寺

善福寺 25

5 おぎくぼ紫苑 荻窪 30

6

7

8

9

10

11

12
特別養護老人ホーム
和泉サナホーム

和泉 50

13
特別養護老人ホーム
新泉サナホーム

和泉 51

14 マイルドハート高円寺 高円寺北 52

15

16

17

18

19

施設名 町名 ページ

1
重症心身障害児通所施設
わかば

天沼 19

2
視覚障害者支援総合
センター

桃井 23

3

4

5 マイルドハート高円寺 高円寺北 52

今川 24

高井戸西 56

キャラバンメイト 認知症サポーター養成講座

介護支援専門員・社会福祉士
介護・認知症・小規模多機能ケア・
地域包括ケアに関してなんでも

上高井戸大地の郷みたけ 上高井戸 63

介護福祉士・社会福祉士・
保育士・看護師・理学療法
士・言語聴覚士など

重症心身障害・療育・福祉教育な
ど

会内施設に勤めるキャラバ
ンメイト（認知症サポータ―
養成講座講師）

認知症サポーター養成講座

医師、MSW、看護師など
無料健康相談　※現在は都営高
井戸団地集会所にて実施

職員

浴風園,松風園,ケアハウス,
南陽園,第二南陽園,第三南
陽園,GHひまわり,浴風会病
院,老健くぬぎ,ケアスクール
等

42

ブース記念老人保健施設
グレイス

和田 43

生活相談員 高齢者施設の利用について

理学療法士 高齢者の体操指導

施設の利用相談、介護相談

介護相談

施設ケアマネ 高齢者施設の利用について

理学療法士 高齢者の体操指導

管理栄養士 高齢者施設の食事について

救世軍恵みの家 和田

【高齢者分野】

【障がい児・者分野】
講師職種等 テーマ・得意分野

職員 特養・障害施設の説明会、相談

講師職種等 テーマ・得意分野

介護支援専門員 介護一般（よろず相談）

介護福祉士・社会福祉士
認知症・生活支援技術・介護の基
本・福祉教育

社会福祉士､介護福祉士､介
護支援専門員､看護師等

高齢者分野、介護分野（制度、介
護方法、福祉用具等）

生活相談員 高齢者福祉

職員 福祉・介護相談

医師、MSW、看護師、介護
福祉士、OTやPTなど

健康づくり、リハビリや介護、認
知症予防など。

施設ケアマネ、相談員

職員 介護相談

職員

点字技能士、社会福祉士
福祉学習（視覚障害に関するこ
と、点字教室等）

知的障害者とは

入所施設の役割と地域生活につ
いて

杉並育成園すだちの里
すぎなみ

特養・障害施設の説明会、相談

施設長・副施設長・係長・
主任支援員
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施設名 町名 ページ

1 杉並ゆりかご保育園 成田東 10

2 ドルフィンキッズ 天沼 20

3

4

5

6
発達支援つむぎ
荻窪ルーム

荻窪 28

7 聖友学園 阿佐谷北 33

8

9

10

11 阿佐谷保育園 阿佐谷北 35

12

13

14

15
Picoナーサリ（久我山・久我
山駅前・　上高井戸・和田
堀公園・新高円寺）

久我山 54

16

17
宮前 58

子育てに関すること

児童福祉、養育相談

聖友乳児院 阿佐谷北 34

方南隣保館保育園 方南 47

頌栄保育園 上萩 26

保育士・公認心理師 子育て・発達障がい

児童養護施設の説明・子ども支援

看護師
看護師によるアロマ虫除けスプ
レー制作指導

保育士
手作りおもちゃを一緒に作ったり、
紙芝居やペープサートなどの観覧
ができます

看護師 子どもの健康講座、感染症など

テーマ・得意分野
【子ども・児童分野】

講師職種等

児童養護施設　杉並学園

保育士・児童指導員 乳幼児の養育全般

看護師 乳幼児の病気全般

栄養士
乳幼児の食事全般・食中毒・アレ
ルギー食他

栄養士、管理栄養士 得意分野：離乳食作りなど

作業療法士、言語聴覚士、
臨床心理士、公認心理師、
保育士など

発達に関わること全般

施設長

里親支援専門相談員

保育士

看護師 子育ての悩み

看護師 健康相談、応急措置

家庭支援専門相談員

看護師

栄養士

6



３　貸出物品
施設名 町名 ページ

1 ひまわり作業所 松庵 53

2 済美職業実習所 堀ノ内 45

3 あすなろ作業所 方南 48

4 ひまわり作業所 松庵 53

5 つぼみの寮 井草 12

6 頌栄保育園 上萩 26

7 済美職業実習所 堀ノ内 45

8 ひまわり作業所 松庵 53

9 杉並さゆり保育園 高円寺北 36

10 杉並の家保育園　本園 浜田山 55

11 小百合の寮 井草 11

12
高齢者在宅サービスセン
ター八成ふれあいの家

井草 13

13
杉並区社会福祉協議
会

天沼 21

14 すぎなみ正吉苑 清水 22

15
デイホームにんじん・荻
窪ふれあいの家

荻窪 29

16
特別養護老人ホーム
さんじゅ阿佐谷

久我山 32

17 和田ふれあいの家 和田 40

18 済美職業実習所 堀ノ内 45

19 松ノ木ふれあいの家 松ノ木 46

20 あすなろ作業所 方南 48

21
特別養護老人ホーム
新泉サナホーム

和泉 51

22 ひまわり作業所 松庵 53

23
特別養護老人ホーム
さんじゅ久我山

久我山 59

24 希望の家 久我山 60

25
上高井戸大地の郷
みたけ

上高井戸 63

26 すぎなみ正吉苑 清水 22

杵、臼

綿あめ機

綿あめ機

折りたたみパイプ椅子

車いす

車いす

車いす

機材名

車いす

車いす

介助式 1台

自走式 1台

介助式 1台

介助式 2台

介助式 1台

車いす 介助式 1台

車いす 介助式 2台

かんたんテント

テント

かんたんテント

テント

介助式 2台

歩行器、杖、自助具等
（ご相談ください）

ワイヤレスマイク（2本）、ワ
イヤレスアンプ（1台）

ベビーカー

その他福祉用具

車いす

車いす

車いす

車いす

車いす

車いす

車いす

車いす

介助式 2台

介助用、自走用

自走式 1台

1台

備考

2本、2基

1台

介助式 2台

乳児用

32脚

2張

自走式 1台

介助型、自走型

2張

※テント内での調理はご遠慮下さい
サイズ：3×4.9ｍ　個数:2セット

※テント内での調理はご遠慮下さい
　サイズ：3×4.9ｍ　個数:1セット

短期貸出
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４　貸出スペース
収容
人数 施設名 町名 ページ

1 30～40名 杉並ゆりかご保育園 成田東 10

2 40名
重症心身障害児
通所施設わかば

天沼 19

3 10名程度 すぎなみ正吉苑 清水 22

4 ５０名程度
杉並育成園すだちの里
すぎなみ

今川 24

5 最大15名
特別養護老人ホームサ
ンフレンズ善福寺

善福寺 25

6 10名
発達支援つむぎ
荻窪ルーム

荻窪 28

7 30～40名 のはら保育園 阿佐谷南 37

8 30～40名
杉並・あしたの会
福祉作業所

阿佐谷南 38

9 10名程度 救世軍恵みの家 和田 42

10 15名程度 和泉ふれあいの家 和泉 49

11 10名位

12 40名

13 50名程度

14 45名

15 70名

16 30名

17 20名

Picoナーサリ（久我山・
久我山駅前・　上高井
戸・和田堀公園・新高
円寺）

久我山 54

18 30名

19

20
最大20名
（着席）

児童養護施設
杉並学園

宮前 58

21 15名程度
上高井戸大地の郷
みたけ

上高井戸 63

高井戸西 56

特別養護老人ホーム
和泉サナホーム

和泉 50

マイルドハート高円
寺

高円寺北 52

和泉 51
特別養護老人ホーム
新泉サナホーム

多目的室 19.44㎡
テーブル・椅子・プロジェ
クター・スクリーン

浴風園

1階集会室 24㎡ テーブル、椅子

園内ホール
（休祭日のみ使用可）

机、椅子

園内ホール
（休祭日のみ使用可）

机、椅子

多目的会議室 テーブル、椅子

地域交流スペース
椅子・机・ホワイトボード・
放送器具・プロジェクター
等

つむぎカフェ コーヒーメーカー、ポット

重症心身障害児通所
施設わかば指導室

無

会議室
8畳程

度、洋間
テーブル、椅子

スペース名 面積等 設置備品名
園内ホール
（休祭日のみ使用可）

机、椅子

地域交流室 43.47㎡
テーブル、いす、ホワイ
トボード

地域交流スペース 36㎡
テーブル，椅子，システ
ムキッチン

会議研修室 60㎡
テーブル，椅子，スクリー
ン，マイクセット，プロジェク
ター，ホワイトボード

会議室 机・椅子・ホワイトボード

地域交流スペース 80㎡
テーブル，椅子，システム
キッチン，スクリーン，プロ
ジェクター，ホワイトボード

会議研修室 65㎡
テーブル，椅子，スクリー
ン，マイクセット，プロジェク
ター，ホワイトボード

地域交流スペース
机・椅子・音響・ピアノ・
ホワイトボード

Picoナーサリ和田堀公
園
「Picoベイビー＆カ
フェ」

喫茶厨房設備
テーブルと椅子

礼拝堂「三帰堂」
（1階部分のみ）

約51.4㎡

コミュニティホール
（大ホール）
  ※土・日・祝日に限る

約480㎡
椅子の貸出しは30脚ま
で

コミュニティホール
（小ホール）
 ※土・日・祝日に限る

約60㎡ テーブルと椅子あり
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５ 施設紹介 
 

  【アイコン説明】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       広報に協⼒できる施設です。 
       ポスターやチラシの掲示について詳細は各施設にお問合せください。 

       ボランティアの受け入れをしている施設です。 
       詳細は各施設にお問合せください。 

     特別な支援や介護を必要とする⽅のために⾼齢者・障害者等の福祉施設
や済美養護学校が福祉救援所として杉並区と協定を結んでいます。 

       ＡＥＤとは、⼼臓停⽌時に使用する電気ショックを⾏う機器です。 
       このマークがある施設は、ＡＥＤを常時設置している施設です。 

       ⼦ども達が登下校時の通学路や、下校時の一般道路・児童公園・広場な
どで、身の危険を感じた場合に、助けを求める非常通報箇所となっていま
す。 

       熱中症の予防のため、外出時の休憩場所として、一時⽴ち寄りが可能な 
       施設です（７〜９月）。 

       無料で⾞いすを貸出している施設です。 
       詳細は各施設にお問合せください。 

 

車いす  

貸出拠点 

広報

協力 

福祉   

救援所 
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F A X

連絡担当者：佐々木亜古

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 － －

【貸出スペース】

収容人数

1 30～40名

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  虹旗社

杉並ゆりかご保育園
住　所 〒166-0015　杉並区成田東1-18-8

T E L 03-3312-5851 同左

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ans.co.jp/u/kohkisha/

子ども・児童

みんなでつくる　みんなの保育園

バザー 毎年11月第３日曜日 園庭にて開催（子ども服、新品雑貨等）

運動会（午後の部） 近隣小学校校庭にて開催

子育て広場 毎年夏季開催 園庭開放（親子で参加）

講師職種等 テーマ・得意分野
看護師 看護師によるアロマ虫除けスプレー制作指導

窓口対応時間 8:30～17:30

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

園内ホール（休祭日のみ使用可） 机、椅子 無
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

カリタスふれあいフェスタ 11月第1日曜日 各種物品のバザー・軽食販売・歌やダンス等のイベント

無

子ども・児童

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

機材名

カトリックの精神を土台として、ドン・ボスコ教育法とボーイズタウンのコモンセンス・ペアレンティングの
支援方法を用いて、家庭的な雰囲気の中で子どもたち一人ひとりを大切にしながら育み、子どもたちが
愛されていると感じられるような関わりを目指している児童養護施設です。

費用の有無

社会福祉法人 カリタスの園

03-3394-2451 03-3394-2453

http://www.m-caritas.jp/sayuri

車いす

連絡担当者：鍋内美香

備考
自走式　１台

写真

小百合の寮
住　所 〒167-0021　杉並区井草4-19-28

T E L

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

窓口対応時間 9：00～18：00

車いす

貸出拠点
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

窓口対応時間 9：00～17：00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.m-caritas.jp/tsubomit/

子ども・児童 連絡担当者：山本俊昭

社会福祉法人 カリタスの園

つぼみの寮
住　所 〒167-0021　杉並区井草4-19-28

T E L 03-3395-0121 03-3395-9655

カトリックの精神を土台として、安全と安心感のある家庭的な養育を心がけ、子どもたち一人ひとりをか
けがえのない存在として育み、子どもたちとその家族の幸せと健やかな成長を見守り続ける乳児院で
す。

カリタスふれあいフェア 11月第1日曜日 地域交流バザー

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

費用の有無機材名 備考 写真
ベビーカー 乳児用 無
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

窓口対応時間 9：00～17：00

社会福祉法人 　八成グループ

高齢者在宅サービスセンター　八成ふれあいの家

住　所 〒167-0021　杉並区井草2-25-4

T E L 03-5311-3637 03-5311-3638

地域交流会 年2～3回　時期未定 音楽会・講座（認知症サポーター等）

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://care-net.biz./13/8nari/

高齢者 連絡担当者：倉田一郎

安全第一　明るく楽しい家庭的なサービスに努めます。
高齢者サービスセンター「八成ふれあいの家」は、介護の
必要な方が、可能な限り自宅での生活を送ることができる
よう心身機能の維持に努め、ご利用者の方々の孤独感の
解消と、ご家族の身体的、精神的な負担を軽減することを
目的としたデイサービスを提供しています。
地域のボランティアの皆様によるお手伝いを含めた家庭
的で心のこもったサービスは、介護を必要とされる皆様、
およびご家族にご満足いただけるものと思います。
八成ふれあいの家は、八成小学校の敷地内にあります。
同校の児童とのふれあいは楽しみの一つです。

費用の有無機材名 備考 写真
車いす 自走式　１台 無

広報

協力
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F A X

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － ○ 無

窓口対応時間 9：00～17：00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://care-net.biz./13/8nari/

高齢者 連絡担当者：稲川靖代

社会福祉法人 　八成グループ

八成居宅介護支援事業所
住　所 〒167-0021　杉並区井草2-27-13

T E L 03-5303-8738 03-5303-5776

自己決定を尊重し、総合的なサービスプランを行います。
要支援・要介護の方が安心して生活が営めるよう、医療・
保健などのサービス機関と連携を図り、お一人お一人の
ニーズに合うケアプランを作成いたします。
また事業所には、主任介護支援専門員・認知症ケア専門
士がおり、介護一般のよろず相談を受け付けております。
お気軽にお電話などでお問合せください。
（事業所・・・・ひととき保育八成　2階）

講師職種等 テーマ・得意分野
介護支援専門員 介護一般（よろず相談）
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容
各種行事 通年 ハロウィーン等

社会福祉法人 　八成グループ

ひととき保育八成
住　所 〒167-0021　杉並区井草2-27-13

T E L 03-6915-0233 03-5303-5776

母親の気持ちにそった細やかな支援を心がけ
ます。
つどいの広場は子育て支援拠点として、お子さ
まを遊ばせながら、ママ同士（スターを交えて）
おしゃべりをして、ゆっくりと過ごしていただいて
います。授乳・お昼寝・食事もできます。また、
おはなしの会、おうたの会や季節ごとのイベン
トなど、親子で参加し楽しめる企画もしていま
す。
1階のひととき保育では、通院などの用事や、
上のお子さまの行事の時などに、お子さまをお
預かりしています。事由は問いませんが、ちょっ
と疲れた時など、リフレッシュして、元気になっ
てお子さまをお迎えにきていただいております。
子育てを楽しんでいるママは、より楽しんでもら
えるように、そして少しつらい思いをしているマ
マは、その気持ちを受け入れて、少しずつでも
気分を軽くしていただけるようつとめています。

窓口対応時間 9：00～17：00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://care-net.biz./13/8nari/

子ども・児童 連絡担当者：小林秀子

広報

協力
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

8:45～17:45

地域公開講座 不定期 介護・医療に関する基礎知識

やすらぎサロン
第2、第4水曜日
13：00～15：00

場所：上井草園会議室
気軽なおしゃべりの場（一般社団法人困ったときのSOSが主催）

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  サンフレンズ

特別養護老人ホーム上井草園

住　所 〒167-0023　杉並区上井草3-33-10

T E L 03-3394-1094 03-3394-9832

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.3friends.or.jp/

高齢者 連絡担当者：吉田直子

1. 法人の理念
できるだけ自由に
････画一的、管理的にならず、一人ひとりがその人らしく生きられる。
どこまでも対等に
････一人ひとりの人権を尊重し、すべての人が上下関係なくつきあえる。
他者への思いを生かし合う
････地域社会で共に生きる人々との連帯、地球環境、平和への願いを大切にする。
2. 事業の運営方針
利用者のプライバシーと自立を尊重し、自己実現を助けることを、一人ひとりの立場に立って行います。
利用者、家族、ボランティア、職員、理事などがお互いの立場を尊重し、民主的運営を行います。
他のグループや世代間の交流を図り、生活の質を高め、地域の福祉文化の拠点となることをめざします。

窓口対応時間

広報

協力
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 有
（交通実費）

○ 無

講師職種等 テーマ・得意分野
介護福祉士・社会福祉士 認知症・生活支援技術・介護の基本・福祉教育

カフェ 毎月第一水曜日 シャローム本天沼を開放してのカフェ

平成１９年１１月に区営住宅の１階に開所したグループホームです。グループホームは、認知症の診断を受けた
高齢者が少人数の家庭的な雰囲気の中で生活することで、認知症の進行を緩和することを目的としています。
当ホームでは、居心地の良い環境の中で、家族や地域とのより良い関係を保ち、“入居者ご自身の判断を尊重
し、元気で幸せな生活を自立して送ることができるようにすること”を目標に支援しています。また、地域活動やボ
ランティアにも積極的に参加して、入居者が地域住民の一人として社会貢献できるように開かれたホームを目指
しています。

【行動指針】
・入居者の「誇り」を大切にしています。
・自立した生活を送ることができるように支援します。
・清潔で安全な生活環境に配慮します。
・お一人お一人の生活観を捉え、楽しい日々を送ることができるように支援します。
・入居者の「～したい」という言葉は逃さず、実現できるように一緒に考えていきます。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容
夏祭り ８月 シャローム本天沼を開放しての夏祭り

窓口対応時間 9：00～18：00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shalom-tokyo.net

高齢者 連絡担当者：　望月　太敦

社会福祉法人 三育ライフ

シャローム本天沼
住　所 〒167-0031　杉並区本天沼2-36-17

T E L 03-3395-6333 03-3395-6331

広報

協力

17



F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

阿佐谷福祉工房
住　所 〒167-0032　杉並区天沼1-15-18

T E L

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

8：30～17：30

社会福祉法人 いたるセンター

03-3392-7347 03-3391-0292

http://www.itarucenter.com

連絡担当者：池田　佳津男

窓口対応時間

障がい児・者

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

自立と共生を求めて、個性が響き合う
しなやかな社会を目指します。

阿佐福まつり 11月第3土曜日 バザー、模擬店、ゲーム、自主生産品の販売等

AE
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 有
（交通実費）

○ 無

【貸出スペース】

収容人数

1 40名

窓口対応時間

重症心身障害児通所施設わかば

8:30～17:15

⾏事・イベント・活動

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shalom-tokyo.net

障がい児・者 連絡担当者：　望月　太敦

平成２７年１０月に開所した重い障害をもつ未就学児を対象とする児童発達支援事業所です。児童発達支援事
業所とは、地域の障害をもつ子どもが通い、日常生活における基本的動作、知識や技能、集団活動への適応な
どの支援を行う施設です。
当園では、重い障害や医療的ケアが必要な乳幼児期のこどもたちが通い、保育園や幼稚園のように遊びを取り
入れた活動や、一人ひとりのこどもの発達課題に合わせた個別訓練を行っています。
1つひとつの活動では、こどもたちの主体性を大切にし、時間をかけて丁寧に関わることで、一人ひとりのこども
の興味や関心を広げています。
また、夏祭りや餅つき大会などの地域交流を兼ねた行事、運動会や遠足など季節に合わせた行事もおこなって
います。
【運営方針】
・こどものいのちを大切にします。
・保護者の思いを大切にします。
・安全・安心を大切にします。
・地域を大切にします。

開催時期 内  容

社会福祉法人 三育ライフ

住　所 〒167-0032　杉並区天沼3-15-20

T E L 03-5347-0550 03-5347-0551

講師職種等 テーマ・得意分野

介護福祉士・社会福
祉士・保育士・看護
師・理学療法士・言
語聴覚士など

重症心身障害・療育・福祉教育など

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

重症心身障害児通所施設わかば指導室 無 無

わかば祭り ７月 わかばを開放しての夏祭り

もちつき大会 １２月 わかばを開放しての餅つき

広報

協力
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F A X

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 ○ 無

9:00～17:00

講師職種等 テーマ・得意分野
保育士・公認心理師 子育て・発達障がい

社会福祉法人 一粒

ドルフィンキッズ
住　所

〒167-0032　杉並区天沼2-4-1
　　　　　　　　　井上ビル3号館203号

T E L 03-5335-7690 03-5335-7691

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://dolphin-kids.jp

子ども・児童 連絡担当者：入江　正明

＊ホームページをご参照ください

窓口対応時間

ことばがゆっくり、かんしゃくがひどい、こだわりが強い、落ち着きがない、友だちと上手にあそべない…など、お
子さんの発達について心配のあるご家庭を支援します。

＜私たちのめざすもの＞
　ドルフィンキッズでは、個別・集団指導によるお子さん自身へのはたらきかけと、保護者の方々との面談や所属
集団への訪問によるお子さんが育つ環境へのはたらきかけを、発達支援の両輪であると考えています。
　そのため、次の３点をドルフィンキッズの基本方針とします。

①お子さんと保護者の気持ちに寄り添う支援！
　お子さんの個性はいろいろ。当然、必要な支援もひとりひとり違います。ドルフィンキッズでは、お子さんへの指
導や子育てに関して「こうするべき」という考え方を押し付けることはしません。お子さんの個性、年齢、生活環
境、保護者の方々の気持ちなどを総合したうえで、今もっとも有効と思われる方法を、保護者の方々とスタッフと
の共通理解のもとにご提案させていただきます。

②専門スタッフと保護者がチームで支援！
　公認心理師、保育士、言語聴覚士、作業療法士、音楽療法士など、子ども分野において経験豊富な専門スタッ
フが、相談や指導にあたります。保護者の方々とも十分にコミュニケーションをとらせていただき、スタッフと保護
者の方々がチームになってお子さんの成長を育んでいくことを目指しています。

③さまざまな機関と協力し、次のステップにつなげる支援！
　必要に応じて、ご家庭や幼稚園、保育園なども訪問し、家庭生活、集団生活が充実するようサポートします。ま
た、就学時には、学校生活を安心してスタートできるように、区の就学支援シート等を活用して、次のステップへと
つないでいきます。就学後の療育の場についても、ご相談に応じます。
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 ○ 無

【貸出物品】

1

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 

杉並区社会福祉協議会
住　所

〒167-0032　杉並区天沼３－１９－１６ウェル
ファーム杉並2階・4階

T E L 03-5347-1010 03-5347-2061

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sugisyakyo.com

その他 連絡担当者：経営管理課

「あなたの力（チカラ）をつなげる共助のまちづくり」を目標に、地域住民の方々や関係機関と共に地域の共助力
の向上を目指して、地域福祉の促進に取り組んでいます。また、災害時には災害ボランティアセンターを立ち上
げて運営する役割も担っています。
注：「社会福祉協議会」は、社会福祉法に基づき全国の区市町村に設置された社会福祉法人です。

【実施している事業】
きずなサロン支援事業／地域支援ネットワークの推進／募金活動と助成金事業／車いす短期貸出事業
ボランティア活動の推進／福祉教育の推進／災害時に備えた取り組み／地域福祉権利擁護事業（日常生活自
立支援事業）／あんしん未来支援事業／福祉なんでも相談／生活福祉資金貸付／くらしのサポートステーション
～生活自立支援窓口／ささえあいサービス／ファミリーサポートセンター／訪問育児サポーター事業／要介護認
定調査／地域包括支援センターケア24

窓口対応時間

杉並社協感謝のつどい １月 地域福祉活動者等感謝状贈呈式・講演会等

災害ボランティアセンター立
ち上げ訓練

2月 災害時を想定した災害ボランティアセンターの運営訓練

費用の有無

出張相談会・出張説明会 随時
ボランティア活動や協力会員活動等各種事業の相談や参
加説明会など

講師職種等 テーマ・得意分野
職員 ボランティア、地域福祉、権利擁護等

機材名 備考 写真

無

ウェルファーム杉並の設備

8：30～17：15

車いす 短期貸出

広報

協力

車いす

貸出拠点

災害時に備えた取り組み ⼦ども⽤⾞いす 募⾦活動 イベント
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○

無　（交通費
等をいただく
場合がござい

ます）

○

無　（交通費
等をいただく
場合がござい

ます）

【貸出物品】

1

2

【貸出スペース】

収容人数
1 10名程度

開催時期

夕涼み会 7月頃
利用者様・ご家族様を中心とした夏祭りです。地域の方も
ご参加いただけます。

内  容⾏事・イベント・活動

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無
会議室 ８畳程度、洋間 テーブル、椅子 無

無

その他福祉用具
歩行器、杖、自助具等（ご相談くだ
さい）

無

車いす 介助型、自走型

費用の有無

講師職種等 テーマ・得意分野
社会福祉士、介護福
祉士、介護支援専門
員、看護師等

高齢者分野、介護分野（制度、介護方法、
福祉用具等）

機材名 備考 写真

社会福祉法人 正吉福祉会

すぎなみ正吉苑
住　所 〒167-0033　杉並区清水2-15-24

T E L 03-5303-5822 03-5832-2633

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://shoukichi.org/

高齢者

窓口対応時間

連絡担当者：施設長　櫻井寿人

月～金　9:00～17:00

福 祉

救援所
広報

協力

車いす

貸出拠点
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F A X

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 有 － －

9:00～17:00（電話受付可能時間）

講師職種等 テーマ・得意分野
点字技能士、社会福祉士 福祉学習（視覚障害に関すること、点字教室等）

社会福祉法人  

視覚障害者支援総合センター

住　所
〒167-0034　杉並区桃井4－4－3
                    スカイコート西荻窪2

T E L 03-5310-5051～2 03-5310-5053

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.siencenter.or.jp/

障がい児・者 連絡担当者：醤野晴代

視覚障害者支援総合センターは、視覚障害に関わるさまざまな情報提供を目的として設立された
社会福祉法人です。
現在、月刊『視覚障害』の発行・点字教科書の製作、行政から広報誌等の点字版音声版を受託、
点字・点図の自主製作や「チャレンジ賞・サフラン賞」の制定（職業自立している若い男女
視覚障害者の中から、視覚障害の文化の向上と福祉増進に寄与している人を表彰する）、
点訳者養成講座の開催と点字教育の実施、また施設として就労継続支援Ｂ型事業所「チャレンジ」の
運営等をおこなっています。

窓口対応時間
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F A X

連絡担当者：佐々木・西尾・宍戸・高橋

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 － －

2 ○ 無 － －

【貸出スペース】

収容人数

1 ５０名程度

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

地域交流スペース
椅子・机・ホワイト
ボード・放送器具・プ
ロジェクター等

1,500～2,000円

講師職種等 テーマ・得意分野
施設長・副施設長・係長・主任支援員 知的障害者とは

施設長・副施設長・係長・主任支援員 入所施設の役割と地域生活について

すだちの里文化祭 １０月 模擬店・イベント・他施設販売・喫茶・作品販売等

すだちの里すぎなみベーカリー＆喫茶

営業時間　11：00
～16：00・定休日
日・月・祝日・祭日

パン・焼き菓子・ドリンク等の販売

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会

杉並育成園すだちの里すぎなみ

住　所 〒167-0035　杉並区今川2-14-12

T E L 03-5310-3361 03-5310-3561

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

障がい児・者

杉並育成園すだちの里すぎなみは、主に知的障害のある方が利用する「施設入所支
援」・「生活介護（分場含む）」・「就労移行支援」・「自立訓練（生活訓練）」・「短期入所」の
事業を運営している施設です。
入所施設ではありますが、「地域で自分の生活を始めよう！」
をスローガンに、概ね３年間の利用期間を目安として、利用者
の方が地域のグループホーム等へ移行することを目標に、一
人ひとりの生活スタイルを大切にしながら、地域生活を支援し
ています。（右の写真は営業している「すだちの里すぎなみベ
ーカリー＆喫茶」です）

窓口対応時間 9：00～17：00

福 祉

救援所
広報

協力
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － ○ 無

【貸出スペース】

収容人数

1 最大15名

8:45～17:45

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

1階集会室

24㎡

テーブル、椅子 無

講師職種等 テーマ・得意分野
生活相談員 高齢者福祉

善福寺サロン
毎月第3金曜日
14：00～15：30頃

ケア24善福寺と共同開催。施設内（1階集会室）のスペースでサロン会を開催。こけし屋さんのケー
キと、ドリップコーヒーを提供（費用500円）。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  サンフレンズ

特別養護老人ホームサンフレンズ善福寺

住　所 〒167-0041　杉並区善福寺3-27-11

T E L 03-5303-0756 03-5303-0757

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.3friends.or.jp/

高齢者 連絡担当者：桜庭一世

1. 法人の理念
できるだけ自由に
････画一的、管理的にならず、一人ひとりがその人らしく生きられる。
どこまでも対等に
････一人ひとりの人権を尊重し、すべての人が上下関係なくつきあえる。
他者への思いを生かし合う
････地域社会で共に生きる人々との連帯、地球環境、平和への願いを大切にする。
2. 事業の運営方針
利用者のプライバシーと自立を尊重し、自己実現を助けることを、一人ひとりの立場に立って行います。
利用者、家族、ボランティア、職員、理事などがお互いの立場を尊重し、民主的運営を行います。
他のグループや世代間の交流を図り、生活の質を高め、地域の福祉文化の拠点となることをめざします。

窓口対応時間

福 祉

救援所
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代表TEL・F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】※すべて無料です。詳細は園および地域の掲示板（伝言くん）にてお伝えしています。

開催時期

1
１０月、１２月、
１月、２月

2 通年

3 年１～２回

4 通年

5 随時

6 10月～3月

7
月～金
10時～11時

8
月1回（詳細は
HP/TELにて）

9
月1回（詳細は
HP/TELにて）

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 要相談 無 要相談 無

2 要相談 無 要相談 無

3 要相談 無 要相談 無

【貸出物品】

1

【各種行事】

【世代間交流】　お年寄りとの交流

【育児講座】

実際に保育園で食べている離乳食を食べられます。
今後に繋がるよう次の段階のお食事も見て頂けます

保育園で日中遊んで、給食を食べられます。【ぱくぱくタイム】
離乳食を卒業したお子さんとお母さん

【保育所体験】　就学前の子育て家庭との交流

【異年齢児交流】　未就学児～小学生

【親子リトミック】　0歳児、１歳児

【お母さんのホッ。とタイム】
出産を控えたお母さん・ねんねの赤ちゃんとお母さん

【もぐもぐタイム　離乳食体験】
離乳食初期～完了までのお子さんとお母さん

無

費用の有無機材名 備考 写真

折りたたみパイプ椅子 32脚

看護師

栄養士、管理栄養士

子どもの健康講座や保健指導も行います。
（内容：感染症、予防接種など）

離乳食体験では実際に食べて頂けます。
相談にもお応えします。

講師職種等 テーマ・得意分野

保育士
手作りおもちゃを一緒に作ったり、紙芝居やペープサートなどの
観覧ができます。

社会福祉法人 頌栄会

頌栄保育園
住　所 〒167-0043　杉並区上荻3-15-12

専用T E L 03-3395-7642 03-3399-8585

しょうえいほいくえん

窓口対応時間 9:30～15:30(土・日・祝祭日・年末年始を除く）

ホームページ http://shouei.tokyo

お茶を飲みながら保育士や看護師、栄養士とお話しが出来ます。

リトミック研究センター講師の親子リトミックに在園児と一緒に参加でき
ます。

人形劇観覧、うんどうフェスティバル参加（未就学児）ができます。

離乳食体験、保育所体験、畑体験ができます。

うんどうフェスティバル、クリスマス感謝祭・祝福祭、生活展、春のつど
い

内　　容

子ども・児童

　本園は、1941年4月に主イエス・キリストの福音を多くの人に伝える目的で『隣組愛児園』として設立され、1949年10月に児童福祉法による保育所と
して『東京都認可頌栄保育園』となりました。2015年12月7日には『社会福祉法人頌栄会』の認可を取得し、引き続き「地域に愛される保育園」の使命
を果たすため「キリスト教に基づく理想の教育」「子ども中心の少人数保育」に立脚した保育を行っています。0歳児室（9名）、1～2歳児室（各11名）、3
～5歳児室（各12名）とおおまかに3つの部屋に分かれており、67名(2019年4月1日現在の定員数）の子どもたちが異年齢児の中で生活と遊びを送っ
ています。年上は年下の様子を気にかけ、年下は年上の姿を見て真似をしたり憧れを抱いたりするなど、異年齢児ならではの成長や支え合いが日
常の中で見られます。
　【保育理念】 神と人とに愛される生涯であってほしい
　【保育方針】 キリスト教に基づき感謝の心を育てます
　【保育目標】 ①雄々しく　 ②優しく　 ③たくましく

こどものつどい、七夕のつどい、十五夜のつどい、七五三のつどい、
節分のつどい、ひなまつりのつどい、春まつり、卒園のつどい

講師の方をお招きして育児に役立つ内容の講座を開きます。

行事・イベント・活動

連絡担当者：齋藤 希（サイトウ ノゾミ）
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【地域の方が参加できる行事・イベント】　　 ※詳細は、園にお問い合わせいただくか、HPをご覧ください。

1

2

3

4

5

6

7

ふれあい保育 随時受付 親子で一緒に保育園生活の体験ができます。

観劇 年３回程度
「荒馬座」「劇団風の子」「劇団プーク」（2019年度）など、一緒に観覧できま
す。

大きくなぁれ 毎月第二木曜日10:30～
天沼プラザと共催で身体測定を行っています。併せて、ホールを遊び場と
して開放しています。

親子ひろば 年数回（土曜日午前中）
遊び場（ホール）の開放や栄養士による離乳食相談、玩具の紹介などを
行っています。

子育て相談 随時受付 子育てに関する相談を随時行っています。

運動会 秋（10もしくは11月） 保護者競技や地域競技に参加できます。

事業内容：保育（０歳産休明けから就学前までの子どもたち）・一時保育
　　1954年、阿佐ヶ谷３丁目に阿佐ヶ谷保育園を設立、地域の保育要求に応え1969年から産休明け保育、障が
い児保育に取り組んできました。庭には大きなイチョウの木がそびえたち、11月には園庭が黄色い絨毯に覆われ
四季折々楽しみです。今年で創立62周年を迎え阿佐ヶ谷を拠点に杉並区立荻窪北保育園、世田谷区に喜多見
野の花保育園と3園の運営に取り組んでいます。
和光会は保護者が安心して預けられ、子どもたちが自立に向けて豊かに育ちあい、働く職員が元気で働き続け
られる保育園になるよう日々努力しています。子どもを真ん中に「保護者との共育て」を大切に「子どもたちにより
良いもの」を与えられるよう今後も実践していきます。
　【保育目標】「じょうぶな体　たしかな考え　ゆたかな心を持った子どもに育てよう」

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容
子育て地域情報誌「すずらん」 毎月１日発行

園に関する行事、取り組みのお知らせや季節や各年齢にお勧めの遊びを
紹介しています。

窓口対応時間 10:00～16:00(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ogikita.wakokai.info/

子ども・児童 連絡担当者：成川佳予子

社会福祉法人 　和光会

杉並区立荻窪北保育園
住　所 〒167-0051　杉並区荻窪5-17-8

T E L 03-3381-5171 03-3391-5172
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ― ― ○ 無

【貸出スペース】

収容人数

1 10名

保育所、学童保育室、地域子育て支援センターなど子育
て支援関連施設を135ヶ所（2019年4月現在）運営してい
る、社会福祉法人どろんこ会が手がける児童発達支援事
業所です。「発達支援つむぎ」では、障害や心身の発達に
気がかりのあるお子様に、発達支援の専門スタッフが、お
子さまの発達を最大限に引き出す療育プログラムを提供
しています。児童発達支援ガイドラインで求められている
「保育所保育指針の『養護』のねらいと内容を理解した支
援」を行うため、子どもの「やってみたい」から広がる発達
の可能性を大切にし、専門スタッフが個々の発達状態と
健康面に最大限配慮をしながら、『ホンモノの経験』ができ
る環境を用意します。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 どろんこ会

発達支援つむぎ　荻窪ルーム

住　所
〒167-0051　杉並区荻窪5-27-6
          　       中島第一ビル6階

T E L 03-6383-6060 03-6383-6061

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.doronko.jp/

子ども・児童 連絡担当者：井坂

窓口対応時間

子育てスキル講座 2019年度は11回開催予定
子育てに関わることをさまざまな視点で学ぶ勉強会
（詳細はお問い合わせください）

講師職種等 テーマ・得意分野
作業療法士、言語聴
覚士、臨床心理士、
公認心理師、保育士
など

発達に関わること全般

9:00～18:00

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

つむぎカフェ
コーヒーメーカー、
ポット

無

広報

協力
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

【貸出物品】

1

高齢者サービスセンター「荻窪ふれあいの家」の運営者であった杉並区社会福
祉協議会の撤退に伴い新たな運営法人で当法人が選定され平成19年4月より
運営しています。主な事業内容は居宅介護支援事業、通所介護事業、訪問介
護事業、杉並区委託事業。また、だれでも気軽に立ち寄れる場所づくりとして
「はるカフェ」や「にんじん体操教室」を開催しています。地域で孤立している家
族、独居高齢者、育児で悩んでいるお母さんなど誰でも気軽に集い「地域交流
の場」として幅広い地位のニーズに応えていくために多職種協働で取り組んで
います。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 にんじんの会

デイホームにんじん・荻窪ふれあいの家

住　所 〒167-0051　杉並区荻窪2-29-3

T E L 03-3220-9637 03-3220-9649

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://ninjin.or.jp/guide_7.html

高齢者 連絡担当者：海老澤　りつ

窓口対応時間

体操教室 毎週木曜日 健康体操・認知症予防体操

はるカフェ 第3木曜日 誰でも立ち寄れる居場所を提供

費用の有無機材名 備考 写真

無

8：30～17：30

車いす 介助式　２台
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － ○ 無

講師職種等 テーマ・得意分野
職員 福祉・介護相談

連絡担当者：総務課

納涼祭 7月～8月 福祉の相談、イベント、出店、施設内行事の展示

9:00～17:00

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 櫻灯会

おぎくぼ紫苑
住　所 〒167-0051　杉並区荻窪3-7-30

T E L 03-6915-1593 03-6915-1594

「人と社会に心安まる灯りをともす」を理念に、社会福祉事業を展開してきた当法人。

ホテルのような最高の設備、お食事、様々なレクリエーション、そして定期的に開催される音楽会等、
日々の暮らしの中で利用者様のどなたにも満足していただける心豊かな生活を送っていただけます。
ご利用者様の意思を尊重し有する能力に応じ、入居後も入居前と変わらない生活が続けられるように支援し、
地域やご家族とのつながりを大切に、心のこもった介護と施設サービスをご提供します。
また近隣の中学校に対して職場体験受け入れなど行っております。

窓口対応時間

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.outoukai.com/facilities/ogikubo

高齢者

福 祉
救援所
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

連絡担当者：倉品　浩

○この施設は、知的あるいは身体障がいが重くても、住みなれた地域で安心して生活を継続していくために、東
京都の「障がい者通所施設等整備費補助事業」及び杉並区の「杉並区下井草四丁目区有地における重度知的・
重度身体障がい者グループホーム等整備・運営事業」に基づき、都及び区の補助金を受けて整備されたもので
す。

〇社会福祉法人一粒基本理念
・そこに暮らす人たちがいかなるハンディがあっても人間として認められその個性が尊重されること
・信望愛によって安心と安全、安定が守られた暮らしを営み、働く仲間や地域の人たちと共に支え合い認め合っ
て生活すること
・社会の中で完全参加の困難な人が、自分の人生を継続し、認めあい、互いに助け合う暮らしを通して、目が行
き届く福祉の里づくりをめざすこと

※ホームページをご参照ください

窓口対応時間

社会福祉法人 一粒

杉並区下井草カラフルホーム

住　所 〒167-0022　杉並区下井草4-30-1

T E L 03-3301-1616 03-3301-1617

クリスマス会 １２月 施設内にて、食事会・出し物（ボランティア参加可）

9:00～17:00

日帰り旅行 ５月 外出支援、（ボランティア参加可）

オープンハウス（仮） ９月 施設内見学、模擬店、演奏会等

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hitotubu.or.jp/

障がい児・者
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連絡担当者：田中則和、中田あかね

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

4

【貸出物品】

1

機材名 備考 写真 費用の有無
車いす 介助式　2台 無

家族介護教室 年2回 移乗、着替えなどの介護技術に関するものなど

随時 健康体操（腰痛予防、めまい予防、転倒予防）

高齢者

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

健康づくり等の講座

　阿佐谷と久我山に拠点があり、特別養護老人ホーム「さんじゅ阿佐谷」「さんじゅ久我山」のほか、ケア24久我
山の運営、居宅介護支援事業所、おでかけサービス、高齢者見守り配食サービスなど、高齢者福祉に取り組ん
でいます。杉並の地元にこだわって20数年、誰もが安心して住み続けられるお手伝い、介護が必要な方、そのご
家族の方々を支えるお手伝い、それが私たちの仕事であり喜びです。

【地域の皆さまと共に】介護教室・ボランティア活動・子育て支援
　特別養護老人ホームさんじゅ阿佐谷の機能訓練室や食堂を活用して、「介護食について」「介護の技術」「オム
ツの使い方」などのテーマで『家族介護者教室』を開催し、地域の皆さまにご参加いただいています。これからさ
らに“元気に学ぶ場”として活用していきます。また、喫茶の会や絵画、書道、麻雀などのクラブ活動は、ボラン
ティアの方のご協力、ご参加に支えていただいています。地元の皆さまには特養の中のおしぼりをたたむお仕事
や植木の手入れなど、たくさんの方々にボランティア活動で助けていただいています。今後はさらに、地域の方々
にも参加していただけるコンサートや各種勉強会など、地域の“サロン”のような存在を目指して企画をお届けし
たいと思っております。

社会福祉法人 杉樹会

03-5373-3911 03-5373-3912

http://www.sanjyukai.jp/

特別養護老人ホームさんじゅ阿佐谷

住　所 〒166-0001　杉並区阿佐谷北1-2-1

T E L

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ボランティア活動
特養ホーム内のおしぼりたたみ、折り紙、クラブ活動のお
手伝い、傾聴、植木手入れ等

ホームコンサート 随時

窓口対応時間 8:30～17：30

広報

協力

福 祉

救援所
車いす

貸出拠点

ホームコンサート 健康体操 家族介護教室
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

4

5

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 相談 無

里親啓発活動 令和元年度(全3回) ①7/3阿佐ヶ谷②8/21西荻窪③9/8高円寺

講師職種等 テーマ・得意分野
施設長 児童養護施設の説明・子ども支援

子育て広場 令和元年度(全3回) ①6/8ベビーマッサージ②9月ママ撮り写真館③1月読み書きレクチャー

窓口対応時間

おたのしみ会 毎年8月26日 普段お世話になっている方や地域の方々にむけておもてなしをする会

漢字検定 基本的に年2回（夏・冬） 準会場として地域の方々にむけて実施している

9:00～18:00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://seiyuhomu.or.jp/

子ども・児童 連絡担当者：若松弘樹

１．聖友学園のミッション
私たち聖友学園は児童育成のエキスパートとして、
“自信と誇りをもって未来を見つめていける子ども”が
育つ環境づくりを、地域社会とともに追求します。

２．聖友学園のビジョン
地域で育つ子どもたち、それを見守る大人たち、
ちょっと不安な子どもたち、子育てに一息つきたい大人たち、
そんな誰もが立ちよれる、“阿佐谷子育て支援基地”

社会福祉法人  聖友ホーム

聖友学園
住　所 〒166-0001　杉並区阿佐谷北3-28-19

T E L 03-3338-1844 03-3338-1894

阿佐谷ジャズストリート 2019年10月26日 阿佐谷ジャズストリート会場（入場無料・お子様歓迎）

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

【出前講座・専門相談等】

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 ○ 無

2 ○ 無 ○ 無

3 ○ 無 ○ 無

9:30～18:00

講師職種等 テーマ・得意分野
保育士・児童指導員 乳幼児の養育全般

看護師 乳幼児の病気全般

栄養士 乳幼児の食事全般・食中毒・アレルギー食他

⾏事・イベント・活動

社会福祉法人  聖友ホーム

聖友乳児院
住　所 〒166-0001　杉並区阿佐谷北3-28-19

T E L 03-3338-1849 03-3338-4679

連絡担当者：鈴木・佐々木（事務）、竹内（施設長）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://seiyuhomu.or.jp/

子ども・児童

児童福祉法に基づき、様々な事情により、家庭で育てることが困難な乳幼児をお預かりして養育することを目的
とした児童福祉施設です。入所はお近くの児童相談所・子ども家庭支援センター・保健所等にご相談下さい。入
所の決定は児童相談所が行っています。
クラスは2クラスで構成され、担当制を基本として、各分野の専門スタッフがチーム一丸となり一貫した養育をして
います。
＜養育方針＞
1 子どものいのちと人権を守り、安全と安心を保障します。
2 子ども一人ひとりの個性と主体性を尊重し、発育・発達に応じた教育に
　 努めます。
3 担当養育者との安定した関係を築くことを基本としつつ、各分野の
   スタッフのチームワークで子どもの成長を支えます。
4 親子関係のつながりを大切にし、家族全体を視野に入れた支援をします。
5 施設の持つ機能・スキルを積極的に還元し、地域と共に歩む子育て支援
   拠点を目指します。

窓口対応時間

子育て広場 令和元年度(全3回) ①6/8ベビーマッサージ②9月ママ撮り写真館③1月読み書きレクチャー

開催時期 内  容
里親啓発活動 令和元年度(全3回) ①7/3阿佐ヶ谷②8/21西荻窪③9/8高円寺
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

4

5

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － ○ 無

餅つき １月

荒馬座公演 １月 太鼓やお囃子、民舞など

講師職種等 テーマ・得意分野
看護師 子育ての悩み

あさほバザー １１月下旬か１２月上旬 子ども服の販売・子どもコーナー他

さんま焼き １０月

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容
納涼大会 ９月上旬の土曜日 模擬店や花火等

事業内容：保育(０歳産休明けから就学前までの子どもたち)・一時保育・親子ひろば
　　１９５４年、阿佐谷３丁目に阿佐谷保育園を設立、地域の保育要求に応え１９６９年から
産休明け保育、障がい児保育に取り組んできました。庭には大きなイチョウの木がそびえ
たち、１１月には園庭が黄色い絨毯に覆われ四季折々楽しみです。今年で創立６２周年を
迎え阿佐谷を拠点に杉並区立荻窪北保育園、世田谷区に喜多見野の花保育園と３園の
運営に取り組んでいます。
和光会は保護者が安心して預けれ、子どもたちが自立に向けて豊かに育ちあい、働く職員
が元気で働き続けられる保育園になるよう日々努力しています。子どもを真ん中に「保護
者とのとも育て」を大切に「子どもたちにより良いものを」与えられるよう今後も実践していき
ます。
　夏の「納涼大会」冬の「バザー」は街の名物となり地域の方々との交流の場になっており
ます。どうぞ気軽にご参加ください。

「親子ひろば・いちょうの木」開設(2000年)・・・どなたでもどうぞ！！
　地域に孤立して子育てしている親子をつくらない。(一人で悩まないで)と週3日火・木・金
の午前中10時から12時30分、親子で誰でも無料で参加できます。専門の保育士がおりま
すので、いつでも気軽に相談ができます。保健師の健康相談やミニ講座等もあります。子
どもたちもお母さん達にも友達ができて子育ての輪が広がっています。保育園で行う観劇
やさんま焼き、焼き芋、もちつき等にも参加できるので、楽しんでいただいています。

窓口対応時間 10:00～16:00(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://asaho.wakokai.info/

子ども・児童 連絡担当者：新妻寛美

社会福祉法人 　和光会

阿佐谷保育園
住　所 〒166-0001　杉並区阿佐谷北3-36-20

T E L 03-3338-9418 03-3338-9428
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

子育てひろば

毎月第2土曜日
（8月、3月を除く）
園舎修繕工事のため、2019
年10月～2020年2月までは
お休みします。

保育室を開放し、自由に遊んでもらう。

無

子ども・児童

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

機材名

・ひとりひとりをありのままに受けとめ、可能性を引き出し、自分らしく振る舞えるようにします。
・幼児は３～５歳児一緒の異年齢のクラスです。子ども主体の活動を大切にしています。
・“心と体の成長を支える食事”旬の食材・和食中心・季節感のある献立・素材の持ち味を活かした薄
味・手作りが基本。
・子育て仲間　保護者が安心してあずけられ、大人たちが手つなぎできる保育園をめざしています。

費用の有無

社会福祉法人 さゆり会

03-3337-1374 03-3337-1182

http://www003.upp.so-net.ne.jp/sayuri/

かんたんテント

連絡担当者：柿崎美和子

備考
※テント内での調理はご遠慮下さい
サイズ：3×4.9ｍ　個数:1セット

写真

杉並さゆり保育園
住　所 〒166-0002　杉並区高円寺北4-34-22

T E L

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

窓口対応時間 9:00～17：00
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連絡担当者：菅井まさ子

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

4

【貸出スペース】

収容人数
1 30～40名

窓口対応時間 8：30～17：30

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ans.co.jp/u/kohkisha/

みんなでつくる　みんなの保育園

子ども・児童

社会福祉法人  虹旗社

のはら保育園
住　所 〒166-0004　杉並区阿佐谷南1-14-8

T E L 03-5930-3236 03-5930-3012

開催時期 内  容⾏事・イベント・活動
身体計測 毎月中旬 身体計測（手形・足形とる）

制作指導 5～１月 虫除けスプレー、ハンドクリーム、リップクリーム

誕生会 毎月 園児と一緒に食事・おやつを食べる

食事会 6,9,10,1,3月 保育園の給食を食べて頂く

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無
園内ホール（休祭日のみ使用可） 机、椅子 無
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出スペース】

収容人数
1 30～40名

社会福祉法人  虹旗社

杉並・あしたの会福祉作業所

住　所 〒166-0004　杉並区阿佐谷南3-12-1　栄ビル

T E L 03-5397-3636 03-5397-3636

窓口対応時間

自主制作品の展示・販売見学 毎年8月中の3日間開催

9：30～16：30

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ans.co.jp/u/kohkisha/

障がい児・者

杉並・あしたの会福祉作業所では障害を持った方の心と体のリハビリを通じ、製品作りや受託作業（企業から依
頼されたダイレクトメールなど、配布物の作成）を行っています。
また、「きょうされん」（きょうどう作業所全国連絡会）等の障害者団体に加盟し、障害を持った方が自分らしく暮ら
していく為の活動も行っています。

連絡担当者：施設長・副施設長

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無
園内ホール（休祭日のみ使用可） 机、椅子 無
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

4

ワークショップ・かたつむり
住　所

〒166-0012　杉並区和田1-5-18
                   アテナビル2階

T E L

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

立正佼成会・杉並教会バザー 不定期 自主製品販売

窓口対応時間 9:00～17:00

社会福祉法人 かたつむり会

03-3381-4278 03-3381-4278

http://www.jcpa.net/kata/

連絡担当者：森　一生障がい児・者

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

一乗まつり

在宅の18歳以上の心身障害者に対し、通所の場を設けて必要な訓練指導を行い、作業を通し社会参
加と自立生活の促進を図ることを目的とした施設です。「かたつむり」には、あせらず着実に一歩一歩進
んでいこうという意味が込められています。（エレベーター・障害者トイレ完備）

主な作業内容：自主製品／軽作業／印刷／パソコン

毎週金曜日　杉並区役所１階ロビーで絶賛販売中！

わだまつり 4月中旬～下旬 自主製品販売

10月 自主製品販売

はじっこまつり 7月、10月、1月 自主製品販売　盆踊り　ハロウィン　もちつき
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  サンフレンズ

和田ふれあいの家
住　所 〒166-0012　杉並区和田3-52-4

T E L 03-3312-9556 03-3312-8800

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.3friends.or.jp/

高齢者 連絡担当者：寺田朋恵

1. 法人の理念
できるだけ自由に
････画一的、管理的にならず、一人ひとりがその人らしく生きられる。
どこまでも対等に
････一人ひとりの人権を尊重し、すべての人が上下関係なくつきあえる。
他者への思いを生かし合う
････地域社会で共に生きる人々との連帯、地球環境、平和への願いを大切にする。
2. 事業の運営方針
利用者のプライバシーと自立を尊重し、自己実現を助けることを、一人ひとりの立場に立って行います。
利用者、家族、ボランティア、職員、理事などがお互いの立場を尊重し、民主的運営を行います。
他のグループや世代間の交流を図り、生活の質を高め、地域の福祉文化の拠点となることをめざします。

窓口対応時間

家族介護者教室 年間3回 介護に関する内容の講義・実技等

機材名 備考 写真

8:45～17:45

車いす 介助式　２台 無

費用の有無

広報

協力
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

社会福祉法人  真松之会

和田堀ホーム
住　所 〒166-0012　杉並区和田2-27-8

T E L 03-3316-2943 03-3316-2973

窓口対応時間

納涼祭 7～8月
一芸披露のボランティアの方を招いたり、出店を職員が行い楽し
んでもらいます。平成30年度では移動動物園を招いて、利用者・
地域の方が参加出来る場を設けました。

9：00～17：00

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shinsyounokai.or.jp/

高齢者 連絡担当者：生活相談員

基本理念
　・　一回しか経験できない人生を楽しみつつ安らいで過ごせる施設
　・　いつでも、どこでも誰もが最良の福祉サービスを受けられる施設
　・　現在まで国を支えてくださった方々に愛を持って接することができる施設
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【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 ○ 無

2 ○ 無 ○ 無

【貸出スペース】

収容人数

1 10名程度

9:00～17:00

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

地域交流室

43.47㎡

テーブル、いす、ホワ
イトボード

500円/1時間

講師職種等 テーマ・得意分野
生活相談員 高齢者施設の利用について

理学療法士 高齢者の体操指導

社会福祉法人 救世軍社会事業団

救世軍恵みの家
住　所 〒166-0012　杉並区和田1-41-11

T E L 03-3381-7243 03-3381-7245

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://meguminoie.salvationarmy.or.jp/

高齢者 連絡担当者：黒木　成人

特養定員７０名、ショートステイ１０名、合計８０名のユニット型特別養護老人ホームです。開設６年目になります。
【地域の皆さまと共に】ボランティア活動・介護教室・お祭り、各施設でボランティアの方に協力をして頂いておりま
す。
また、隣にある保育園からも園児の皆様が時々いらして、交流の時をもって下さっています。高円寺の阿波踊り
のグループが施設に踊りに来て下さり入居者の方々はもちろん、近隣の皆様にも大変喜ばれています。

窓口対応時間
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 ○ 無

2 ○ 無 ○ 無

3 ○ 無 ○ 無

4 － － ○ 無

社会福祉法人 救世軍社会事業団

ブース記念老人保健施設グレイス

住　所 〒166-0012　杉並区和田1-40-15

T E L 03-3380-1248 03-3380-1206

窓口対応時間 9:00～17:00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://grace.salvationarmy.or.jp/

高齢者 連絡担当者：黒木　成人

定員100名高齢者の為の入所施設です。１階はデイケアセンターになっており、日々４０名近くの高齢者が通われ
ています。
【地域の皆さまと共に】ボランティア活動・介護教室・お祭り
　各施設でボランティアの方に協力をして頂いております。特に高齢者施設では詩吟、書道、民謡、演芸のボラン
ティアの皆さまが定期的に来て下さり利用者、入居者の方と時間を過ごして下さいます。
また、近くにある保育園からも園児の皆様が定期的に交流の時をもって下さっています。
また、施設の行事である祭りは地域の方にも来て頂き、阿波踊り、エイサー踊りのボランティアが演じて下さいま
す。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

グレイス祭り 9月第4日曜日
高齢者向けではありますが、施設内での出店、ゲーム、焼
きそば等が食べられます。ボランティアによる阿波踊り、沖
縄エイサー踊りが行われます。

講師職種等 テーマ・得意分野
施設ケアマネ 高齢者施設の利用について

理学療法士 高齢者の体操指導

管理栄養士 高齢者施設の食事について

施設ケアマネ、相談員 施設の利用相談、介護相談

福 祉

救援所
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連絡担当者：山口美和

【地域の方が参加できる行事・イベント】

【出前講座・専門相談等】

【貸出物品】

【貸出スペース】

みんなでつくる、みんなの保育園

※令和元年度は開園初年度のため以下の提供はなし（区立保育園より民間委託）

窓口対応時間 9：00～17：30

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ans.co.jp/u/kohkisha/

子ども・児童

社会福祉法人  虹旗社

杉並保育園
住　所 〒166-0011　杉並区梅里2-34-22

T E L 03-3313-7508 03-3313-7509
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

2

3 車いす 介助式　１台 無

機材名 備考 写真 費用の有無
テント ２張 無

綿あめ機 １台 無

施設の理念：済美職業実習所は人間としての尊厳を基本に知的障害者の権利と立場を尊重した福祉を目指し、
高度な福祉サービスの提供と就労を通じて自己実現をはかることを支援します。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

済美バザー １０月の第三土曜

バザー、模擬店、障害者施設の生産品販売、アトラクショ
ン。地域の方に施設や障害者福祉についてを知って頂く機
会となっている。

窓口対応時間 9:00～17:00（土日祝、お盆・年末年始は休業）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.seibikai.com

障がい児・者 連絡担当者：前迫健一

社会福祉法人 済美会

済美職業実習所
住　所 〒166-0013　杉並区堀ノ内1-26-6

T E L 03-3312-0566 03-3312-2900

広報

協力

車いす

貸出拠点
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

【貸出物品】

1

8:45～17:45

車いす 介助式　２台 無

費用の有無

家族介護者教室 年間3回 介護に関する内容の講義・実技等

機材名 備考 写真

松ノ木元気体操
毎月第2・4火曜日
14：00～15：30

松ノ木・成田東地域の高齢者を対象とした体操教室（参加費100円）

松ノ木元気自慢大会 不定期
近隣にお住まいの高齢者が集まり元気の秘訣や地域資源について語り
合う。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  サンフレンズ

松ノ木ふれあいの家
住　所 〒166-0014　杉並区松ノ木2-14-3

T E L 03-3318-2660 03-3318-2661

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.3friends.or.jp/

高齢者 連絡担当者：斎藤佳代

1. 法人の理念
できるだけ自由に
････画一的、管理的にならず、一人ひとりがその人らしく生きられる。
どこまでも対等に
････一人ひとりの人権を尊重し、すべての人が上下関係なくつきあえる。
他者への思いを生かし合う
････地域社会で共に生きる人々との連帯、地球環境、平和への願いを大切にする。
2. 事業の運営方針
利用者のプライバシーと自立を尊重し、自己実現を助けることを、一人ひとりの立場に立って行います。
利用者、家族、ボランティア、職員、理事などがお互いの立場を尊重し、民主的運営を行います。
他のグループや世代間の交流を図り、生活の質を高め、地域の福祉文化の拠点となることをめざします。

窓口対応時間
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － ○ 無

2 － － ○ 無

3 － － ○ 無

社会福祉法人 　東京都福祉事業協会

方南隣保館保育園
住　所 〒168-0062　杉並区方南1-4-7

T E L 03-3321-4815 03-6379-3262

窓口対応時間

りんりん広場 10時～12時　毎週火曜日 未就学のお子さんと保護者の方と園庭、支援室で遊びます。

夕涼み会 7月
保育園児、卒園児、近隣の小学生の子ども達対象。いろいろなお店が出
ます。

10:00～17:00

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tfjk.or.jp/

子ども・児童 連絡担当者：吉田　まゆみ

産休明けの子どもから就学前の子どもをお預かりしています。
大正14年5月11日より地域の方々の利用をできる保育園として開園をしています。現在は産休明けのお子さんか
ら就学前のお子さんを130名お預かりをしています。平成27年4月に新園舎が建ち広々としたお庭と明るいお部
屋で毎日楽しく過ごしています。保育園では地域の親子を対象に参加ができる行事がたくさんあります。また、小
学生から大学生まで職場体験やボランティアを受け入れ子ども達と関りを持つ機会を設けています。
方南隣保館保育園は　心身健康で明るく、豊かな心をもち主体的に活動する子どもを育てます。
１.明るき元気な子ども。　２.思いやりのあるやさしい子ども。　３.自分で考え、進んで行動できる子ども。　を目標
に保育をしています。

各種行事 通年 運動会・移動動物園・七五三集会・クリスマス会お餅つき

講師職種等 テーマ・得意分野
保育士 子育てに関すること

栄養士 子育てに関すること

看護師 子育てに関すること
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連絡担当者：吉本

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

2

無

車いす 自走式　1台 無

綿あめ機 １台

費用の有無機材名 備考 写真

あすなろ祭り 9月 模擬店、イベント等

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 同愛会

あすなろ作業所
住　所 〒168-0062　杉並区方南1-3-4

T E L 03-3322-1020 03-3328-0625

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hyuman.com

障がい児・者

法人の理念「人生（存在）への支援・援助」
どんなに重い障害があっても“働く”、“役割”および“地域社会との関わり”を通し、利用者の笑顔が輝き
地域で暮らし続けることを実現させ、利用者が“幸せ”になる『よりどころ』のあすなろ作業所を目指して
います。

窓口対応時間 9：00～17：00
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

4

5

【貸出スペース】

収容人数
1 15名程度

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  サンフレンズ

和泉ふれあいの家
住　所 〒168-0063　杉並区和泉4-40-31

T E L 03-3321-4808 03-3321-4845

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.3friends.or.jp/

高齢者 連絡担当者：手塚ちはる

1. 法人の理念
できるだけ自由に
････画一的、管理的にならず、一人ひとりがその人らしく生きられる。
どこまでも対等に
････一人ひとりの人権を尊重し、すべての人が上下関係なくつきあえる。
他者への思いを生かし合う
････地域社会で共に生きる人々との連帯、地球環境、平和への願いを大切にする。
2. 事業の運営方針
利用者のプライバシーと自立を尊重し、自己実現を助けることを、一人ひとりの立場に立って行います。
利用者、家族、ボランティア、職員、理事などがお互いの立場を尊重し、民主的運営を行います。
他のグループや世代間の交流を図り、生活の質を高め、地域の福祉文化の拠点となることをめざします。

窓口対応時間

納涼会 8月の2日間 出店・御神輿・盆踊り

防災訓練 年2回　時期は未定 避難訓練

家族介護者教室 年間3回 介護に関する内容の講義・実技等

テーブル、椅子 無

8:45～17:45

施設公開 未定 作品展示・施設の見学

和泉ワイワイクラブ
毎月第2木曜日
13：30～15：30

ワイワイクラブは、Ｈ１９年１２月和泉ふれあいの家を拠点に地域の介護
者が集う場所として発足しました。介護中の方、介護ＯＢ、将来の介護を
心配する方等々が、１０数名集ります。同じ立場の仲間と、日頃の思いを
語ったり、経験談から介護のヒントを得たりしています。リフレッシュのプロ
グラムも多彩です。毎回ワイワイ、ガヤガヤと楽しいひと時を過ごしていま
す（NPO法人杉並介護者応援団が主催）。

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無
多目的会議室
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連絡担当者：石川／古川

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － 〇 無

【貸出スペース】

収容人数

1 １０名位

2 ４０名 無

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

地域交流スペース ３６㎡
テーブル，椅子，シス
テムキッチン

無

会議研修室 ６０㎡
テーブル，椅子，スクリーン，
マイクセット，プロジェクター，
ホワイトボード

講師職種等 テーマ・得意分野
職員 介護相談

社会福祉法人 仁愛会

特別養護老人ホーム　和泉サナホーム

住　所 〒168-0063　杉並区和泉4-16-10

T E L 03-6379-3195 03-6379-3196

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.jinaikai.jp

高齢者

法人理念である「利用者を大切に、安心して健やかに、その人らしい日常生活を支援する」に基づき、誰もが安
心して過ごせる空間づくりを目指しています。
私たちは、1988年に法人を設立して以来、「自然」「人のやさしさ」「心のあたたかさ」をコンセプトとして、ご利用
者・ご家族・地域の皆様に満足していただける施設づくり、ケアサービスの提供に努めて参りました。施設の名称
に使用しているサナホームのサナは、健康を意味するサナトリウム（sanatorium）に由来します。ご利用者が、い
つまでも心身ともに健康で過ごしてほしい、という私たちの願いを込めています。ご利用者が、安心して、健やか
に、その人らしくいきいきとした日々が送れますよう、サービスの質をさらに向上させたいと思っております。

窓口対応時間 9:00～17:00

広報

協力

福 祉

救援所
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【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － 〇 無

【貸出物品】

1

【貸出スペース】

収容人数

1 ５０名程度

2 ４５名

社会福祉法人 仁愛会

特別養護老人ホーム　新泉サナホーム

住　所 〒168-0063　杉並区和泉1-44-19

T E L 03-6379-0182 03-6379-0238

窓口対応時間 9:00～17:00

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.jinaikai.jp

高齢者 連絡担当者：結城／上原

法人理念である「利用者を大切に、安心して健やかに、その人らしい日常生活を支援する」に基づき、誰もが安
心して過ごせる空間づくりを目指しています。
私たちは、1988年に法人を設立して以来、「自然」「人のやさしさ」「心のあたたかさ」をコンセプトとして、ご利用
者・ご家族・地域の皆様に満足していただける施設づくり、ケアサービスの提供に努めて参りました。施設の名称
に使用しているサナホームのサナは、健康を意味するサナトリウム（sanatorium）に由来します。ご利用者が、い
つまでも心身ともに健康で過ごしてほしい、という私たちの願いを込めています。ご利用者が、安心して、健やか
に、その人らしくいきいきとした日々が送れますよう、サービスの質をさらに向上させたいと思っております。

講師職種等 テーマ・得意分野
職員 介護相談

機材名 備考 写真 費用の有無
車いす 介助式　２台 無

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

地域交流スペース ８０㎡

テーブル，椅子，シス
テムキッチン，スク
リーン，プロジェク
ター，ホワイトボード

無

会議研修室 ６５㎡
テーブル，椅子，スクリー
ン，マイクセット，プロジェ
クター，ホワイトボード

無

広報

協力
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 〇 無 〇 無

【貸出スペース】

収容人数

1 70名

2 30名

平日　8：30～17：30

会議室 机・椅子・ホワイトボード 無：但し、空いている場合のみ

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

地域交流スペース
机・椅子・音響・ピア
ノ・ホワイトボード

無：但し、空いている場合のみ

講師職種等 テーマ・得意分野
職員 特養・障害施設の説明会、相談

マイルドハート祭 毎年９月（2019.9.21開催） 屋台・金魚すくい・阿波踊り・コンサートなど

防災訓練 ７月、１月 避難誘導・消火訓練・防災盤説明会など

連絡担当者：高齢=久保、障がい=横尾

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  鵜足津福祉会

マイルドハート高円寺
住　所 〒166-0002　杉並区高円寺北1-28-1

T E L 03-5345-5981 03-5345-9960

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://mildheart.jp/

高齢者・障がい者

当施設は、平成21年7月に開設された特別養護老人ホームと障がい者支援施設の複合施設です。今
年で開設10周年を迎え、法人本部は四国の香川県にあります。特別養護老人ホームは全室個室のユ
ニット型施設で、202名（入居者181名、ショートステイ21名）の方が生活しています。障がい者支援施設
も、全室個室で12名（入居者10名、ショートステイ2名）の方が生活しており、入居者様以外にも生活介
護（デイサービス）・自立訓練で30名の方が利用しています。「支え合い共に生きる」を法人理念とし、地
域福祉の拠点を目指し日々楽しく頑張っています。マイルドハート高円寺は、中野駅から徒歩10分の場
所にあり、複数の大学や各種企業の集まる産業都市として再開発された一角にあります。地域の各種
団体様におきましては「地域交流スペース」や「会議室」の開放、イベント行事へのお誘い、出張での施
設説明会、杉並区総合震災訓練への職員派遣、近隣の中学校・高校・大学に対して、職場体験・ボラン
ティア受入れ等を行っています。

窓口対応時間

AE
AED
設置

AE
AED
設置

広報

協力

福 祉

救援所
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

2

3

4

9:00～17:00（土日祝、お盆・年末年始は休業）

ワイヤレスマイク（2本）、ワイヤレスアンプ（1台）

テント ２張

ひまわりまつり １１月前半の土曜日 バザー、パン販売、食堂、模擬店、アトラクション

無

車いす 介助式　１台 無

無

杵、臼 ２本、２基 無

費用の有無機材名 備考 写真

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 済美会

ひまわり作業所
住　所 〒167-0054　杉並区松庵2-22-22

T E L 03-3333-9724 03-3333-9749

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.seibikai.com

障がい児・者 連絡担当者：清水　豪

ひまわり作業所は、法人の理念にある知的障害者の「今日の喜び」と「明日の幸せ」を具現化することを事業所
の目標としています。利用者がいつも・いつまでも「行きたい」「行って良かった」と思える場所、活動や人との関わ
りを通して達成感や満足感を得られる場所でありたいと考えています。

窓口対応時間

広報

協力

福 祉

救援所
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － ○ 無

【貸出スペース】

収容人数

1 20名
喫茶厨房設備
テーブルと椅子

無

設置備品名

子育て講座 毎月1回から2回
乳幼児のいる家庭向けに、子育てに関する無償
講座を実施し、その場で子育てに関する個別相
談も受けている。

Picoナーサリ和田堀公園
「Picoベイビー＆カフェ」

写真・面積等

子ども・児童

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

"健全な成長と、限りない能力の開花"

社会福祉法人風の森 Picoナーサリ保育園は、児童福祉法に基づき、子どもの主体性・人格を尊重し、
子育て家庭との信頼関係を基に、子ども一人ひとりの健康、心の成長と限りない能力の開花を目指し
ています。
また、職員は保育所の役割・機能が適切に発揮されるよう、専門的知識の研鑽に努め、安心・安全の
環境整備の維持に努め、子育て家族とともに次世代を担う子ども達の育成に努力しています。

費用の有無

社会福祉法人 風の森

03-5941-3020 03-5941-3021

http://www.kazenomori.or.jp

連絡担当者：野上　美希

講師職種等
看護師

テーマ・得意分野
健康相談、応急措置

窓口対応時間

スペース名

Picoナーサリ（久我山・久我山駅前・
上高井戸・和田堀公園・新高円寺）

住　所 〒168-0082　杉並区久我山3-37-24

T E L

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

9:00～17:00
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

住　所 〒168-0065　杉並区浜田山4-31-5

T E L

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

窓口対応時間 9:00～18:00

社会福祉法人 けいわ会

03-6795-7171 03-3316-0732

http://www.suginaminoie.com/

かんたんテント

連絡担当者：木本

備考
※テント内での調理はご遠慮下さい
サイズ：3×4.9ｍ　個数:2セット

写真

杉並の家保育園　本園

子ども・児童

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

機材名

子どもの最善の利益と地域福祉に貢献

費用の有無

お芋ほり 10月中旬 親子（就学前）でお芋ほり

無

「豊かな人間性をはぐくみ明日につなぐ」

「心の声を聴き信頼しあえるパートナー」

を理念とする社会福祉法人けいわ会が運営

しています。
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

4

5

6

7
公開講座・講演会
（各事業施設の主催）

随時（年延8回程度）
認知症を始め各種ケアに関する公開講座(公開シンポジウ
ム)や講演会

浴風会つながるフェスタ
（於 コミュニティホール、構内等 ）

毎年10月第3土曜日
認知症セミナー、コンサート、介護事業紹介、模擬店、バ
ザー、フリマなど

 平日 9:00～17:00 

　浴風会は、関東大震災により自活することが出来なくなった高齢者
の援護を行うため、皇室からの御下賜金及び一般義捐金を設立資
金として、大正14（1925）年1月15日、財団法人として杉並区高井戸
の地に設立されました。令和7年には、100周年を迎えます。
　戦後、浴風会は、昭和27年5月に社会福祉法人に改組され、昭和
38年8月、老人福祉法の施行に伴い老人福祉施設となり、わが国の
代表的な高齢者福祉施設として、介護や医療に関わる事業を続けて
まいりました。平成12年4月、介護保険法の施行により、介護老人福
祉施設（特養）や在宅サービス事業も実施し、さらに平成26年10月に
は、高齢者保健医療総合センター（浴風会病院を全面改築・介護老
人保健施設「老健くぬぎ」を併設）を開設し、地域医療・在宅介護の拠
点として、今日に至っております。
　浴風会の基本理念の第一番目には、「地域との協働と社会貢献」
を掲げ、多種多様な地域貢献活動を展開するとともに、100周年に向
けて、「地域と共に未来を拓く」を目標に、職員一同が一丸となって、
地域福祉の推進に努めています。

連絡担当者：遠藤　雅晴　直通電話03-5941-5063

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yokufuukai.or.jp/

高齢者

窓口対応時間

社会福祉法人 浴風会

住　所 〒168-0071　杉並区高井戸西1-12-1

T E L 03-3334-2101(代表) 03-3334-6646

浴風園,松風園,ケアハウス,南陽園,第二南陽
園,第三南陽園,GHひまわり,浴風会病院,
老健くぬぎ,ケアスクール等

Café オレンジリボンウッド
（於 本館1階）

毎月第2月曜日、第4金曜
日、11:00～15:00

誰でもおしゃべりや相談を聴いてもらえるカフェ（コーヒーや
手作りパン販売）

よくふう語ろう会（於 本館1階）
毎月第2水曜日、10:30～
12:30

家族を介護する人たちのための「家族会」。介護を語れる
仲間づくりの場

みんなの活き活き健康教室
（於 コミュニティホール）

週2回(1回2時間) 1クール15
回・15名（年間5クール）

よくふう学ぼう会（於 本館1階） 隔月1回、10:30～11:30
家族を介護する人や介護に関心がある人を対象にした学
びの場

南陽園 ももの木トレーニング
（於 南陽園1階機能訓練室）

毎週水曜日、月2回の土曜
日 ストレッチ・マシントレーニング※自主トレ(有料：1回100円)

運動や外出の少ない方向けのトレーニング機器を使った
運動(有料：6,700円)
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【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 ○ 無 － －

2 ○ 無 － －

3 － － ○ 無

【貸出スペース】

収容人数

1

2 ３０名

浴風会つながるフェスタ café'オレンジリボンウッド

コミュニティホール（大ホール） よくふう語ろう会

約60平方メートル テーブルと椅子あり

1時間につき150円
(令和2年4月1日から

は300円）

スペース名 写真・広さ 設置備品名 費用の有無

コミュニティホール（小ホール）
※土・日・祝日に限る

約480平方メートル
椅子の貸出しは30脚
まで

1時間につき使用面積
に応じ900円～300円
(令和2年4月1日から
は1,200円～400円）

コミュニティホール（大ホール）
※土・日・祝日に限る

無料健康相談　※現在は都営
高井戸団地集会所にて実施

医師、MSW、看護師など

テーマ・得意分野講師職種等

健康づくり、リハビリや介護、認
知症予防など

医師、MSW、看護師、介護福祉
士、OTやPTなど

認知症サポーター養成講座
会内施設に勤めるキャラバンメ
イト（認知症サポータ―養成講
座講師）

広報

協力

福 祉

救援所
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F A X

連絡担当者：森（法人事務局）、麻生（施設長）

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 － － ○ 無

2 － － ○ 無

【貸出スペース】

収容人数

1
最大20名
（着席）

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

礼拝堂「三帰堂」（1階部分のみ） 約51.4㎡ 無

講師職種等 テーマ・得意分野
家庭支援専門相談員 児童福祉、養育相談

里親支援専門相談員 児童福祉、養育相談

地域交流行事 年1回　※時期は未定

施設園庭にて、ミニゲームやマジックショーのコーナーを設置。出
来立てのお汁粉や菓子土産なども提供。事前に関係各所にポス
ターを設置し、近隣在住の方々や在園児童のお友達にもご参加
いただいています。

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  光明会杉並学園

児童養護施設　杉並学園
住　所 〒168-0081　杉並区宮前3-10-8

T E L 03-3332-2567 03-3334-7905

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sugigaku.web.fc2.com/

子ども・児童

　

窓口対応時間 10:00～17:00

児童養護施設は児童福祉法に定める

児童福祉施設で、保護者のない児童、

虐待されている児童など、環境上養護を

要する児童を入所させて、これを養護し、

あわせて退所した者に対する相談

その他の自立のための援助を行うことを

目的とする施設です。

当園は、昭和8年の設立以来、浄土宗の

「仏・法・僧」の教えに倣い、

「明るく・正しく・仲よく」を養育の理念と

して参りました。

これまでも、そしてこれからも地域の方々

のご理解とご協力を得ながら子どもの成

長を見守ってまいります。
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F A X

連絡担当者：大久保憲和、山崎修一

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

3

【貸出物品】

1

窓口対応時間 8:30～17：30

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sanjyukai.jp/

高齢者

社会福祉法人 杉樹会

特別養護老人ホームさんじゅ久我山

住　所 〒168-0082　杉並区久我山3-47-16

T E L 03-5346-5351 03-5346-5352

　阿佐谷と久我山に拠点があり、特別養護老人ホーム「さんじゅ阿佐谷」「さんじゅ久我山」のほか、ケア24久我
山の運営、居宅介護支援事業所、おでかけサービス、高齢者見守り配食サービスなど、高齢者福祉に取り組ん
でいます。杉並の地元にこだわって20数年、誰もが安心して住み続けられるお手伝い、介護が必要な方、そのご
家族の方々を支えるお手伝い、それが私たちの仕事であり喜びです。

【地域の皆さまと共に生きがいづくり】
　特別養護老人ホームさんじゅ久我山の食堂は神田川沿いの桜並木に面していて、桜の季節のコンサートなど、
地域の皆様にもお呼びかけをさせていただいています。また、「認知症サポーター養成講座」「家族介護教室」な
ども随時開催し、地域の皆さまにご参加いただいています。これからさらに“元気に学ぶ場”として活用していきま
す。また、喫茶の会や俳画、折り紙などのクラブ活動は、ボランティアの方のご協力、ご参加に支えていただいて
います。地元の皆さまには特養の中のおしぼりをたたむお仕事やクッション作りなど、たくさんの方々にボランティ
ア活動で助けていただいています。ボランティア活動は地域の皆さまにとって生きがいにつながり、それが地域
の福祉力を作ることになります。私たちはそのお手伝いも大切な仕事と考えています。

ボランティア活動 特養ホーム内のおしぼりたたみ、折り紙、クッション作り等

健康づくり等の講座 随時

ホームコンサート 随時 4月桜コンサート

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

写真 費用の有無
車いす 介助式　１台 無

機材名 備考

広報

協力

福 祉

救援所

車いす

貸出拠点

家族介護教室ボランティアによるクッション作りホームコンサート
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【貸出物品】

1

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人  杉並希望の家

希望の家
住　所 〒168-0082　杉並区久我山5-36-17

T E L 03-3335-3774 03-3335-3673

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kibounoie.net/

障がい児・者 連絡担当者：山本寿美子

法人の前身である、「杉並区肢体不自由者共同作業所希望の家」は、1976年に杉並区肢体不自由児者父母の
会青年部より独立した、障がいを持つ当事者達により創設されました。以来、設立の主旨でもある、障がい者自
らが仕事を通して社会的自立を目指す活動を続けて参りました。その後、障害の区別や程度を問わず、「働くこ
と」「働く場所」を希望する、主に杉並区在住の障がい者で、一般企業等へ就職困難な者に設備と仕事を提供し、
その作業等を通して残存機能の向上及び未知の才能の発掘等に努め、以ってその者の社会自立を図ることを
目的とし、自他共に認める『仕事をする作業所』の運営を実践して参りました。現在は、定員60名の就労継続支
援B型事業所として主に知的障がいを持つ方々が通っていらっしゃいます。

窓口対応時間

「希望の家バザー」 毎年6月
メインであるバザーを中心に、自主製品や模擬店で地域の方々をお迎え
しています。

費用の有無機材名 備考 写真
無

9:30～17:00

車いす 介助式　1台

広報

協力

車いす

貸出拠点

60



F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

社会福祉法人 健誠会

永福南社会福祉ガーデン
住　所 〒168-0064　杉並区永福1-7-6

T E L 03-6379-3011 03-6379-3125

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.f-kenseikai.or.jp

高齢者 連絡担当者：  蓮　見

・当法人は、下記の運営方針及び強みを掲げております。
●地域社会に密着した介護と医療・福祉の連携を行い、福祉文化の発展を目指します
●公益性の高い安定した福祉サービスを提供し、高齢者、障害者の自立支援を目指します
●介護保険制度、障害者自立支援制度に基づき、経済上効率の良い運営を目指します
●各施設、事業所の連携を強化し、職員の意欲向上と質の高い育成を目指します

・健誠会の強み
●障害児（者）、高齢者への施設支援と相談支援に対応できる幅広い事業形態と支援実績。
●地元や地域に密着した福祉活動と広域的な事業展開。
●介護保険、障害福祉サービスを併せ持った複合施設による地域の福祉拠点を完備。
●医療法人を持つグループ企業としての安心の支援協力体制。

・運営方針を基に、当法人の強みを地域社会へ提供・貢献していきます。

窓口対応時間

わがまち一番体操 毎月第三水曜日 予防体操（ケア２４）

大正琴 毎月第二水曜日 大正琴鑑賞

8:30～17:30

福 祉

救援所
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F A X

【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

2

9:00～17:00

盆踊り 7月 出店、花火等

バザー 10月 中古衣料品、雑貨などの販売

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://josui.net/

子ども・児童 連絡担当者：住谷

上水保育園は社会福祉法人東京家庭学校の地域社会への奉仕事業として昭和27年に開園しました。本園（定
員258名）のほかに分園として西荻分園と清水分園の2か所と、公設民営として杉並区立高井戸保育園、社会福
祉法人浴風会の委託事業としてよくふう保育園をそれぞれ運営しています。園庭開放や、高井戸地域との連携
による盆踊りやバザーの開催、職場体験、ボランティアの受け入れを行っています。現在、地域の福祉の拠点と
なるべく、本園の建替え工事をおこなっており、2020年10月ごろ新園舎の完成予定となります（児童養護施設東
京家庭学校は2021年度完成予定）。

窓口対応時間

社会福祉法人　東京家庭学校

上水保育園
住　所 〒168-0082　杉並区高井戸東2-3-4

T E L 03-3333-8626 03-3333-2801

広報

協力
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【地域の方が参加できる行事・イベント】

1

【出前講座・専門相談等】 ※専門相談・講座は施設が会場

出前講座 出前費用の有無 専門相談・講座 専門費用の有無

1 〇 無 － －

2 〇 無 － －

【貸出物品】

1

2

【貸出スペース】

収容人数

1 １５名程度多目的室 19.44㎡
テーブル・椅子
プロジェクター・スクリーン 無

車椅子 介助用・自走用

9:00～17:30

スペース名 写真・面積等 設置備品名 費用の有無

無

ＡＥＤ 緊急時貸し出し 無

みたけサロン「ほっとひといき」 毎月第4金曜日 近隣地域の住民の方を対象とした、健康体操・お茶のみ話

費用の有無

講師職種等 テーマ・得意分野

社会福祉法人  東の会

上高井戸大地の郷みたけ
住　所 〒168-0074　杉並区上高井戸2-12-1

T E L 03-3334-6655 03-5336-6560

窓口対応時間

写真

⾏事・イベント・活動 開催時期 内  容

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.mitake-h.com/

高齢者 連絡担当者：久保山慎之介

法人活動理念
『みんなでつくる　みんなの笑顔！』
・地域の方と手を携えて、ご利用者、地域の方、職員、みんなで力を合わせて、みんなが笑顔になる地域をつくります。
・わたしたちは、地域に根を張って、地域と共に考え行動し、地域にたよりにされる福祉の拠点を目指して活動します。
基本方針
1：老人福祉施設、介護保険事業所としての施設
2：その人らしい生活の実現を支援する施設
3：健康で安心して楽しく生活できる施設
4：地域に密着した生活の支援を行う施設
5：生活の場の専門性の向上を図る施設

目指す介護
「ゆとり介護」でその人らしさを大切に！
1：利用者、家庭、地域などの介護ニーズに対応し、信頼される介護
2：一人一人の利用者の尊厳と権利を擁護する、利用者主体の介護
3：健康で安全で温かな親しみとくつろいだ雰囲気を大切にする介護
4：利用者のその人らしさを大切にする、「ゆとり」ある介護
5：社会的な責任を果たすことができる、地域への介護支援

キャラバンメイト 認知症サポーター養成講座

介護支援専門員・社会福祉士 介護・認知症・小規模多機能ケア・地域包括ケアに関してなんでも

機材名 備考

広報

協力
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