
ココロ�

365日24時間体制で、障害者を支援する�

名古屋市南区�

障害者のためのデイサービスセンター『ココロハウス』を運営。ゲームや音楽鑑賞、
絵本を読むといったレクリエーション、公園などへの外出、クリスマス会などの行
事を実施。時には地域のお年寄りの集まりへ利用者が出かけて、お茶出しや配
膳などの手伝いをしたり、お祭りでお神輿の行列に加わるなど地域の活動にも
参加している。またグループホーム『はらいそホーム』も運営し、365日24時間、
障害者を見守り支援している。�

障害者の週末の余暇活動を支援するボランティアグループに所属していた代
表が、在宅で生活することが難しい障害者にとっては、余暇の時間だけでなく日
常生活のすべてに支援が必要、との思いを抱き、グループホームの設立を志して
団体を設立。団体の事業所は小規模で利用者とスタッフの仲がよく、利用者は
家庭的な雰囲気の中で日 を々過ごしている。「みんな元気に楽しく生きていける
よう、活動を続けていきたい」と代表は語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員5人�
ボランティア1人�
会員30

構成人員�

募 集 中 ！ �
デイサービスとグループホームで食事をつくって
くれるボランティアを募集中（特に昼食と夕食）。
現在は職員が担当しているが、料理が得意な
人に特技を活かしてもらいたいとのこと。また「ぜ
ひ遊びに来て利用者と交流してほしい」と呼び
かけている。興味のある人、訪問希望の人などは、
まずは電話で連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2003年4月10日�
保健・医療・福祉�
－�

概要�

連絡先�

〒�

052-692-1813 月～金　10:00～16:30�
052-692-1813�
npo_kokoro@yahoo.co.jp�
http://npokkr.blogspot.com

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

457-0861 名古屋市南区明治1-2-21



御用利きと出前授業

お年寄りの困りごとを地域で解決、助け合う社会へ

名古屋市天白区

「お互いに助け合う楽しい生活」を信条に、力仕事や高い所での作業など、お年
寄り(利用会員)の困りごとを低料金で解決したり、解決する人(登録会員)を仲介
する活動を主に行っている。利用会員は約1,400名(2011年現在)。登録会員
は50～60代の定年退職した人や子育てを終えた主婦が多い。支払いは利用
会員と登録会員の間に信頼関係ができるまではチケット制で、同団体が清算を
行うことで安心して利用することができる。

企業の第一線で活躍していた代表が退職し、「お世話になった多くの人々に恩
返しをするために第二の人生で社会貢献に挑戦しよう」という思いから団体を設
立。信頼関係を大切にするため、利用会員と登録会員の双方を登録制にしてい
る。利用会員が体力の衰えから自力で解決できず、家族にも頼れない困りごとを
地域の力で解決し、また登録会員に社会貢献をしながら働く場を提供する「雇用
の創出ができる事業系NPO」を目指している。

●活動内容

●活動の背景、活動への思い

職員9人
ボランティア4人
会員1,420

構成人員

募 集 中 ！
登録会員を募集中。特に庭木剪定や草取りが
できる人材が不足している。また、代表は高齢
者の生活支援に最適なNPOの起業などを指
導する傍ら、県内に11の活動拠点を持つ『共
和ライフ株式会社』との協働で立ち上げた
NPO法人『生活応援隊』の顧問も務めてい
る。最寄りの拠点で活動に参加してみては。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2003年2月5日
保健・医療・福祉
社会教育、まちづくり

概要

連絡先

〒468-0037 名古屋市天白区天白町野並上大塚124

052-891-3114　平日　9:00～17:00
052-891-3135
goyoukiki@m2.dion.ne.jp
http://www.h3.dion.ne.jp/~npogoyou/

T E L
FAX
E-mail
URL



コリアンネットあいち�

在日韓国・朝鮮人(在日コリアン)を支援する�

名古屋市北区�

1. デイサービスセンターを3ヶ所で運営している。利用者は在日コリアンの人々
がほとんどである。食事はコリアンの家庭料理を用意し、レクリエーションにも
工夫を凝らしている。職員は利用者の人々に対し、自分の父母・祖父母のよ
うに接している。�

2. 在日コリアンを講師とするハングル講座を開催している。韓国だけでなく北朝
鮮の情報も受講者に提供することによって理解を広げ、元は一つであった南
と北の関係改善を願っている。�

日本で、言葉や文化の壁という問題をもつ在日コリアン1世が、高齢に伴って孤
独化してしまうことが2世の中で問題視されるようになり、食事とレクリエーション
を提供するようになったことが団体の始まりである。在日コリアンは朝鮮文化の
継承者であり、貴重な歴史の体験者であるが、このままではその文化・歴史が伝
えられなくなってしまうため、1世の歴史を次世代の子どもたちに残していくことを
目的に活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員33人�
ボランティア20人�
会員180

構成人員�

募 集 中 ！ �
1世の文化や歴史を伝えるため、学校からのイ
ベント出演依頼を募集中。特に深い理解をも
つことができる高校生に在日コリアンについて
伝え、一緒に考えたいとしている。朝鮮学校卒
業生などを中心としたボランティア『ポラムティア』
（ポラムとは朝鮮語で「生きがい」の意）が1世
の作った紙芝居などを用いて伝える。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2003年6月4日�
保健・医療・福祉�
社会教育、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

052-910-3309 月～金　8:30～17:15�
052-910-3309�
kn-aichi@oregano.ocn.ne.jp �
http://www.kn-aichi.or.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

462-0825 名古屋市北区大曽根4-6-60



『サークル・福寿草』�

「私が」入りたい介護施設を目指す�

名古屋市熱田区�

1. 誰もが介護施設の情報を手に入れられるように、介護施設の訪問調査を行い、
評価・公開を行っている。この情報は、『愛知県介護サービス情報公表センター』
のホームページで見ることができる。�

2. 少人数のスタッフと認知症の人が共同生活を行うグループホームの訪問調
査を行い、評価・情報公開を行なっている。他にも同団体は色々な活動をして
いる。詳しくは、ホームページを参照。�

1990年代初め、高齢者介護施設において、住みたい、過ごしたいと思う施設を
自分で選ぶことができない状況があった。そういった現実を憂い「自分たちの老
後は自分たちで考えよう」と、家族や両親の介護をしていた人たちが集まり団体
を設立した。「自分たちが入りたいような介護施設になってほしい」「いつでも誰
でも入れる施設を増やしたい」という思いをもって活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員50人�
ボランティア5人�
会員80

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体と一緒に活動してくれる人を募集している。
介護に関心がある人、介護の問題を一緒に考
えたい人はぜひ参加してみては。活動内容をもっ
と知りたい人は同団体まで連絡を。団体の活
動内容がわかる機関紙が送付される。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2005年1月28日�
保健・医療・福祉�
社会教育、消費者保護�

概要�

連絡先�

〒456-0032 名古屋市熱田区三本松町13-19

052-871-7400　月～金　10:00～17:00�
052-871-7406�
circle_fukujyusou@yahoo.co.jp�
http://www.geocities.jp/npo_circle_fukujyusou/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



在宅を支えるネットワーク　ほっと�

困ったことがあれば、気軽に「ほっと」へ相談�

名古屋市緑区�

主に一人暮らしの高齢者や障害者の依頼に応じ、日常生活に関わるさまざまな
サポートを行っている。各種手続きや書類作成業務の代理、日用品の買い物代行、
家庭内での重量物の移動、蛍光灯の取り換え、電気製品の修理、小修繕など
幅広く請け負う。また、庭木の手入れ・剪定・管理および指導や助言も行っている。
その他、子どもの遊びや自然観察などをテーマにしたイベントの企画・実施にも
携わる。�

「自分のためだけではなく社会との関わりをもった活動がしたい」という思いを
もった人たちが集まったことが活動を始めるきっかけに。退職後、造園の知識・
技術の職業訓練を受けた仲間が中心となって、NPO法人を設立した。「活動を
通じて喜んでもらえるのが生きがい」と、高齢者や障害者、子どもたちが地域で
安心して暮らせるように、ささいな困り事でも手助けするよう心掛けている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員0人�
ボランティア5人�
会員20

構成人員�

募 集 中 ！ �
活動範囲は、名古屋市とその周辺部まで。ちょっ
とした困りごとがあれば連絡してみては。なお、
有償ボランティアの代金は個別の事情に応じ
ているので、相談を。また、「会員になってあな
たの力を活かしてほしい」と、大工や庭仕事の
技術をもった人や、障害者のガイドヘルプの経
験のある人を募集している。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2005年8月16日�
保健・医療・福祉�
社会教育、まちづくり�

概要�

連絡先�

〒�

052-878-1433 月～土　8:00～21:00�
052-878-1433�
npohot@re.commufa.jp�
－�

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

458-0804 名古屋市緑区亀が洞2-1324



シーン・ボイスガイド�

視覚障がい者も映画が楽しめるよう、音声でガイド�

名古屋市瑞穂区�

視覚障がい者にも映画を楽しんでもらえるよう、映画の流れに沿って必要な情報
を音声で伝える「シーン・ボイスガイド」を各種イベントで実施。台本制作や練習
などを2～3ヶ月かけて準備し、録音ではなく生の音声でガイドを行う。イベントの
際は、駅や自宅から会場まで視覚障がい者にボランティアが同行する（要申込）。
また、『シーン・ボイスガイド養成講座』を開催。ガイドの基礎をはじめ、視覚障が
い者のサポート方法などを学ぶ。�

代表が視覚障がい者の友人と交流する中で、ガイドがあればより楽しめる、との
思いを抱き、個人で映画のボイスガイドを開始。当初は一人での活動だったが、
全国でも類を見ない活動であることから「ぜひ広げてほしい」との声があがり、第
1回養成講座を開講。1期生の修了とともに前身の『視覚障碍者の情報環境を
考える会』を設立した。視覚障がいをはじめあらゆる障がいをもつ人も豊かな生
活を送れる「オールバリアフリー」の社会を目指し活動中。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員0人�
ボランティア40人�
会員18

構成人員�

募 集 中 ！ �
『シーン・ボイスガイド養成講座』の参加者を
募集中。同団体で映画のガイドや会場までの
同行などの活動に携わるためには、講座の受
講が必須となる。期間は毎年4月から1年間、
全24回。「講座に参加することで視覚障がい
者の支援をする上で必要なことをまず学び、共
に活動に携わってほしい」と呼びかけている。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2011年5月24日�
保健・医療・福祉�
学術・文化・芸術・スポーツ、�
人権擁護・平和推進�

概要�

連絡先�

〒�

090-9262-2893 常時�
052-835-0641�
－�
－�

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

467-0055 名古屋市瑞穂区中根町5-15-1



しらとり

障がいが重くても、楽しい生活が送れるように

名古屋市熱田区

知的障がい者を主な対象とする『生活介護事業所しらとり』を運営。「重い障が
いをもっていても楽しく生活を送り、みんなが仲良くがんばる」をモットーに、生産活
動や創作活動の機会を提供している。さをり織や有松絞りの自主製品制作もそ
のひとつで、月2回開催するバザーでは、販売も利用者が行う。また、ヨガ教室に
通ったり、手話合唱団を結成したり、地域イベントや絵画展に参加するなど、施設
の外に目を向けた活動にも積極的だ。

1987年、熱田区『手をつなぐ育成会』の会員宅に開設した『小規模作業所しら
とり』が前身。知的障がいと身体障がいを併せもつなど重複障がい者が多く在籍
していたことから、2007年に自立支援法のもとで生活介護事業所として新たに
スタート。現在、20～40代の障がい者が在籍。利用者が将来、保護者が亡くなっ
ても自立した日常・社会生活が営めるよう、福祉サービスのみならず、地域の保健
や医療とも連携した総合的な支援に努めている。

●活動内容

●活動の背景、活動への思い

職員7人
ボランティア1人
会員17

構成人員

募 集 中 ！
家庭で不要になった新・中古品を大募集。「書
籍・コミック、洋服、雑貨など、無償で提供いただ
けるものならなんでも歓迎」とのこと。回収の相
談にも応じる。提供された日用雑貨品は、月2回
開催する『しらとりバザー』で販売。収益はバザー
運営費や利用者の給与として使われる。バザー
の日時はホームページを参照のこと。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2007年1月25日
保健・医療・福祉
学術・文化・芸術・スポーツ、

概要

連絡先

〒

052-683-6080　平日　9:00～17:00
052-683-6080
shiratori-99.4.8@r9.dion.ne.jp
http://www.h6.dion.ne.jp/~siratori/

T E L
FAX
E-mail
URL

456-0027 名古屋市熱田区旗屋1-8-4



�
すけっとファミリー�

地域で安心して暮らすためお互い様の精神で助け合う�

名古屋市瑞穂区�

高齢者を対象に、生活支援や身体介護など居宅介護サービスを提供。ケアプラ
ンセンターも設け、介護サービス計画の作成も行う。瑞穂区に2つのデイサービ
ス（通所施設）を設け、健康体操など介護予防に力を入れている。また、社会参
加を目指す女性を対象に家事・子育て支援や、障害者を対象に家事支援や移
動のサポートも行う。季節ごとに春まつりや夏まつりを開催し、同団体と地域住
民が交流できる場をつくっている。�

買い物や家事がこなせず困っていた高齢者専用マンションに住む人々に対して
生活支援をするため、1993年に団体を設立。当時は行政が介護サービスをして
いた時代であり、高齢者自身がサービス内容を選択することはできなかった。そん
な中、行政のサービス以外に高齢者が選べる選択肢の1つになることができれば、
との思いから団体を設立。自分が住む地域でいつまでも安心して暮らしていける
よう「お互い様の精神」のもと活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員80人�
ボランティア30人�
会員165

構成人員�

募 集 中 ！ �
『わくわくみずほまつり』を存続するための寄付
金を募集中。このお祭りは、瑞穂区で活動して
いるNPOやボランティアグループ、地域住民の
有志が協働して、毎年1回開催している。模擬
店やフリーマーケット、よさこい踊りのステージな
どの催しが用意され、地域住民とNPO、ボラン
ティアグループがつながるきっかけとなっている。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2000年11月9日�
保健・医療・福祉�
まちづくり、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通2-30‐3

052-861-6047　平日　9:00～17:00�
052-861-6048�
suketto-family@mtf.biglobe.ne.jp�
http://www.sketto.npo-jp.net/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



スマイル�

精神障害者が特技を活かせる居心地のよい場所�

名古屋市北区�

精神障害者の作業所『どんぐりの家』を運営。菓子の袋詰めなどの内職作業や、
革製品などの自主製品の製作販売を行っている。「当たり前の自分を取り戻す
ためのリハビリ」の場として、作業以外の時間も大切にしており、お花見やクリス
マス会など行事の開催や、料理実習、ボランティア講師による園芸やパソコンな
どの教室も開催。利用者と一緒に他の施設で楽器演奏などボランティア活動に
取り組んだり、地域のイベントにも積極的に参加している。�

精神障害者の家族が学び、交流する『家族教室』に参加していた人々で結成さ
れた家族会『北地域家族会(通称・どんぐり会)』を前身とする。家にこもるのでは
なく、就職するための訓練を目的に作業所を立ち上げた。地域とのつながりを大
切にし、精神障害に対する理解を社会に広げると同時に、障害者本人がさまざ
まなことに取り組む機会を提供し、それぞれが特技を活かせる居心地のよい場を
つくりたいという思いで活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員3人�
ボランティア8人�
会員27

構成人員�

募 集 中 ！ �
会員を募集中。活動に関心のある人はぜひ。「当
団体での活動のみではなく、北区の精神保健
福祉ボランティアグループ『かけはし』に参加す
るなど、広く精神障害者を支えてほしい」と所長。
「市民も支援ネットワークの一員となり、精神障
害者が住みやすい地域にしたい」とのこと。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2007年3月23日�
保健・医療・福祉�
まちづくり、職業能力・雇用機会�

概要�

連絡先�

〒�

052-917-5580 平日　9:00～17:00�
052-917-5580�
smile_donguri@ybb.ne.jp�
http://itnetnagoya.sakura.ne.jp/volu/donguri/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

462-0059 名古屋市北区駒止町1-121�
サン駒止ビル205



生活支援サイン

赤ちゃんや認知症の人と手話でコミュニケーション

名古屋市千種区

『よちよち手話』『シニアサイン』の普及と講師養成を目的に活動。『よちよち手
話』は日本の手話を基に、グーとパーだけで赤ちゃんと意思疎通を図る手話。その
『よちよち手話』に高齢者が使う言葉を追加し、耳が遠くなったり、認知症などで
言葉を上手に扱えなくなった人とコミュニケーションをとる手話が『シニアサイン』
だ。赤ちゃんや高齢者にも理解できる手話なので覚えるのも簡単。講座で学べる
他、挿絵入りの解説本も出版している。

手話のすそ野を広げ、ろう者に優しい社会をつくりたい。手話通訳をしてきた近藤
代表のそんな思いからスタート。活動を続ける中で、同団体の手話は認知症や失
語症の人にも有効なコミュニケーション手段であることがわかり、全国に広がりは
じめている。「ろう者のおばあちゃんと孫が『よちよち手話』で会話をするようになっ
た」「気難しくなったおじいちゃんが『シニアサイン』で心を開くようになった」など、
そのエピソードは枚挙にいとまがない。

●活動内容

●活動の背景、活動への思い

職員10人
ボランティア50人
会員49

構成人員

募 集 中 ！
『シニアサイン講座』は誰でも受講可能。高齢
者や介護に関わる人ばかりでなく、失語症や認
知症、自閉症などコミュニケーションが苦手な人
とのコミュニケーション手段としても有効。『シニ
アサイン講座』は毎月第1・3火曜10時半～11
時半、高見コミュニティーセンター（千種区）に
て開催。詳しくは問い合わせを。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2006年11月10日
保健・医療・福祉
子どもの健全育成

概要

連絡先

〒

052-762-3349　平日　9:00～17:00
052-762-3349
baby-si@xj.commufa.jp
http://www.wa.commufa.jp/~lifesign/

T E L
FAX
E-mail
URL

464-0073 名古屋市千種区高見1-4-14


