
ノッポの会�

笑顔の絶えない、明るい高齢化社会を目指して�

名古屋市西区�

ケアマネージャーが介護保険・サービスに関する手助けを行う介護支援事業所
をはじめ、在宅介護を支援するデイサービス施設、ボランティアステーションを運営。
これらを拠点に、高齢化社会への貢献を目的とした活動を展開している。特に、
高齢者の話を聞く「傾聴ボランティア」や、室温や湿度、明るさなど健康に直接
影響する高齢者の住環境を科学的に調査する「住環境調査」など、高齢者一
人ひとりにあった支援を重点に置き活動している。�

「日常の不安や小さな喜びなど、高齢者が素直に話すことを親身に聞くことで、
心が安定したり、表情がいきいきと輝いたりするんですよ」とケアマネージャーの
池田さん。「傾聴ボランティア」は、こうした現場の気づきから誕生した。このような、
高齢者一人ひとりの人間性を受け止めて寄り添う活動をはじめ、介護支援事業
の枠を超えた幅広い支援を積み重ねていくことで、笑顔で暮らせる明るい高齢
化社会の実現を目指す。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員58人�
ボランティア8人�
会員39

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体は、高齢化社会に貢献する活動にボラ
ント（自発）精神で参加できる組織。特に、高
齢者の話を聞く「傾聴ボランティア」に興味の
ある人は、ぜひ連絡を。また、機能訓練やレクリ
エーションの充実を図るため、手芸や絵手紙、
書道などの指導が得意な人や演奏、演劇、手品、
話芸など一芸をもつ人も募集中。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

1999年9月28日�
保健・医療・福祉�
地域安全、経済活動�

概要�

連絡先�

〒�

052-509-5621 平日・土　9:00～18:00�
052-509-5622�
info@noppo-no-kai.jp�
http://www.noppo-no-kai.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

452-0832 名古屋市西区平出町28



ハート・ケア・コンシェルジュ�

親子の悩みを受け付け、出会いを大切にする�

名古屋市南区�

ニート・引きこもり・被虐待経験をもつ若者とその家族をはじめ、さまざまな悩みを
もつ人々に対し、電話・ファックス・メールでの相談や、訪問カウンセリングを実施。
本人やその家族が精神障害を抱えている場合は、必要に応じて病院・施設など
を紹介する。また、薬物・犯罪経験者などに対し、墓苑の清掃など寺院修行体験
の機会を提供。参加者は、体験を通じて自分自身や人間関係を見つめ直し、心
の傷を癒すことで、自立・社会復帰・就労を目指す。�

かつて代表が薬物使用による事件を起こした若者と出会い、事件の背景にある
若者の心の傷に気づいた。そして傷が小さいうちに支援することが必要との思
いで団体を設立。本人が抱える問題と現状をそのまま受け止め、カウンセリング
や治療を通して心身を癒し、一人ひとりの夢の実現を目指している。若者を代表
らの自宅に預かる場合もあり、共に暮らすことで家族の在り方を示し、愛情をかけ
て生活する中で信頼関係を築いている。�

●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20人�
会員80

構成人員�

電話・ファックス・メール相談を実施中。「子ど
もから高齢者まで、生活する上で抱える、どんな
些細な悩みでも相談を受け付けているのでお
問い合わせを」と呼びかけている。自然の中で
のキャンプや温泉、畑づくりなど、その人にあっ
た体験ができるセラピーツアーや各種イベント
もあるので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／�

2008年3月21日�
保健・医療・福祉�
社会教育、職業能力・雇用機会�

概要�

連絡先�

〒�

052-694-1552 平日　10:00～17:00�
052-694-1505�
info@heartcare.or.jp�
http://www.heartcare.or.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

457-0851 名古屋市南区五条町3-19-9

メ ッ セ ー ジ �



バウム　カウンセリングルーム�

共同生活で引きこもりや精神障害者の自立を支援する�

名古屋市西区�

引きこもりの人たちが共同生活を通して自立できるよう支援したり、精神障害・発
達障害の人たちの生活訓練を行う自立支援寮『セカンドホーム』を3ヶ所で運営。
また、彼らが豊かな社会性を身につけられるよう、パンの製造や移動車での販売、
内職作業などの就労支援も行っている。その他、医療機関への予約・受診を手
助けしたり、引きこもり・ニートの自宅を訪問してカウンセリング相談を行うなど、幅
広く支援している。�

引きこもりやニートと、その親たちは、いろいろな相談機関へ行ってもたらい回し
になり、活路が見つからず、家庭の中では毎日追い詰められた状態にあった。国
の制度だけでは運用の幅が狭く、法律の枠外に埋もれて苦しむ人たちがいたため、
彼らに対しサポートを始めた。引きこもりの人は辛かったことを自分自身で解きほ
ぐすしかなく、スタッフは「彼らを特別扱いせず、自分で人生を決められないでいる
人の背中を押してやることが自分たちの役目」と語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員18人�
ボランティア0人�
会員10

構成人員�

募 集 中 ！ �
いろいろな人が共同で家族のように暮らすグルー
プホームの職員を募集している。ホームは24時
間体制で運営しており、福祉関係の知識・技
術や経験がなくてもよいので、根気強く、長く働
き続けてくれる人を求めている。また、就労支援
や家族関係の修復など相談を受け付けている
ので、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／�

2007年12月7日�
保健・医療・福祉�
社会教育、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

052-521-2334 月～金　9:00～21:00�
052-908‐9157�
baum@krd.biglobe.ne.jp�
－�

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

451-0015 名古屋市西区香呑町6-45　ミスズビル3F



白働塾�

みんなで助け合う地域福祉の実現を目指して�

名古屋市西区�

高齢者の日常生活のサポートを目的に、通所デイサービス『白働塾いきいき』『白
働塾私ン家』、小規模多機能型居宅介護『ナイスまいる』を運営。そのほか地
域交流の場として、手話やパッチワーク、音読などの教室や、『男性のための介
護教室』といった福祉に関する講演会・講習会も開催。事業を通じて、地域の人々
の介護に対する認識や意識を深めてもらう取り組みも行っている。�

結婚以来、西区に在住し、PTA活動など地域との関わりも深い代表が、ヘルパー
資格取得を機に「人の役に立つことがしたい」と高齢者の介護事業を始めた。
スタッフは地域のベテラン主婦が多く、利用者との温かな交流と信頼関係づくり、
その家族のサポートを大切にしている。「高齢者介護にとどまらず、ここを起点に
若い母親達の子育てネットワークができるなど、人と人のつながりが形成され、み
んなが助け合える地域になっていけば」と願っている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員22人�
ボランティア10人�
会員40

構成人員�

募 集 中 ！ �
介護スタッフを募集中。「よいサービスを提供
するには人手が必要。心根の優しい人、人のこ
とを放っておけない人に来てほしい。経験や資
格がなくても、働きながら学んでもらえればOK」
とのこと。併せて、事務スタッフも募集中。また、
手話教室、パッチワーク教室、体力増進教室を
開催しているので気軽に参加してほしいとも。
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／�

2002年2月8日�
保健・医療・福祉�
－�

概要�

連絡先�

〒�

052-561-8910 平日・土　9:00～18:00�
052-551-0215�
info@hakudojuku.jp�
http://hakudojuku.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

451-0042 名古屋市西区那古野2-11-22



花と緑と健康のまちづくりフォーラム�

植物を通して人々の健康や仲間づくりを目指す�

名古屋市港区�

仲間と一緒に植物と楽しく過ごすことで、健康増進や街の美化、人々のつながり
づくりを促す「園芸福祉」を推進。花壇づくりや野菜づくり、フラワーアレンジメン
トなどさまざまな活動に、年齢や障害の有無に関わらず、全ての人 と々共に取り
組んでいる。東日本大震災の被災地においても、仮設住宅に住む人 と々花の
植え付けイベントを実施。楽しみながら園芸を行う中で、人々の心身の健康だけ
でなく自然環境の保護にもつなげている。�

中部電力が緑を通じて地域の人 と々ふれあい、楽しんでもらうために『ブルーボ
ネット』を創設。そこで各種講座やイベントを開催していたが、高齢者や障害をも
つ人の来園が非常に多く、そのような人々のために何かしたいという思いをもった。
そんな中で「園芸福祉」と出会い、より社会に活動を広げるため団体を設立。個々
で園芸を楽しんでいる人 を々つなぎ、仲間となり、よりよいまちづくりや健康づくり
を目指して愛知県内各地で活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア0人�
会員90

構成人員�

募 集 中 ！ �
会員を募集中。会員には活動報告やイベント・講
座案内が届くため、より活動に参加しやすくなる。
特に日本園芸福祉普及協会が認定する、園芸を
安全に楽しむためのコーディネートを行う「初級
園芸福祉士」や「園芸福祉士」の資格を持って
いるが活動の場がないという人は、会員となり積
極的に活動に参加し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／�

2007年2月19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�

〒455-0028 名古屋市港区潮見町42　名古屋港ワイルド�
フラワーガーデン「ブルーボネット」内�

052-613-1187　火～日　9:30～17:00�
月が祝日の場合は翌日休み�
052-618-2071�
contact@hana-midori-kenko.org�
http://www.hana-midori-kenko.org/

T E L �
�
FAX�
E-mail�
URL



花＊花�

地域にお弁当と元気を届けます�

名古屋市千種区�

「誰もが地域でいきいきと自分らしく働き暮らすこと」を目指し、作業工房では知
的障害をもつ利用者とボランティアでお弁当やお菓子をつくり、地域で一人暮ら
しの高齢者を中心に弁当配食サービスを行う。他に、地域内で受注した軽作業や、
余暇活動を行う。また、アパレル事業として利用者の描く個性的なイラストを用
いたＴシャツなどを作成し販売。年に１度、地域の人たちとコミュニケーションを図
るためのまつりも開催している。�

知的障害児母子通園施設を卒園した障害児をもつ母親が、将来について考え
るため集まったことに始まり、準備期間を経て2005年に団体を設立。いろいろな
花があるように、一人ひとりが認められて生きていくことができるよう思いを込めて『花
＊花』と名付けた。「障害があっても社会へ貢献したい、地域の方 と々も交流し、
食を通して一人暮らしの高齢者の地域生活を豊かにしたい」という思いが活動
へと反映されている。�

●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42人�
会員182

構成人員�

募 集 中 ！ �
利用者と一緒に活動するボランティアを募集し
ている。活動内容は厨房でのお弁当・お菓子作り、
割箸袋詰め作業、自動車部品組み立て作業な
ど軽作業の手伝いや、年に１度の乗西寺（千種区）
にて行われる『花＊花ふれ愛まつり』の手伝いなど。
また、みんなで一緒に働いたり遊んだりする『花
＊花』の利用者も募集中。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2005年7月14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�

〒464-0077 名古屋市千種区神田町31-20

052-721-2585　�
月～土　9:00～17:30　第4・5土は休み�
052-721-2585�
hana_hana200504@ybb.ne.jp�
http://www.geocities.jp/hanahana200504/

T E L �
�
FAX�
E-mail�
URL



ハピネス�

「人に優しく」を信条に、困っている人々を支援�

名古屋市南区�

1. 0～6歳の子どもをもつ家庭を対象に、託児サービスを実施。託児ルームでの
預かりか、在宅でのベビーシッターを選択することが可能。病後児や時間外
保育など、利用者の要望には可能な限り応えている。�

2. 障害をもつ人や高齢者に対し、訪問介護サービスを実施。利用者の自宅を
訪問し、炊事や外出の支援などを行っている。�

3. 掃除や通院の付き添い、ペットの世話など、さまざまな内容の家事を有償ボラ
ンティアによって支援している。�

事務局長が子育てをしている中で、子どもを預けられる所がないなど、働きながら
子育てをすることが難しいと痛感していた。自身が子育てを終えたのち、「自分と
同じように困っている親がたくさんいるのでは」と思い、そのような人々の助けとな
るため代表と共に団体を設立。その後、介護の領域にも活動が広がった。「人
に優しくありたいとの思いで活動を続けている。さまざまな制約はあるが、できる
限り利用者の希望に沿っていきたい」と事務局長。�

●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0人�
会員300

構成人員�

募 集 中 ！ �
託児サービスの利用者を募集中。「子育てに
よる心身の疲れや不安は大きく、親のストレス
は子どもに悪影響を与える。ストレスを解消し、
よりよい子育てをするため、ぜひ託児サービスを
活用してほしい」と同団体。託児ルームは見学
が可能で、環境や雰囲気を見ることができる。
見学希望者は、電話にて連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2001年8月1日�
保健・医療・福祉�
子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

052-692-0008 平日　9:00～17:00�
052-692-0067�
npo-hapinesu@jupiter.ocn.ne.jp�
http://www.arkworld.co.jp/hapinesu/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

457-0862 名古屋市南区内田橋1-7-20�
ジャルダン内田橋1-B



はれとけ�

介護を必要としている人をどんな時も支え続ける�

名古屋市中区�

高齢者および障害者に対し、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事介助や入浴
介助などを行う訪問介護サービスと、適切に介護サービスを利用できるようケア
マネージャーが介護計画を作成する居宅支援を実施。また団体が所属する長者
町商店街(中区)に一人暮らしの高齢者が多いことから、商店街再興計画に福
祉の観点を取り入れることで福祉サービスの充実や街のバリアフリー化などを図り、
安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいる。�

10年間有限会社として介護事業に携わってきたが、訪問介護のみでなく「地域
の福祉に総合的に取り組みたい」との思いで団体を設立。すべての人が満足で
きる介護はないという考えから「その人を喜ばせるために何ができるか」を第一に
考えた活動を続けている。『はれとけ』とは、冠婚葬祭などの催事を意味する「晴
れ(ハレ)」と、繰り返す日常を意味する「褻(ケ)」をあわせたもの。「いい時も悪い
時も人生のすべての営みを支えていきたい」と代表は語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員25人�
ボランティア0人�
会員12

構成人員�

募 集 中 ！ �
共に長者町商店街周辺のまちづくりに携わっ
てくれる人を募集中。介護とまちづくりに関わっ
ていきたいという思いをもつ人は連絡を。また、
長者町商店街の中でまちづくりに取り組む組
織に所属して、同団体が手がける地域福祉と
の架け橋になってくれる人も歓迎。「催しにも
積極的にご参加を」とのこと。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2010年10月29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�

〒�

052-218-3344 月～金　9:00～17:00�
052-218-3347�
info@haretoke.net�
http://www.haretoke.net/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

460-0003 名古屋市中区錦2-11-25　ケービービル2F



Hands

障害をもつ人の生活に密着した支援を目指す�

名古屋市名東区�

身体・知的・精神障害をもつ人および高齢者を対象に、生活や自立を支援する
福祉サービス事業を展開している。具体的には次の通り。1.身体障害や知的障
害をもつ子どもたちが下校後通所し集団で日常生活訓練を行う、児童デイサー
ビスの運営。2.知的障害や精神障害をもつ人、高齢者が共同生活を行う、グ
ループホームおよびケアホームの運営。3.障害をもつ人が就労を目指して軽作
業などの訓練を行う就労継続支援事業所の運営。�

以前、民間の老人保健施設に勤めた経験をもつ理事長が、「よりよい福祉サー
ビスを提供したい」と福祉サービス事業を約20年前に始めた。2003年に事業の
一部を同団体として法人化。「障害者の生活から離れない」ことをモットーに、利
用者一人ひとりに適したサービスの提供を心がけている。また利用者が将来、自
立して長く地域で暮らしていけるよう、継続的な支援を行う仕組みづくりにも取り
組んでいる。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員12人�
ボランティア0人�
会員10

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体が運営する児童デイサービスで、職員と
して働いてくれる保育士を募集している。希望
する人は、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9月2日�
保健・医療・福祉�
－�

概要�

連絡先�

〒�

052-702-9110 9:00～17:00�
052-703-2444�
camui910@aqua.ocn.ne.jp�
http://www.hikariclub.com/hands/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

465-0061 名古屋市名東区高針１-802



ひだまりの里�

『珈琲ひだまり』で無添加手作りクッキーと食事を提供�

名古屋市昭和区�

障害者支援施設『ひだまりの里・珈琲ひだまり』を運営。『珈琲ひだまり』は、喫
茶店として一般就労が困難な障害者が、職員やボランティアと一緒に、喫茶や
ランチの接客サービスなどを行っている。また、共同作業所『ひだまりの里』では、
無添加クッキーを製造し、『珈琲ひだまり』店内や予約注文を受けて販売。その他、
運動会や会議用のお弁当の箸入れ作業や、タオルの箱詰め、カレンダーの仕分
けなど、さまざまな内職仕事を請け負っている。�

知的障害児の親たちが、養護学校を卒業した後の進路を拓くために集まり、バ
ザーを催して資金を集めたり、作業所づくりのための勉強会を開いたことなどから
活動がスタート。昭和区の一軒家を借り、自分たちで内装を手がけて、『ひだまり
の里・珈琲ひだまり』をオープンさせた。仲間たちと共に、明るく楽しく通所しながら、
一般就労に向けての訓練が行える場所づくりを目指して活動している。�

●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2人�
会員27

構成人員�

募 集 中 ！ �
無添加クッキーやお弁当の予約注文を受付中。
地域のイベントや学園祭でのクッキー販売や、
会議用のお弁当など、まとまった予約があれば、
ぜひ同団体へ連絡を。「不況の影響と食材の
高騰で、運営の厳しさが増している」として、販
路拡大の協力を求めている。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年2月13日�
保健・医療・福祉�
まちづくり�

概要�

連絡先�

〒�

052-732-2002 月～金　9:00～16:00�
052-732-2002�
－�
－�

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

466-0027 名古屋市昭和区阿由知通2-4


