
平成２８年９月２８日現在
東社協　東京都高齢者福祉施設協議会

＜表の見方＞　表は以下の内容が記載されています。ご確認ください。

主催団体名 イベント名 種別 開催日時

TEL 会場 会場〒 会場住所

※イベント種別は、以下のとおりです。

　

＜千代田区＞

社会福祉法人 多摩同胞会
区民向けシンポジウム
「神田の福祉～安心して住み続けるために～」

他 平成28年11月19日（土）14時00分 ～ 16時00分

03-3265-1165 岩本町ほほえみプラザ 1階 多目的ホール 101-0032 千代田区岩本町2-15-3

＜中央区＞

社会福祉法人 トーリケアネット
高齢者総合福祉施設 晴海苑

認知症カフェ カ 平成28年10月16日（日）13時30分～15時30分

03-3533-7148 晴海苑 1階 フロア 104-0053 中央区晴海1-1-26

晴海苑 グループホーム オレンジカフェ カ 平成28年10月16日（日） 13時30分～15時30分

03-3533-7148 晴海苑 1階 会議室 104-0053 中央区晴海1-1-26

＜港区＞

芝地区高齢者相談センター 勉強会「住み慣れたこの街で最期まで暮らしたい」 市 平成28年10月10日（月祝）13:00～16:40

03-5232-0840 港区立神明いきいきプラザ6階体育館 105-0013 港区浜松町1-6-7

＜台東区＞

台東区立みのわ高齢者在宅
サービスセンター

みんなで歌おう会 交
平成28年10月26日（水）13時30分～14時30分
平成28年11月16日（水）13時30分～14時30分

03-5603-2245 三ノ輪福祉センター1階エントランス 110-0011 台東区三ノ輪1-27-11

特別養護老人ホーム台東 特養台東フェスティバル 交・他 平成28年11月5日（土） 12時～16時

03-3834-4435 佐竹商店街 事務所 110-0016 台東区台東3-28-4

あさくさ地域包括支援センター 街づくり懇談会 他 平成28年10月22日(土)18時00分～20時30分

03-3873-8088 特別養護老人ホーム浅草 111-0032 台東区浅草4-26-2

特別養護老人ホーム浅草 日曜レストラン 交
平成28年10月16日（日）11時45 分 ～14時00分
平成28年12月11日（日）11時45分 ～14時00分

03-3875-8825 特別養護老人ホーム浅草5階デイルーム 111-0032 台東区浅草4-26-2

＜文京区＞

文京大塚みどりの郷・文京くすの
きの郷

地域の中で自分らしく暮らしていくためには～最期の時まで素敵な時間に！～ 市 平成28年11月20日10:00～12:00

03-3941-6669 特別養護老人ホーム文京くすのきの郷 112-0012 文京区大塚4-18-1

アクティブ介護文京実行委員会 アクティブ介護28～文京みんなの集い～ 市・学・他 平成28年12月13日（火） 10：00～16：00

03-3947-2801 文京区役所1階 ギャラリーシビック・アートサロン、26階スカイホール 112-8555 文京区春日1-16-21

岩本町ほほえみプラザ　かんだ連雀　かがやきプラザ相談センター　千代田区保健福祉部在宅支援課　千代田区社会福祉協議会

文京区役所 文京区社会福祉協議会 文京大塚みどりの郷 文京くすのきの郷 文京白山の郷 文京千駄木の郷 ゆしまの郷 文京大塚高齢者在宅サービスセンター 文京湯島高齢者在宅サービスセンター 文京くすのき高齢
者在宅サービスセンター 文京向丘高齢者在宅サービスセンター 文京白山高齢者在宅サービスセンター 文京昭和高齢者在宅サービスセンター 文京本郷高齢者在宅サービスセンター 文京千駄木高齢者在宅サービス
センター ケアワーク弥生 ユアハウス弥生 リハビリ道場 老松ケアサービス トチギ介護サービス 小石川医師会居宅介護支援事業所 ローズケア 太平ヘルスケア アドワンスサポートコスモス 小石川みやびの郷 アリ
ア文京大塚 ミニケアホームきみさんち パナソニックエイジフリー介護チェーン城北 社の癒しハウス・文京関口

地域の方が自分らしく最期の時まで生活するために、「リビングウィル」「終活」など、近年注目されている「看取り介護」の講座を開催します。

平成21年から文京区内有志で「介護の魅力」として文京新介護の3K「輝き！」「感動！」「感謝！」を区民・学生に伝えるためのイベントを毎年度実施しています。

きっと見つかる！あなたのまちの「ちいきの輪」
～「つながれ ひろがれ ちいきの輪 in TOKYO」参加施設一覧～

開設以来10年を迎えるグループホームの管理者がその経験を踏まえ、認知症の予防対処等に付ご説明いたします。

グループホーム開設以来9年経過し10年目に入っておりますが、開設以来グループホーム業務に携わってきた管理者がその経験を踏まえ認知症の予防対処等につきご説明いたします。

メッセージ

都内で「つながれ ひろがれ ちいきの輪 in TOKYO」に参加している施設・団体の事業を、区市町村ごとにまとめました。
お近くの施設で行われるイベントやプログラムから、ご興味のある内容をおさがしください。

主催団体以外の参加施設、もしくは主催団体に加入する施設（該当する場合のみ記載）

多摩同胞会神田事業所2施設が、関係機関や地域と連携して取り組んだ事例を通して、地域福祉のあり方を区民の方々と共に考えます。

桜の会（認知症高齢者、介護者家族を支援する会）

（共催）湖山医療福祉グループ、医療法人財団 百葉の会

台東区社会福祉協議会。元気NEXT事業所

特別養護老人ホーム浅草・あさくさ高齢者在宅サービスセンター・特別養護老人ホーム千束

金谷節子氏、川嶋みどり氏、中村伸一氏をお迎えし、表題のテーマについてご講演いただきます。

地域に開かれた施設づくりの一環として、平成22年10月から月1回、地域の方が無料で参加できる音楽プログラムとして実施しています。

特別養護老人ホーム台東は複合施設の中にあるホームで、定員が60名となっています。最高のサービスを全ての人にの理念のもと頑張っています。

地域の高齢者福祉を推進するため、住民や関係機関が地域の実情を知り、意見交換、交流を図る懇談会を開催。

地域の高齢者や介護者に対して、食事交流会、情報交換、歌と体操で楽しくすごすことを目的におこなっています。

食事会や交流会           ：交      市民向け講座・学習会                            ：市  

中高生（学生）向けの講座      ：学        災害時訓練（福祉避難所設置訓練など）    ：災   

介護予防教室や認知症カフェの開催  ：カ                  地域の高齢者宅への訪問活動                   ：訪  

ボランティアの養成講座       ：養                  その他                                                 ：他  
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アクティブ介護文京実行委員会 日々の体力づくりで幸齢者に！ カ・市 平成28年11月1日（火）10時～16時

03-3947-2801 文京区役所1階 ギャラリーシビック 112-8555 文京区春日1-16-21

＜北区＞

王子光照苑 王子光照苑祭 他 平成28年11月20日（日）10時00分 15時00分

03-3927-9851 高齢者在宅サービスセンター王子光照苑 114-0002 北区八王子3-3-1

新町光陽苑 新町光陽苑 秋祭り カ 平成28年10月30日（日）11時30分～13時30分

03-5855-1185 新町光陽苑 敷地内 114-0012 北区田端新町2-27-16

北区高齢者福祉施設長会 区内施設紹介・事例発表・相談会 他 平成28年11月13日（日）10時00分～16時00分

03-5924-7711 北とぴあ つつじホール及び展示ホール 114-8503 北区王子1-11-1

赤羽地域包括支援センター 認知症サポーター交流会 他 平成28年10月31日（日）14時00分～16時00分

03-3903-4167 赤羽会館 115-0044 北区赤羽南1-13-1

＜足立区＞

紫磨園在宅サービスセンター クローバーサロン 交 毎月第1日 10：00～11：30

03-3857-8419 特別養護老人ホーム紫磨園（紫磨園在宅サービスセンター） 121-0836 足立区入谷3-3-6

社会福祉法人敬仁会 社会福祉法人敬仁会『ふれあいはあとまつり』 交 平成28年10月15日（土）10時00分～14時00分

03-3899-3005 特別養護老人ホームル・ソラリオン西新井 123-0841 足立区西新井3-14-3

特別養護老人ホーム プレミア扇 プレミア扇 地域交流会 2016 交・カ 平成28年11月6日（日）11時00分～15時00分

03-3890-3333 特別養護老人ホーム プレミア扇 123-0873 足立区扇1-3-5

＜葛飾区＞

社会福祉法人 仁生社 介護の仕事説明会 市
（１）平成28年8月28日（日）13時30分～16時30分
（２）平成28年9月25日（日）13時30分～16時00分
（３）平成28年10月23日（日）13時30分～16時00分

03-3607-4060
（１）特別養護老人ホーム奥戸くつろぎの郷
（２）特別養護老人ホーム水元ふれあいの家
（３）特別養護老人ホーム水元園

124-0022
125-0032
125-0031

葛飾区奥戸3-25-1
葛飾区水元1-26-20
葛飾区西水元4-6-1

社会福祉法人 仁生社 卓球教室 交 平成28年10月22日（土）14時00分～16時00分

03-3607-4060 特別養護老人ホーム水元園 125-0031 葛飾区西水元4-6-1

＜墨田区＞

社会福祉法人賛育会 はなみずきホームオープンハウス 交 平成28年10月16日（日）10時00分～14時00分

03-3617-8734 墨田区特別養護老人ホームはなみずきホーム 131-0041 墨田区八広3-22-14

墨田区特別養護老人ホームたちば
なホーム

たちばな祭 他 平成28年10月27日～10月30日

03-3613-8718 墨田区特別養護老人ホームたちばなホーム 131-0043 墨田区立花3-10-1

＜江戸川区＞

社会福祉法人 江東園 お年寄り疑似体験 他 平成28年 10月 6日（木）8:30～12:35

03-3677-4611 江戸川区下鎌田東小学校 132-0013 江戸川区江戸川2-21

江戸川光照苑 地域との相互防災訓練 災 平成28年11月27日 10時00分～12時00分

03-5668-0051 江戸川光照苑 133-0051 江戸川区北小岩5-7-2

地域包括支援センター 泰山 認知症カフェおよび介護予防教室 カ
平成28年10月1日（土）～平成28年11月30日（水）
毎日開催

03-5889-1165 泰山ブランチルーム 133-0052 江戸川区東小岩5-33-19

毎年11月の第1日曜日に、模擬店、バザー、野菜詰め放題、プラパン作成をしています。昨年は276名の方が来られ大盛況に終わりました。

「介護の仕事ってどんなもの」をスローガンに現在の介護事情や今後の展望を踏まえ、介護の魅力を地域の方々にお伝えし、個々のこれからの介護とのかかわりを考えていだだく機会を提供しています。施設とい
う社会資源が地域の方のお役に立つことを願って企画しました。

地域住民と施設職員が卓球を通して、高齢者福祉施設を身近に感じてもらい、施設という社会資源を地域に還元することを目的としています。

民生委員や自治会と協働で、ひとり暮らしや外に出ていく機会が少ない地域のお年寄りが、生きがい活動と元気に暮らすきっかけづくりを見つけ、地域の人同士のつながりを深めることを目的として、お茶会やレ
クリエーションなどを行います。

みずべの苑地域包括践センター 十条地域包括践センター

地域の障害者、高齢者と住民の交流、地域福祉の向上を目的とした屋内外イベントの開催

区内の特養施設が協力し入所に関する相談や施設で取り組んでいる様々な事例の発表などを行います。（きたく介護あんしんフェア2016への出展）

認知症カフェの実施により、地域の方々との交流等が行える機会の提供をしていきます。

体力測定・健康維持や介護予防のための講座。当日は理学療法士・作業療法士を多数動員。

文京区役所 文京区社会福祉協議会 文京大塚みどりの郷 文京くすのきの郷 文京白山の郷 文京千駄木の郷 ゆしまの郷 文京大塚高齢者在宅サービスセンター 文京湯島高齢者在宅サービスセンター 文京くすのき高齢
者在宅サービスセンター 文京向丘高齢者在宅サービスセンター 文京白山高齢者在宅サービスセンター 文京昭和高齢者在宅サービスセンター 文京本郷高齢者在宅サービスセンター 文京千駄木高齢者在宅サービス
センター ケアワーク弥生 ユアハウス弥生 リハビリ道場 老松ケアサービス トチギ介護サービス 小石川医師会居宅介護支援事業所 ローズケア 太平ヘルスケア アドワンスサポートコスモス 小石川みやびの郷 アリ
ア文京大塚 ミニケアホームきみさんち パナソニックエイジフリー介護チェーン城北 社の癒しハウス・文京関口

認知症サポーターの活動を紹介し、合わせて認知症サポーター同士の交流を図る場です

創立記念の文化祭を行います。利用者さんの活動、生活の様子などを紹介 また、近隣の方々の作品展示や、バザーなども行っています。

地域の皆様との交流機会として毎年実施しています。模擬店や発表等子供も大人も楽しんでいただける内容です。

利用者の方や地域の皆様の作品展です。10月30日（日）11:00～15:00までは模擬店やイベントが盛りだくさんです。

車椅子体験を通し、体が動かない不自由さと不便さ、家や町の中にある不自由な物、不便な物を考える。

（協力団体）[1]江戸川区下鎌田東小学校        [2]株）共英（福祉用具貸与事業所）

地域防災協定を結んでいる町会と合同で地震災害時の訓練を行い、相互の協力体制を構築し、災害に備える。

介護予防教室（年6回）については内容については未定である。カフェについては、どんな方でも集える場所作りを目指して、9月頃より毎日開催を行っていく予定。
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おしゃべりクラブ おしゃべりクラブ 交・他
平成28年10月17日（月）11時00分～14時30分
平成28年11月21日（月）11時00分～14時30分
平成28年12月19日（月）11時00分～14時30分

03-3877-0100 暖心苑 134-0081 江戸川区北葛西4-3-16

暖心苑 カフェ暖暖 他
平成28年10月23日（日）14時00分～16時00分
平成28年11月27日（日）
平成28年12月25日（日）

03-3877-0100 暖心苑 134-0081 江戸川区北葛西4-3-16

暖心苑 オレンジカフェ 他
平成28年10月15日（土）14時00分～16時00分
平成28年12月17日（土）14時00分～16時00分

03-3877-0100 暖心苑 134-0081 江戸川区北葛西4-3-16

江戸川区熟年者福祉施設連絡会 施設紹介・相談会 他 平成28年11月12日（土）10時00分～16時00分

03-3877-0100 タワーホール船堀 134-0091 江戸川区船堀4-1-1

江戸川区熟年者福祉施設連絡会 施設紹介・相談会 他 平成28年10月9日（日）9時00分～16時00分

03-3877-0100 都立篠崎公園 - -

地域包括支援センター 秦山 高齢者宅への訪問（月1回:目配り訪問） 訪 平成28年10月1日（土）～平成28 年11月30日（水）の間に月1回開催

03-5889-1165 江戸川区内 - -

地域包括支援センター 秦山 地域でのカフェへの協力 カ・他 平成28年10月1日（土）～平成28 年11月30日（水）の間に開催

03-5889-1165 江戸川区内の自治会会館 - -

＜江東区＞

あそか園 地域交流プロジェクト
(TKP)

あそか園 地域交流まつり 他 平成28年9月22日(木) 11時00分～15時30分

03-3632-3615 あそか園 園庭・1階デイルーム 135-0002 江東区住吉1-17-11

＜渋谷区＞

社会福祉法人パール パール介護予防プロジェクト 交
（１）毎週月～金曜日 11時00分～15時00分
（２）毎月第1・第5土曜日 10時30分～14時00分
（３）毎月第2・第4・第5土曜日 10時30分～14時30分

03-5458-4811
（１）社会福祉法人パール 1F 地域交流ロビー
（２・３）社会福祉法人パール B1F 研修室

150-0035 渋谷区鉢山町3番27号

＜渋谷区＞

社会福祉法人パール パール介護予防プロジェクト 交
（１）毎週月～金曜日 11時00分～15時00分
（２）毎月第1・第5土曜日 10時30分～14時00分
（３）毎月第2・第4・第5土曜日 10時30分～14時30分

03-5458-4811
（１）社会福祉法人パール 1F 地域交流ロビー
（２・３）社会福祉法人パール B1F 研修室

150-0035 渋谷区鉢山町3番27号

＜目黒区＞

目黒区社会福祉事業団
特別養護老人ホーム東が丘

地域セミナーおよび高齢者施設見学会 市 平成28年11月11日（金）13:30～16:30

03-5481-5639 特別養護老人ホーム東が丘 152-0021 目黒区東が丘1-6-4

菅刈住区住民会議 菅刈公園フェスティバル 他
平成28年10月29日（土）13時00分～平成28年10月30日（日）16時
00分

03-3791-3503 菅刈公園 153-0042 目黒区青葉台2-11-25

青葉台さくら苑 納涼祭 他 平成28年8月20日（土）10時30分～16時00分

03-3791-3503 青葉台さくら苑 153-0042 目黒区青葉台3-21-6

青葉台さくら苑 地域合同防災訓練 災 平成28年9月15日（木）

03-3791-3503 青葉台さくら苑 153-0042 目黒区青葉台3-21-6

高齢者宅への訪問につきましては、閉じこもりがちな方や地域との交流がない方を中心に安否確認などの目的で実施。

地域の自治会が自主的に開催の「カフェ」へ、協力という形で参加しています。

地域の方に「高齢者施設とは」をテーマにセミナーを開催し、その後に法人3施設を巡る見学会を開催します

楽しい交流の場！リハ体操・太極拳・食事・音楽・書道・茶道・おしゃべり、など皆さん元気になられました！

楽しい交流の場！リハ体操・太極拳・食事・音楽・書道・茶道・おしゃべり、など皆さん元気になられました！

江戸川区熟年者福祉施設連絡会としてブース設置。施設紹介や相談等を行います。（区民まつりへの出展）

利用者様・職員含むあそか園と地域の皆様との交流プロジェクトです。今年で5回目となりますが、ボランティアや学生ブースも設けるなど非常に楽しい企画となっております。

江東区社会福祉協議会(ボランティアセンター)、個人・団体ボランティア様

江戸川区熟年者福祉施設連絡会としてブース設置。施設紹介や相談等を行います。（介護フェアへの出展）

近隣の高齢者が集まり、お話やレクなどで認知症の予防を行っています。暖心苑はその活動を支援し昼食を用意したりミニコンサートや勉強会などで情報提供をしています。

お茶・お菓子を頂きながら、お話したり楽しい時間を過ごして頂きます。映画上映会も行っています。地域近隣の方も自由にご利用できます。毎月第4日曜日の午後、暖心苑1階フロアで開催しています。

お茶を飲みながらお話をしたり、ミニコンサートなどで穏やかな時間を過ごして頂きます。相談もお受けしています。

特別養護老人ホーム東山　特別養護老人ホーム中目黒

菅刈住区が主催される地域のフェスティバルにおいて、機材提供、バザー、レクリエーションの開催などで協力します。

上八町会、老人会、他近隣の企業、菅刈小学校等も参加されます。

地域住民、老人会との交流機会として、苑内利用者のレクリエーションとして開催する夏祭り

近隣、町会、自治会の方々と共同して行う防災訓練。車いすの介助方法、担架を使用しての移動、消防署からの指導などを行う。



平成２８年９月２８日現在
東社協　東京都高齢者福祉施設協議会

ひがしやまホームボランティアグ
ループ

交流サロンひがしやま カ 毎月第1金曜日14時00分～15時30分

03-3791-8451 ひがしやまホーム 153-0043 目黒区東山3-24-6

なのはな結の会 ふれあいの居場所 交 毎月第2金曜日 14時00分 ～15時30分

03-5704-3631 特別養護老人ホーム中目黒 153-0061 目黒区中目黒5-7-35

特別養護老人ホーム中目黒 [1]地域交流サロン [2]会食サービス（申込制） 交
毎週火曜日  10時00分 ～16時00分
毎週火曜日 12時00分～13時00分

03-5704-3631 特別養護老人ホーム中目黒 153-0061 目黒区中目黒5-7-35

＜世田谷区＞

久我山園 看取りシンポジウム 市 平成28年11月23日（水）14時00分～15時30分

03-3309-3211 久我山園 157-0061 世田谷区北烏山2-14-14

特別養護老人ホーム千歳敬心苑 特養へ行こう！ 市 平成28年11月6日（日）10時00分～13時00分

03-3307-1165 特別養護老人ホーム千歳敬心苑 157-0064 世田谷区給田5-9-5

砧ホーム 地域交流ふれあい施設見学会 交・他 平成28年10月2日（日）11時～11時30分、13時30分～14時

03-3416-3164 社会福祉法人 友愛十字会 友愛ふれあい祭り 会場 157-0073 世田谷区砧3-9-11

社会福祉法人大三島育徳会 タガヤセ（認知症）カフェ カ
平成28年10月29日（土）13時00分～15時00分
平成28年11月28日（月）13 時00分～15時00分

03-5797-5650 タガヤセ大蔵デイ 157-0074 世田谷区大蔵5-14-6

社会福祉法人大三島育徳会・デイサービス博水の郷・タガヤセ大蔵デイ

多摩川癒しの会 秋の芋煮会 交 平成28年11月19日（土）11時00分～13時00分

03-5491-0340 二子玉川河川敷 157-0077 世田谷区鎌田3-16-6

博水の郷、デイサービス博水の郷、玉川福祉作業所、多摩川癒しの会

＜中野区＞

社会福祉法人ケアネット 家族介護教室「からだ」にやさしい介護 市 平成28年11月20日（日）13時30分～15時

03-5342-0820 弥生ホーム 1階デイホール 164-0013 中野区弥生町2-42-2

高齢者グループホーム おさたけ みんなのランチ 交 毎週火曜日・木曜日（概ね12:30～14:00）

03-3336-0930 高齢者グループホーム おさたけ 165-0027 中野区野方6-47-5

しらさぎホーム いきいきしらさぎフェスタ2016 他
（１）平成28年11月5日（土）13時～15時30分
（２）平成28年11月9日（水）13時30分～14時30分
（３）平成28年11月10日（木）13時30分～14時30分

03-3336-6511
（１）しらさぎホーム
（２）しらさぎホーム(特別養護老人ホーム）
（３）しらさぎホーム（デイサービスセンター）

165-0035 中野区白鷺2-51-5

＜杉並区＞

和田堀ホーム 和田堀カフェ カ
平成28年10月23日（日）10時～15時
平成28年11月13日（日）10時～15時

03-3316-2943 和田堀ホーム 166-0012 杉並区和田2-27-8

社会福祉法人 浴風会 まるわかり！あんしん介護フェア2016 他 平成28年11月12日（土）10時00分～16時00分

03-3334-2149 社会福祉法人 浴風会 168-0071 杉並区高井戸西1-12-1

（社福）浴風会 南陽園在宅サービ
スセンター

ももの木トレーニング カ 毎週水曜 14時～17時

03-3334-2743 特別養護老人ホーム 南陽園 機能訓練室 168-8550 杉並区高井戸西1-12-1

カフェにはご本人、ご家族のほか介護の専門職も加わり、認知症についてお話をゆっくりしたいと思います。日頃の介護の悩みを話し合ったり、相談したりする良い機会と考えています。

千歳敬心苑は、今年度開設20年目を迎えました。20周年記念yearとして、地域に向けた発信、活動を積極的に行ってまいります。

ホーム見学後の意見交換会にて、「地域と施設のつながり方」を地域の皆様と施設職員とで発見する企画です。

地域の方が気軽に集まれる交流サロンでアロママッサージや機能訓練指導員による介護予防体操等を行います。

めぐろボランティア・区民活動センター

地域の人々が主体的に関わり、お茶を飲んで井戸端会議や囲碁・将棋など自由に活動して、和んでもらえる「ふれあいの居場所」です。どなたでもお気軽に来たい時に来て、帰りたい時に帰ることができます。

[1]お茶やコーヒーを飲みながら話をしたり、大人の塗り絵などしたりして楽しく過ごすことができます。また、介護予防体操や歌などのイベントも実施しています。
[2]地域の皆さんと一緒に栄養バランスのとれた食事を楽しみます。

地域や施設（SS利用者）で看取りを経験した家族や関係者の発表から看とりの準備教育とは何かを考える

目黒区

高次脳機能障害の方を中心に多摩川河川敷で芋煮会を開催します。

地域区民の方への介護に関する講座です。法人理学療法士が担当となり介護の基本や、体を痛めない、介護について勉強します。

食を楽しむをコンセプトに独居等の高齢者に食べる楽しさ・栄養面の充実と施設利用者との交流の機会を提供。

介護の日にちなんで11月5日から11月11日まで福祉用具の展示の他、上記イベントを開催します。

和田堀ホーム短期入所生活介護 デイサービスセンター和田堀ホーム 和田堀ホーム指定居宅介護支援事業所

介護の心配事、生活していて困っている事、何でも話しに来てください。お茶を飲みながら一緒に考えましょう。

講演会や企業展示、福祉作業所などによる販売、バザーなど地域の方々と楽しめる介護・福祉に関するイベント

近隣の高齢者を対象に施設の機能訓練室を開放。筋トレマシンを設置して自由にトレーニングする場を提供。



平成２８年９月２８日現在
東社協　東京都高齢者福祉施設協議会

＜豊島区＞

社会福祉法人 フロンティア 夢を応援「茜パン」 他 毎週（月）（火）（木）に配給しています。

03-5949-5995 いけぶくろ茜の里 171-0014 豊島区池袋4-25-10 

特別養護老人ホーム養浩荘 顔みて食べよう会 交
平成28年10月21日（金）11:30～13:00
平成28年11月18日（金）11:30～13:00

03-3971-6541 いけよんの郷3階 食堂 171-0014 豊島区池袋4-25-10

養浩荘高齢者在宅サービスセン
ター

アートカフェ カ
平成28年10月24日（月）13:00～15:00
平成28年11月14日（月）13:00～15:00
平成28年11月28日（月）13:00～15:00

03-3971-6541 いけぶくろ茜の里 喫茶スカーレット 171-0014 豊島区池袋4-15-10

高齢者在宅サービスセンター山吹
の里

仄仄（ほのぼの）カフェ カ
平成28年10月17日（月）13:00～15:00
平成28年11月21日 （月）13:00～15:00

03-3981-5067 高齢者在宅サービスセンター山吹の里 171-0033 豊島区高田3-37-17

千川の杜 らくゆうサロン千川の杜 カ
平成28年10月第2火曜日 第3土曜日
平成28年11月第2火曜日 第3土曜日

03-5917-0370 ふるさと千川 171-0043 豊島区要町3-54-9

アトリエ村 [1]ボランティアの集い[2]車いす講習会[3]アトリエ村バザー 交・市・他
[1]平成28年10月9日13時半～16時
[2]平成28年10月16日14時～16時
[3]平成28年10月30日11時～14時

03-5965-3400 [1・2]アトリエ村会議室[3]アトリエ村全体 171-0051 豊島区長崎4-23-1

デイサービス長崎いずみの郷 いずみサロン カ
平成28年10月16日 14:00～16:00
平成28年11月20日 14:00～16:00

03-5917-6217 デイサービス長崎いずみの郷 171-0051 豊島区長崎4-45-6

社会福祉法人フロンティア
西部地域包括支援センター

寸劇で楽しく学ぶ認知症サポーター養成講座 市 平成28年11月20日（日） 

03-3974-0065 長崎いずみの郷 171-0051 豊島区長崎4-45-6 

風かおる里 そよかぜカフェ・ひまわり カ 平成28年8月より第2・4月曜日 12:30～14:30

03-5982-1021 そよかぜ喫茶 171-0052 豊島区南長崎6-15-6

＜板橋区＞

社会福祉法人 小茂根の郷 地域高齢者の消費生活トラブル防止対策！～高齢者見守り人材向け出前講座～ 養 平成28年10月30日(日)10時00分～11時00分

03-3959-7421 社会福祉法人小茂根の郷 こもね在宅サービスセンター ひまわり教室 173-0037 板橋区小茂根4-11-11

社会福祉法人至誠学舎東京
みどりの苑

前野町5丁目町会合同防災訓練 災 平成28年10月6日（木）10:30～12:30

03-5994-5925 社会福祉法人至誠学舎東京みどりの苑中庭 174-0063 板橋区前野町5-9-3

社会福祉法人至誠学舎東京
みどりの苑

グリーンカフェ カ 平成28年10月17日（月）10:30～12:30

03-5994-5925 社会福祉法人至誠学舎東京みどりの苑1階相談室・ラウンジ 174-0063 板橋区前野町5-9-3

社会福祉法人至誠学舎東京
みどりの苑

介護者サロン 市・養 平成28年10月17日（月）13:30～15:00

03-5994-5925 社会福祉法人至誠学舎東京みどりの苑1階相談室 174-0063 板橋区前野町5-9-3

社会福祉法人みそのか福祉会
特別養護老人ホーム
ケアタウン成増

災害時応援協定者合同防災訓練 災 平成28年11月24日（木）10時30分～12時00分

03-3939-0763 ケアタウン成増 175-0094 板橋区成増4-14-18

社会福祉法人フロンティア 障害者支援施設いけぶくろ茜の里

顕在化する子供の貧困対策である学習支援事業所に法人の障害者施設茜の里で製造したパンを無償提供します。

高齢者総合センター圏域在住の65歳以上の高齢者を対象に、月1回の食事会を開催し、高齢者の閉じこもり予防、栄養改善、社会的交流を目的とした「集う場」として、当事業部のPR、地域の困りごとやニーズ
を聞く機会とする。

いけぶくろ茜の里

地域住民、高齢者、障碍者等のあらゆる地域の方々が集まり、職員による演奏や悩みごと相談の交流を通じて、地域との繋がりの土台をつくる場とする。

どんな方でも大歓迎！ご近所の人と井戸端会議でほのぼのとした時間を過ごしましょう！

地域の高齢者やそのご家族様が、集うカフェです。おいしいコーヒーでも飲みながら、楽しく歓談しましょう。

専属ボランティア団体（らくゆうサロン）

地域の方及びボランティアさん向けに高齢者見守り人材向け講座を企画。消費生活トラブル防止を学びます。

・東京都消費生活総合センター活動推進課協働連携事業担当 ・（公社）全国消費生活相談員協会

当法人と前野町5丁目町会が防災協定に基づき、合同にて災害時炊き出し訓練を実施します。

前野町5丁目町会

[1]年2回開催の現役ボランティアと興味のある方どなたでも参加できる交流会 [2]地域の方々を対象とした車いす講習会座学と街へ出ての体験自操

地域の方々が自由に集まれる交流の場です！お茶を飲みながら過ごしましょう！

社会福祉法人フロンティア 長崎いずみの郷

寸劇で認知症について楽しく学べるクイズを盛り込んだ、認知症サポーター養成講座を開催します。

認知症の方やその家族・地域の方達がお互いに情報交換をしながら自由に楽しく交流できる場所です。

「高齢者をねらう悪質商法と手口、被害発見のポイントと対応」についての講演及び交流会を開催します。

東京都消費生活総合センター

みどりの苑常勤医師による講演会「腸内フローラ～便秘なんて怖くない～」を開催します。

災害時応援協定を結んでいる同一町会の3施設と、町会の皆様4者合同の訓練を年1回行っています。

・成増第一町会 ・社会福祉法人翠生会 特別養護老人ホーム音羽台レジデンス ・社会福祉法人紫水会 特別養護老人ホームオーネスト成増
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＜練馬区＞

第二光陽苑 第二光陽苑 秋まつり 他 平成28年10月30日（日）～15時00分

03-5991-9917 第二光陽苑 177-0051 練馬区関町北5-7-2

光陽苑 喫茶 陽だまり 他
平成28年10月15日（土）13:30～15:30
平成28年11月12日（土）13:30～15:30

03-3923-5264 光陽苑 1階レストラン 178-0065 練馬区西大泉5-21-2

東京福祉会練馬高松園 まつぼっくりサロン 交 平成28年10月23日(日）13:00～15:00

03-3926-7871 練馬高松園 179-0075 練馬区高松2-9-3

練馬キングス・ガーデン 家族介護者教室「負担の少ない介護技術講習」 市 平成28年10月22日（土）13時30分～15時30分

03-5399-2201 練馬キングス・ガーデン 179-0085 練馬区早宮2-10-22

＜武蔵野市＞

サンヴァリエ桜堤自治会(UR団地
自治会)

よりあい食堂かよう(コミュニティ食堂) 交・カ 平成28年10月1日(土)～11月30日(水) 毎週火曜日11:00～14:00

0422-36-5122 サンヴァリエ桜堤(UR団地)中央集会所 180-0021 武蔵野市桜堤1-3

武蔵野市桜堤ケアハウス 介護と福祉の地域広場 市・他 平成28年11月3日(木・祝) 10時00分～13時30分

0422-36-5122 武蔵野市桜堤ケアハウス 180-0021 武蔵野市桜堤1-9-9

社会福祉法人とらいふ
「ぐっどういる境南」

ぐっどういる境南まつり「いきいき相談会」 市 平成28年10月10日（月）11時30分～14時30分

0422-32-6608 ぐっどういる境南 180-0023 武蔵野市境南町3-25-4

＜三鷹市＞

恵比寿苑 介護食ってどんなもの～高齢者向けの食事を食べてみよう～ 市 平成28年11月20日（日）10:00～11:30

0422-48-5577 恵比寿苑 181-0002 三鷹市牟礼1-9-20

＜調布市＞

調布市国領高齢者在宅サービスセ
ンター

だれでもカフェ カ
（１）平成28年10月23日（日）12時
（２）平成28年11月5日（土）10時

042-481-7711
（１）調布ゆうあい福祉公社
（２）ぷちぽあん

（１）182-0022
（２）182-0004

（１）調布市国領町3-8-1
（２）調布市入間町3-22-5

＜府中市＞

社会福祉法人多摩同胞会緑苑 緑苑安心シニア塾 市 平成28年10/13,10/27,11/10,11/24(木)10:30～

042-367-8801 社会福祉法人多摩同胞会 緑苑 183-0006 府中市緑町1-39-3

社会福祉法人多摩同胞会 しらとり学習サポートサロン 学 10/17,10/24,10/31,11/7,11/14,11/21,11/28(月)午後5:30～8:30

042-367-8801 府中市武蔵台文化センター工作室 183-0042 府中市武蔵台2-2

＜国立市＞

くにたち苑 くにたち苑バザー 他 平成28年10月2日（日）11時～14時

042-577-3111 くにたち苑 186-0012 国立市泉3-1-6

＜小平市＞

社会福祉法人 緑友会 おれんじカフェ おがわ（認知症カフェ） カ 平成28年11月2日（水）14時00分～16時00分

042-347-6033 小川ホームデイサービスセンター食堂 187-0025 小平市小川西町2-35-2

＜東村山市＞

東村山市高齢者福祉施設連絡会 お年寄りの手作り作品展 他
平成28年10月14日（金）～10月16日（日）9時00分～18時00分
 ※10月16日については15時00分まで

042-390-3401 東村山市立中央公民館 189-0014 東村山市本町2-33-2

年に1度地域交流を目的としたバザーを開催。同時に模擬店や野菜の即売も実施。

社会福祉法人弥生会

要介護3以上の方が入所する特別養護老人ホームとデイサービス及びケアプラン作成の居宅介護支援事業所です。

「だれでもカフェ」とは、認知症の方、ご家族、専門職、だれもが参加、交流できるカフェです

安心して豊かなシニアライフを過ごすために必要な身近なテーマについてご一緒に考えましょう

認知症の方やご家族、地域の方に来ていただき、皆さんでゲーム、体操をしたり、お菓子作りをしたりする交流の場

高齢者福祉施設と在宅のお年寄りの手作り作品を展示し、市民に高齢者福祉施設活動の一端を理解してもらう。

近隣地域の住民に当施設に足を運んでもらう中で、介護や福祉の情報、知恵を入手できる企画。

お祭り（イベント）に来場した介護者家族を対象に、いきいきと生活するための相談会を実施する。

武蔵野赤十字在宅介護・地域包括支援センター

高齢者と地域住民の交流を目的として、練馬高松園秋祭りを開催

光陽苑・陽だまり会

寝返り・起き上がり・立ち上がり動作の介助法など、負担の少ない介助のこつ《技》を教えます。

練馬区からの受託事業。

団地自治会・住民主体のコミュニティ食堂(団地の高齢者等が対象)を、当施設が後方支援して毎週火曜日に実施。

中学生及び高校生、一緒に勉強しながら仲間になろう。

第18回目となる「秋まつり」を開催。ウィンド・アンサンブルや踊りの実演など、模擬店も用意しています。ぜひお越しください。

地域開放型の喫茶店を行っています。コーヒー・紅茶・お菓子等を取り揃えています。皆様の交流の場としてお使いください。
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白十字ホームフリーマーケット実
行委員会

第4回八国山フリーマーケット 他 平成28年10月23日（日）10時00分～15時00分

042-392-1375 白十字ホーム 189-0021 東村山市諏訪町2-26-1

東村山市内社会福祉法人連絡会
地域住民とふれあい 社会福祉法人を知ってもらおう！
（[1]社会福祉法人連絡会紹介パネル [2]法人施設・事業所を市民に公開
オープン [3]市民に向けた例年イベントで参加 [4]新たな市民向け事業）

他
[1]10月26日（水）9時～11月1日（火）12時まで（土日は除く）
[2]・[3]・[4]は概ね10月～11月末の予定

042-394-6333 いきいきプラザ1Fホール

＜立川市＞

社会福祉法人 至誠学舎立川
至誠ホーム

至誠キートスホーム ボランティア養成講座 養
（１）平成28年11月 2日（水）10時00分～12時00分
（２）平成28年11月 9日（水）10時00分～12時00分
（３）平成28年11月16日（水）10時00分～12時00分

042-538-2323 至誠キートスホーム 190-0002 立川市幸町4-14-1

社会福祉法人恵比寿会 第3回 フェローホームズ秋まつり 他 平成28年10月29日（土）10時00分～15時00分

042-523-7601 フェローホームズ駐車場 190-0013 立川市富士見町2-36-43

砂川園 福祉祭 他 平成28年10月22日（土） 10時00分～14時00分

042-537-3351 砂川園 190-0032 立川市上砂町5-76-4

＜日の出町＞

栄光の杜・藤香苑・
ひのでホーム

食 de つながれ ひろがれ 日の出町の輪（仮称） 交・他 平成28年11月5日～6日

042-597-2021 日の出町町民グラウンド 190-0182 西多摩郡日の出町平井2777

特別養護老人ホーム
第3サンシャインビラ

地域ボランティア交流会 交 平成28年11月30日（水）14時00分～15時30分

042-597-5515 特別養護老人ホーム 第3サンシャインビラ 190-0182 西多摩郡日の出町2368-5

＜日野市＞

高齢者福祉総合施設
マザアス日野

あったカフェ カ
（１）平成28年10月5日（水）10時～16時
（２）平成28年10月12日（水）10時～16時
（３）平成28年10月19日（水）10時～16時

042-582-1661 あったカフェ 191-0001 日野市栄町2-17-1

社会福祉法人マザアス日野 配食サービス 他 お問い合わせください

042-582-1675 社会福法人マザアス日野 191-0024 日野市万願寺1-16-1

日野市地域包括支援センター
多摩川苑

「たまカフェ」（コミュニティカフェ） カ 平成28年11月26日

042-582-1707 特別養護老人ホーム マザアス日野 1階 191-0024 日野市万願寺1丁目16の1

あさかわ祭り実行委員会 第14回あさかわ祭り 他 平成28年10月16日（日）10時00分 ～14時30分

042-593-1165 浅川苑 191-0031 日野市高幡864-4

浅川苑 夕食お届けサービス試食会 交 28年11月6日(日）12:00～13:30

042-593-5585 浅川苑サービスセンター 191-0031 日野市高幡864-4

＜八王子市＞

偕楽園ホーム・多摩特養老人
ホーム・ファミリーマイホーム

八王子介護フェア 他 平成28年11月12日（土）10時00分～14時30分

042-691-2830 八王子市加住市民センター 192-0004 八王子市加住町1丁目338

養護老人ホーム竹の里 福祉授業開催 学
（１）平成28年9月30日
（２）10月11日・13日・17日9時30分～10時30分・10時20分～11時10分

042-654-4046
（１）八王子市立陶鎔小学校
（２）養護老人ホーム竹の里

（１）193-0802
（２）193-0802

（１）八王子市犬目町56
（２）八王子市犬目町560

地域住民参加型のイベントとして、「お年寄り疑似体験や福祉講座・福祉機器の展示」などの専門的なコーナーから、「模擬店や手作り体験の出店」まで、子どもからお年寄りまで幅広い方々の交流イベントです。

八王子市福祉部高齢者いきいき課　八王子市社会福祉協議会地域福祉推進拠点 石川　高齢者あんしん相談センター左入　滝山会

市から配食サービスを受託して、365日休みなく一人暮らしの高齢者や、日中一人の高齢者に配食しています。 

地域の方々に認知症に対する関心及び正しい理解を深め、そのことを通じて地域の方々同士で交流ができるカフェを開催します。

施設への理解と入所者と地域住民との交流を目的に開催。 屋台とバザーの収益は毎年被災地の特養に送ります。

小学生に向けた福祉授業開催(5年生）高齢者をもっと知ろう！

養護老人ホーム竹の里・陶鎔小学校・小松原園・地域包括支援センター川口・八王子社会福祉協議会

社会福祉法人ほうえい会 特別養護老人ホーム 栄光の杜・社会福祉法人道心会 特別養護老人ホーム 藤香苑・社会福祉法人芳洋会 特別養護老人ホーム ひのでホーム・日の出町産業まつり実行委員会（日の出町産業
観光課商工観光係）

日頃お世話になっているボランティアさん同士、ボランティアさんと職員でお茶を飲みながら交流を深める。

「あったカフェ」は認知症の当事者やご家族、地域の方、専門職など、誰もがゆったりと過ごせる場所です。

入居者様 ご家族、地域の皆様が一堂に会して楽しく交流しながら高齢者事業を理解していただく機会とする。

特別養護老人ホーム フェローホームズ仲間の家 フェローホームズ森の家 フェローデイサービスセンター フェローホームムズヘルプサービス ヴィラ・フェローホームズ

砂川園では、「和」「絆」「想」を通して、地域の方々に施設を身近に感じて頂けるよう取り組んでいます。

産業まつりで栄光の杜・藤香苑・ひのでホームが本場のフォーや焼立てパンなどを販売し地域の方とつながります！

浅川苑サービスセンター、ケアマネジメントセンター浅川苑、日野市地域包括支援センターあさかわと共催になります。

地域で生活している高齢者の方へ浅川苑で調理した夕食をお届けするサービスを通常1食500円ですが今回は300円で試食することができます。参加にはお申し込みが必要となります。お電話にてお申込みくださ
い。お申込み期間は10月1日9:00～14日17:30までとなります。

社会福祉法人 山鳩会（なごみの里、みどりの森、愛の園、あきつの園） 地域住民（実行委員として）

[1]は法人紹介（事業所・施設の内容や活動の紹介）を1枚のパネル毎に、27パネルを展示し紹介する。また、連絡会のリーフレットを作成し、市民に配布する。
[2]は、施設・事業所を市民に公開・紹介する。[3][4]は、内容は未定。

 ボランティアに関心ある一般市民を対象に、活動内容の紹介、活動体験を行います。 

立川市社会福祉協議会 東大和市社会福祉協議会 小平市社会福祉協議会　国分寺市社会福祉協議会 武蔵村山市社会福祉協議会

住民の多世代交流の場として、フリーマーケット・演奏会等を催し、安心して暮らせる町づくりに寄与します。
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浅川ホーム・清明園 もみじ祭り 交 平成28年11月10日（木）

042-661-1513 浅川ホーム 清明園 193-0841 八王子市裏高尾町957

＜町田市＞

社会福祉法人芙蓉会 フラダンス・音楽会 交
（１）平成28年10月4日（火）10:00～12:00
（２）平成28年10月12日（水）13:30～15:30
（３）平成28年10月26日（水）13:30～15:30

042-796-2736 ～ほっとステ－ション～ながれぼし 194-0003 町田市小川6-1-11

特別養護老人ホーム 友愛荘 ゆうあい広場 交・市 平成28年10月5日（水）14:30～16:30

042-793-7530 特別養護老人ホーム 友愛荘  1階 食堂 194-0203 町田市図師町989

特別養護老人ホーム杏林荘 杏の里秋まつり 交 平成28年10月22日（土）13時00分～16時00分

042-774-6606 特別養護老人ホーム杏林荘 194-0211 町田市相原町2017-1

社会福祉法人賛育会 清風園 にこにこ食堂（こども食堂） 交・他
（１）平成28年10月6日（木）17時00分～19時00分
（２）平成28 年10月20日（木）17時 00分 ～19時00分
（３）平成28年11月3日（木）17 時00 分 ～19 時00分

042-735-3000 清風園 195-0072 町田市金井7丁目17番13号

＜昭島市＞

地域活動「げんき食」実行委員会 「げんき食」健康フェスティバル2016 市 平成28年9月24日（土）10時00分～15時00分

042-541-3100 松原町高齢者福祉センター 196-0003 昭島市松原町1-13-3

栄養ケアステーション愛全園 楽夢食 交・市 平成28年12月3日（土）14時00分～16時30分

042-541-3100 昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園 196-0014 昭島市田中町2-25-3

社会福祉法人 同胞互助会 納涼祭 他 平成28年8月27日（土）18時00分～20時00分

042-541-1236 法人玄関前 ロータリー 196-0014 昭島市田中町2-25-3

社会福祉法人 同胞互助会 文化祭・愛全フォーラム 市・他 平成28年11月3日（木）10時30分～15時00分

042-541-1236 偕生園、高齢者在宅サービスセンター愛全園 196-0014 昭島市田中町2-25-3

社会福祉法人 同胞互助会 昭島NST（栄養サポートチーム） 市 平成28年10月に開催予定  （年4回）

042-541-3100 高齢者在宅サービスセンター愛全園 196-0014 昭島市田中町2-25-3

＜福生市＞

第2サンシャインビラ 認知症カフェ カ 平成28年10月9日（日） 11:00～15:00

042-553-3701 第2サンシャインビラ 1階食堂 197-0011 福生市福生3244-10

＜あきる野市＞

特別養護老人ホーム 麦久保園 介護の日懇親会 交 平成28年11月11日（金）18時30分～20時30分まで

042-550-2201 麦久保園食堂兼多目的ホール 197-0802 あきる野市草花2219番地

社会福祉法人秋川あすなろ会
あすなろみんなの家

ふれあいお茶飲み会 交 平成28年10月12日（水） 11:30～14:00

042-558-2688 あすなろみんなの家 197-0811 あきる野市原小宮2-6-3

社会福祉法人秋川あすなろ会
あすなろみんなの家

開設25周年記念事業（仮称） 他 平成28年11月27日（日）10:00～16:00

042-558-2688 あすなろみんなの家 197-0811 あきる野市原小宮2-6-3

社会福祉法人さくらぎ会
特別養護老人ホームこもれびの郷

防災訓練

042-550-3030 こもれびの郷駐車場 197-0825 あきる野市雨間385-2

介護の日に合わせ近隣住民の方と介護や地域のニーズに関する情報交換を懇親会形式で開催し社会資源としての施設機能の活用を図る。

原小宮地区の皆さんと“笑って、歌って、元気よく”健康長寿を願い、楽しいひと時を過ごしたいと思います。

利用者の作品展示販売、クラブ活動発表、模擬店等を通して、地域の方々との交流を楽しみ、また、フォーラムでは法人全体の職員が協力し、地域の方々を対象とした介護体験や勉強会、相談会を催します。

食べることは高齢者が生活する原点と捉え、地域の他職種が連携し、在宅の高齢者の栄養をサポートし、健康維持を支援していく活動です。

原小宮ふれあい福祉委員会・原小宮町内会

毎年恒例の地域公開行事「おばあちゃんのお店屋さん」等で、地域の皆さんのお越しをお待ちしています。

大規模災害に備え、地域と施設が協力して難局に備える

あきる野市みどりの星自治会

昭島市歯科医師会、昭島市老人クラブ連合会、地域ボランティア

医療、栄養、介護支援を目的に、ワンポイント健康講座、料理実習を行い、地域住民の健康維持を支援していきます。（年3回）

盆踊りやゲーム、模擬店、アトラクションなど小さなお子様からお年寄りまでどなたも楽しめる、夏の夜の地域の風物詩となっています。

施設のお祭りを地域住民と協力して開催し、地域との交流の機会とします

地域の子供を対象に、月2回併設グループホーム高齢者と夕食を食べたり、ボランティアの学習支援を受ける。

にこにこ清風食堂事務局・ボランティアグループ

地域の方と一緒に実行委員会を作り、今年は、「元気で生き生き過ごすために知っておきたい事」をテーマに楽しい学習会を開催します。

地域の方と職員が共に学ぶ「公開研修会」の実績を踏まえ、施設行事「文化祭」で認知症カフェを実施します。

～ほっとステ－ション～ながれぼしは地域の方がどなたでも気軽に集える場所となっています。イベントは地域の方が主体となりもりあげてくれます。

ゆうあい広場では、旬の食材を使った高齢者のための食事について講習会と実演調理、試食会をおこないます。

・地域の皆様やご家族様を招待　・模擬店や野点を楽しんで頂く　・お楽しみの部にて、障害者支援施設のご利用者による人形劇と歌の披露　・ご利用者によるクラブ発表



平成２８年９月２８日現在
東社協　東京都高齢者福祉施設協議会

＜青梅市＞

やすらぎの家 災害時事業継続計画BCPからBCCPへ 災 平成28年6月5日～H29年3月31日10:00～17:00

0428-23-7020 特別養護老人ホームやすらぎの家 198-0015 青梅市吹上88番地

＜東久留米市＞

社会福祉法人三育ライフ
東京事業所

シャローム祭 交 平成28年11月6日（日）10時00分～15時00分

042-467-1561 シャローム東久留米 203-0023 東久留米市南沢5-18-36

東久留米市介護サービス事業者協
議会

- 他
（１）平成28年11月10日（木）14時00分～17時30分
（２）平成28年11月11日（金）9時00分～17時30分

042-460-8151 東久留米イオンモール2F イオンホール 203-0023 東久留米市南沢5-17-62

社会福祉法人 竹恵会 特別養護老
人ホーム けんちの里

文化祭 交 平成28年11月6日（日）11時00分から16時00分

042-472-0657 けんちの里 203-0043 東久留米市下里4-2-50

＜多摩市＞

愛生苑 あいくるーbande 交・カ・市・他
（１）平成28年9月3日
（２）平成28年10月22日
（３）平成28年11月19日

042-376-3555 愛生苑 206-0001 多摩市和田1547 愛生苑

＜武蔵村山市＞

むさし村山苑 保育園児との交流会 交
（１）平成28年9月26日（月）10時30分～11時30分
（２）平成28年10月17日（月）10時30分～11時30分
（３）平成28年11月7日（月）10時30分～11時30分

042-590-0070 （１）（２）（３）むさし村山苑 つどいの間 208-0011 武蔵村山市学園2-37-5

武蔵村山市南部地域包括支援セン
ター

むさし村山苑 なんぶーサロン カ
（１）平成28年9月16日（金）14時～15時
（２）平成28年10月21日（金）14時～15時
（３）平成28年11月18日（金）14時～15時

042-590-0070 むさし村山苑 つどいの間 208-0011 武蔵村山市学園2-37-5

伊奈平苑 地域高齢者との食事会とミニコンサートの集い 交・カ 平成28年10月22日(土) 12時20分～15時00分

042-560-3916 伊奈平苑1階ホール 208-0023 武蔵村山市伊奈平6-14-2

＜檜原村＞

桧原サナホーム 各地域サロンへの体操教室出張講座 市
（１）平成28年10月
（２）平成28年11月

042-598-1101 地域コミュニティーセンター - -

桧原サナホーム 地域交流会（カラオケ・映画会） 交 平成28年11月

042-598-1101 桧原サナホーム

各地区老人会

地域で開催されているサロンへ講師（要介護予防運動スペシャリスト）取得者を派遣し体操指導を行う

保育園児達と入居者の交流会

みらい保育園

歌や脳トレで皆さんと楽しく交流できるサロンです。お子さんからシニアまでどなたでもご参加いただけます！

地域にお住まいの高齢者の方々を地元老ん人クラブを通じて施設へ招待し、食事会、保健師等による介護予防の講話、プロの音楽家による歌と楽器演奏のミニコンサートを開催し、地域交流と介護予防啓発を図ります。

東久留米市内（居宅介護支援事業所、ホームヘルプ部会、訪問看護部会、通所介護（デイサービス部会）、福祉用具販売事業所、施設部会、ケアマネ連絡協議会、配食サービス）

高齢者・保育園児・中学生等の作品展示、模擬店、大江戸ダンス、吹奏楽部演奏等の文化祭を開催します。

特別養護老人ホーム愛生苑は多摩市の閑静な住宅街に位置します。ご利用者を取り巻くすべての人が幸せになるよう、また地域にに根付く社会福祉法人を目指しています。

地域の方を招待し、共にカラオケや映画を観て楽しむ

災害時に事業継続と同時に地域生活が継続できるよう準備計画を施設と地域で共同で進める事業。

青梅市吹上自治会

施設を開放して地域の方々との交流の機会である。フリーマーケット、模擬店、喫茶、音楽イベントなど開催予定

11月11日の介護の日を広く市民の中に浸透するよう、介護保険制度の中で使えるサービスの内容のブースを設け、相談にのる。

おねがい 
 

   ①参加ご希望の場合、お申込み方法などについて、あらかじめ主催施設・団体までご連絡ください。 

   ②イベント・プログラムへの参加は、主催施設・団体がある地域にお住まいの方を 

    優先させていただく場合があります。 

   ③イベント・プログラム等の都合により、内容や開催日時の変更などを行う場合があります。 


