
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 住所 連絡先 貸出し物品 

やよいほうむ◆ 弥生町 2-42-2 5342-0820（山口･倉本） パイプイス（10脚） 

ハピネスホーム・ひな

ぎくの丘◆ 

弥生町 5-11-15 3381-1711（佐藤） シルバーカー・イス（10脚） 

流しそうめんセット 

あけぼの保育園★ 上高田 2-58-21 3385-3822（梅木） 会議室用机（10台）・イス（50脚） 

 ※施設の分類 高齢者施設◆ 障害者施設♠ 保育園★ 

施設名 住所 連絡先 

やよいほうむ◆ 弥生町 2-42-2 5342-0820（山口･倉本） 

中野区立弥生福祉作業所♠ 弥生町 4-36-15 3384-2939（奥秋） 

ハピネスホーム・ひなぎくの丘◆ 弥生町 5-11-15 3381-1711（佐藤） 

倶楽部千代田會館◆ 本町 5-10-4 3384-6203（仙波） 

おたきほうむ◆ 東中野 5-17-30 5937-2160（中村） 

小淀ホーム◆ 中央 1-18-3 3366-6511（草野） 

松が丘シニアプラザ◆ 松が丘 1-32-10 5380-5761 

中野区障害者福祉会館♠ 沼袋 2-40-18 3389-2171（安齋） 

中野友愛ホーム◆ 江古田 2-24-11 3389-5515（田村･熊谷） 

東京総合保健福祉センター江古田の森◆♠ 江古田 3-14-19 5318-3711（丸形） 

しらさぎ桜苑◆ 白鷺 1-14-8 5356-5447（白岩） 

しらさぎホーム◆  白鷺 2-51-5  3336-6511（堀内） 

中野区立かみさぎこぶし園♠ 上鷺宮 1-21-30 5241-8121（宮地） 

かみさぎホーム◆ 上鷺宮 3-17-4 3926-8443（田鹿） 

区内社会福祉施設  

社会資源情報カード一覧 （概要版） 

 社会資源情報カード一覧（概要版）とは、区内の社会福祉法人が運営している福祉施設が、地域

貢献の一環として地域の皆さんに貸し出せる物品や会議室などのスペース及び専門相談・出張講座

等施設の特色を生かした職員の協力を掲載したものです。お気軽にご相談ください。 

 
＜社会資源情報カードを利用するにあたって＞ 

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

 活用についてご不明な点があれば、下記までご連絡ください。 

 

＜発行＞ 社会福祉法人中野区社会福祉協議会 ＜問合せ＞ 5380-0751 

＜発行月＞ ２０１７(平成２９)年 １１月   ※日・祝日・第３月曜日お休み 

貸出し物品 

＜車いす＞ 

＜その他・行事物品等＞ 

※社会資源情報カードの詳細版は、中野社協 

ホームページからダウンロードできます。 

やよい 

ほうむ 

しらさぎ 

桜苑 
中野区立

弥生福祉

作業所 



 

 

 

 

 ※施設の分類 高齢者施設◆ 障害者施設♠ 保育園★ 

施設名 住所 連絡先 貸出し物品 

東中野ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ◆ 東中野 4-2-16 3368-5200（奥山） カキ氷器 

おたきほうむ◆ 東中野 5-17-30 5937-2160（中村） テント・ポータブルトイレ 

電気フライヤー・のぼり（台も含む） 

小淀ホーム◆ 中央 1-18-3 3366-6511（草野） 餅つき用きね・うす・組み立て式ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ 

中野区障害者福祉会館♠ 沼袋 2-40-18 3389-2171（安齋） ボッチャ・その他相談ください 

中野友愛ホーム◆ 江古田 2-24-11 3389-5515 

（田村･熊谷） 

歩行器・会議用テーブル（8台）・祭り用のぼ

り（ビール・焼きそば・焼き鳥など） 

東京総合保健福祉セン

ター江古田の森◆♠ 

江古田 3-14-19 5318-3711（丸形） 加湿器（大型）・ストレッチャー・ポータブ

ルトイレ・Ｔ字杖・差し込み便器 

コロニー中野♠ 

 

※平成 30年 4月より 

江原町 2-6-7に移転す

る 

鷺宮 3-18-15 

（仮移転先） 

 

3952-6166(満富) スポットクーラー・紅白幕・ゲーム用品(輪

投げ・ボールあて)・汚水用ポンプ+ホース 15

ｍ・拡声器・マイク(アンプ付)・プロジェク

ター・ハンドリフター・焼き鳥用炭火コン

ロ・テント(アルミ製アウトドア用) 

えはらハイツ♠ 江原町 3-23-2 5988-7619 

(福祉事業本部 後藤) 

災害時のトイレ・災害時の浄水器 

野方さくら保育園★ 野方 4-41-7 3387-7391(羽田) アンプ・プロジェクター・机・折りたたみイ

ス・スクリーン 

しらさぎ桜苑◆ 白鷺 1-14-8 5356-5447（白岩） プロジェクター（本部在庫）・車いす用体重

計・台車 2台（大・小）・血圧計 1～2台（腕

測定・手首測定）・ヨガマット 12枚・季節用

行事飾りなど・ミラーボール風ライト・その

他(図書コーナーの本など) 

しらさぎホーム◆ 白鷺 2-51-5  3336-6511（堀内） 組み立て式テント 1張・屋台セット 2台 

中野区立かみさぎ 

こぶし園♠ 

上鷺宮 1-21-30 5241-8121（宮地） パイプイス・会議机・テント 

かみさぎホーム◆ 上鷺宮 3-17-4 3926-8443（田鹿） ポータブルトイレなどの介護用品・発電機・

投光器・ポータブルマイク・スピーカー・会

議用イス・テーブル・プロジェクター・法

被・浴衣など行事備品 

施設名/住所/連絡先 部屋名/収容人数 

やよいほうむ◆/弥生町 2-42-2/5342-0820（山口･倉本） 相談室（6名） 

中野区立弥生福祉作業所♠/弥生町 4-36-15/3384-2939（奥秋） 食堂（60名）/会議室（10名） 

ﾊﾋﾟﾈｽﾎｰﾑ・ひなぎくの丘◆/弥生町 5-11-15/3381-1711（佐藤） 多目的スペース（40名） 

倶楽部千代田會館◆/本町 5-10-4/3384-6203（仙波） 2階フロア（10名程度） 

メイプルガーデン♠/中野 5-26-18/3387-0262（とうら） ひまわり（20名）/多目的室（20名） 

東中野キングス・ガーデン◆/東中野 4-2-16/3368-5200（奥山） 多目的ｽﾍﾟｰｽ 1（20名）/多目的ｽﾍﾟｰｽ２（70名） 

＜その他・行事物品等＞ 

貸出しスペース 

貸出し物品 

グループ

ホーム夢 
ひなぎく

の丘 

小淀 

ホーム 



 

 

 

施設名/住所/連絡先 部屋名・収容人数 

おたきほうむ◆/東中野 5-17-30/5937-2160（中村） 地域交流室（30名） 

小淀ホーム◆/中央 1-18-3/3366-6511（草野） 会議室（15名）/面談相談室（6名）/ｽﾏｲﾙﾙｰﾑ（10名） 

中野友愛ホーム グループホーム夢◆ 

新井 4-29-2 ﾎｰﾑﾀｳﾝ友愛 1F/5942-8810（菊池） 

３階畳室（10名） 

中野区障害者福祉会館♠/沼袋 2-40-18/3389-2171（安齋） 

※音楽室は(月)(水)(金)(土)は沼袋区民活動センター管理 

調理実習室（30名程度）/ｽﾎﾟｰﾂ訓練室（35名程度） 

音楽室（60名程度） 

中野友愛ホーム◆/江古田 2-24-11 

3389-5515（田村･熊谷） 

新館 会議室（12名）/本館 機能訓練室（15名） 

新館 1階デイルーム（25名） 

東京総合保健福祉センター江古田の森◆♠ 

江古田 3-14-19/5318-3711（丸形） 

地域交流スペース（50名）/1階集会室（10名） 

ベタニアホーム◆/江古田 3-15-2/3387-3388（中村） 地域交流スペース（100名） 

浄風園◆/江古田 4-19-9/3386-3751(白井) 会議室(多目的室)（50～60名） 

しらさぎ桜苑◆/白鷺 1-14-8/5356-5447（白岩） 地域交流室（10～13名）/多目的室（30名前後） 

その他(和室・相談室)（4名程） 

中野区立かみさぎこぶし園♠/上鷺宮 1-21-30 

5241-8121（宮地） 

ホール（活動室）（30名） 

かみさぎホーム◆/上鷺宮 3-17-4/3926-8443（田鹿） アクティビティホール（着席 35名） 

喫茶室（着席 20名）/相談室（着席 6名） 

 

 

 

施設名/連絡先 職種・相談・指導・講演等 

杉の子弥生♠/杉の子城山♠/杉の子丸山♠ 

杉の子大和♠/3371-5231（上西） 

社会福祉士（福祉に関する相談） 

元特別支援学校教諭（障害児に関する教育相談） 

相談員（障害者(児)に関する相談） 

中野区立弥生福祉作業所/3384-2939（奥秋） 小・中・高・大での職業体験、インターシップの受け入れ 

やよいほうむ◆/5342-0820（山口・倉本） 社会福祉士（認知症・介護保険制度について） 

介護支援専門員（認知症・介護保険制度について） 

介護職員（介護の実際について・車イス講座） 

ハピネスホーム・ひなぎくの丘◆ 

 3381-1711（佐藤） 

栄養士・調理職員（高齢者向けの食事・手軽に作れるレシピ

の紹介や料理教室）、生活相談員（介護ｻｰﾋﾞｽについての情報

提供）、施設長（看護師）（看護全般の講習会） 

中野みなみ保育園★/3384-5941（釜） 園長・主任（小・中学校へ「赤ちゃんについて」授業） 

中野区本町地域包括支援センター◆ 

 5385-3733（條） 

主任介護支援専門員・看護師・社会福祉士・介護支援専門員

（高齢者に関する出張相談・認知症サポーター養成講座等） 

盲人自立センター陽光園♠/3380-9944（伊奈） 業務執行理事（視覚障害者の日常に関する講演や視覚障害者

への手助けの方法等） 

あけぼの保育園★/3385-3822（梅木） 保育・子育て（子どもの食事・おやつ作り・子育て相談・ふ

れあい遊び・絵本） 

 ※施設の分類 高齢者施設◆ 障害者施設♠ 保育園★ 

貸出しスペース 

専門相談・出張講座等（職員派遣）・福祉教育での協力 

小淀 

ホーム 

中野区立 

かみさぎ 

こぶし園 



 

 

 

 ※施設の分類 高齢者施設◆ 障害者施設♠ 保育園★ 

施設名/連絡先 職種・相談・指導・講演等 

中野しいの木寮♠/3381-4197（柴山） ワーカー（見学対応・障害者のグループホームの説明） 

おたきほうむ◆/5937-2160（中村） 管理栄養士（食事に関すること）、看護師（健康に関すること） 

介護福祉士（介護に関すること） 

東中野キングス・ガーデン◆ 

3368-5200（奥山） 

認知症ケア専門士（認知症に関する個別相談（カフェにて）） 

キャラバン・メイト（認知症サポーター養成講座の開催） 

小淀ホーム◆/3366-6511（草野） 介護福祉士等（車いす操作・介護技術・認知症ケアに関する講座） 

介護支援専門員（介護保険制度に関する講座）、介護支援専門員

等（キャラバンメイト）（認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座） 

中野区仲町就労支援事業所♠ 

3360-1571（秋谷） 

精神保健福祉士・社会福祉士（精神障害に関する福祉教育のお手

伝い、職員・利用者の派遣など事業所での体験実習の受け入れ） 

中野区障害者福祉会館♠/3389-2171（安齋） 授業の一環としての活動参加、インターンシップの受け入れ 

中野友愛ホーム◆   

3389-5515（田村･熊谷） 

介護職員（介護技術の指導）、生活相談員（介護ｻｰﾋﾞｽﾆついての

情報提供）、管理栄養士（栄養ﾊﾞﾗﾝｽについて・食中毒予防など） 

中野友愛ホーム グループホーム夢◆ 

 5942-8810（菊池） 

管理者（グループホームの役割・現状） 

東京総合保健福祉センター江古田の森◆♠ 

5318-3711（丸形） 

ﾘﾊﾋﾞﾘ・看護職等（出張講座（19種類の健康講座等メニューあり）） 

介護職員（認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座・江古田地域包括支援センター

共催）、介護支援専門員（よろず相談） 

浄風園◆/3386-3751(白井) 施設長・生活相談員（社会福祉士）（福祉に関する相談全般(出張

可)。電話相談も受け付けます）、介護職員(リーダー・主任)（車

イスの操作、トランスの仕方、食事介助などの相談・実演） 

コロニー中野♠/3952-6166(満富) 

 

社会福祉士（障害者に関する相談・講演） 

ジョブコーチ（障害者の就労に関する相談） 

野方さくら保育園★/3387-7391(羽田) 保育士（子育ての悩み相談・わらべうた指導） 

看護師（子どもたちの健康について） 

栄養士（子どもたちの食生活と食の安全について） 

しらさぎ桜苑◆/5356-5447（白岩） 介護職・相談員（介護（車イス操作・介護技術）・介護相談など） 

ケアマネジャー・相談員（介護・認知症・介護制度・介護相談・

認知症サポーター養成講座）、看護師（介護・認知症・健康相談

など） 

しらさぎホーム◆/3336-6511（堀内） 理学療法士（健康体操等の活動）、介護福祉士（車イス操作説明・

福祉教育）、介護支援専門員（介護保険制度に関する講座・認知

症サポーター養成講座など） 

中野区立かみさぎこぶし園♠ 

5241-8121（宮地） 

支援員（障害者福祉について・車イス操作方法・医療的ケアにつ

いて） 

かみさぎホーム◆/3926-8443（田鹿） 地域包括支援センター職員（認知症サポーター養成講座） 

介護、相談員など（車イス体験講座・介護・看護相談） 

管理栄養士（高齢者の食事・栄養相談・食中毒対策など） 

専門相談・出張講座等（職員派遣）・福祉教育での協力 


