
ひょうたんカフェ�

障害のある人もない人も、楽しく一緒に生活できる場�

名古屋市中村区�

障害のある人たちが、豊かな日常を送れるよう支援する『デイセンターひょうたん
カフェ』と、移動支援・居宅介護の事業所『ヘルパーセンターらいぶ☆YOU』を
拠点に活動。地域の主婦などがデイサービスの利用者と共に「さをり織り」製品
の創作に取り組む『アトリエ・おりのあな』や、障害者の働く場を提供する、手作
り豆腐『ひょうたんカフェ豆腐店』も運営しており、地域に密着した支援を通して、
障害者の社会参加を促している。�

始まりは1本の「さをり織り」から。障害のある人たちの作品に触れ、感動を受け
た知的障害者支援施設の元職員が、『さをり工房おりのあな』を開設。中村区
を中心に活動が広まり、区のシンボルであるひょうたんと、カフェのように地域の人々
が集まる場所をつくりたいという思いから『ひょうたんカフェ』が設立された。同団
体は、「地域の中で、障害のある・ないに関わらず、地域住民として交流できる機
会をつくり、大切にしたい」と語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員8人�
ボランティア5人�
会員74

構成人員�

募 集 中 ！ �
「ぜひ、店舗に遊びにきてほしい」と同団体。『ア
トリエ・おりのあな』では、世界に2つとない「さ
をり織り」のマフラー、ショール、ポーチなどを
販売。『ひょうたんカフェ豆腐店』では、国産大
豆100%の風味豊かな豆腐やデザートを販売し
ている。その他、コンサートなどのイベント企画
もある。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4月14日�
保健・医療・福祉�
社会教育、まちづくり�

概要�

連絡先�

〒453-0056 名古屋市中村区砂田町2-15

052-485-4535　平日・土　8:45～17:15�
052-485-4536�
hyoutan@hyoutan-cafe.jp�
http://hyoutan-cafe.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



ひろがり�

食べることを大切に、重い障害をもつ子どもたちを支援�

名古屋市港区�

主に、食べる機能に障害をもつ子どもやその家族、障害児に関わる人を対象に
した研修会を開催。具体的には次の3つ。1.障害児やその家族、関わる人たち
が1泊2日の生活の中で、個々のニーズに合わせた生活の仕方や介助の仕方な
どを学ぶ『わくわくプロジェクト』。2.主に教育的な視点から、食べ方や介助の仕
方などを伝える『食べる力を育てる研修会』。3.障害の重い子どもとの関わり方
の基本を体験的に学ぶ『ふれあい体操研修会』。�

「人は重い障害があっても、主体的に自己実現をする能力を持っている」と同団体。
子育ての内容・質を一層高めて豊かな生活の基礎を育てていくことが大切と感じ、
団体を設立。障害児とその家族、ヘルパー、養護学校関係者などが、三重県志
摩の研修施設『ひろがりの家』で一緒に宿泊し、「食べること」を大切にしながら
楽しく過ごす中で、共通理解や連携を強めている。生活の中でアドバイスをし、母
親を支え、親子を育てていきたいという思いをもつ。�

●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10人�
会員20

構成人員�

募 集 中 ！ �
一緒に、『ひろがり』の活動に関わってくれる人
を求めている。「食べること」「伝えること」「座
ること」など、生きていくのに必要な力を身につ
ける基礎的な支援をする。「どなたでも、得意な
ことや、やりたいことで協力してもらえれば」と呼
びかけているので、協力・応援してみたい人は
連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2011年8月26日�
保健・医療・福祉�
社会教育、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

080-4223-1680 平日　18:00～21:00�
 土・日・祝　13:00～21:00�
052-354-7053�
nrp02564@nifty.com�
－�

T E L �
�
FAX�
E-mail�
URL

455-0823 名古屋市港区惟信町3-8-5



福祉サポートセンターさわやか名城

地域の人々が対等な立場で助け合う社会を目指す

名古屋市北区

「くらしの助け合い活動」を実施。ゴミ出しや高齢者の話し相手、保育園の送迎な
ど、暮らしの中のちょっとした手伝いを会員が協力しながら互いに助け合ってい
る。手伝いを受ける側の利用しやすさと、手伝いをする側の責任感を促すため、
有償ボランティアという形をとっている。手伝いの内容に特に制限はなく、乳児か
らお年寄りまで利用できるが、個々の自立のため、自分でできることの手伝いのた
めに利用することはできない。

代表が『さわやか福祉財団』の講演会に参加し、今後日本は高齢化社会を迎
え、ちょっとした手助けさえあれば在宅で生活できるはずの多くの高齢者が、施設
に入らなければいけなくなるだろうとの話に衝撃を受けた。その問題を人々の助け
合いによって解決するために設立。手伝いをする側と受ける側が、お互い対等の
目線で助け合えるよう、特に手伝いをする側の「お手伝いさせていただいている」
という気持ちを大切に活動している。

●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4人
会員35

構成人員

募 集 中 ！
「くらしの助け合い活動」に参加する会員を募
集中。会員に区分はなく、手伝いをすることも受
けることもできる。週に1・2時間だけでも参加す
ることが可能。モーニングコールなどの要望もあ
るため、外に出られない人でも、在宅でできるこ
とがある。「できる範囲で参加を」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／

2005年2月14日
保健・医療・福祉
－

概要

連絡先

〒462-0051 名古屋市北区中切町3-31

080-3613-9538　平日　9:00～17:00
052-912-0898
sawayaka-m@mx36.tiki.ne.jp
http://ww36.tiki.ne.jp/~sawayaka-m/

T E L
FAX
E-mai
URL



福祉発信基地友の家�

障がいがあってもその人らしい生活ができるようにサポート�

名古屋市西区�

「その人らしく地域の中で生活ができて当たり前！」をモットーに、障がいをもった
人にヘルパーを派遣し、日常生活全般の支援（食事・入浴などの介助、家事援助）
や外出支援（買い物・病院などへの付き添い、遊びに行く時の援助）を行っている。
また、「世界の平和と福祉を守る」正義の味方『トモノイエックス』（『友の家』の
ヒーロー）を地域のイベントに派遣したり、西区民まつりへの出店や救命講習の
開催など、まちづくりにも取り組んでいる。�

重度の障がいをもつ子どもの親たちが呼びかけ、『友の家』はスタートした。その後、
居宅介護事業の開始を機にNPO法人になる。「人間としての尊厳をもって生き
ることが、誰にとっても当たり前の社会であるように」という想いから、地域社会
に働きかけて理解を求めることで、地域の中で誰もが自分らしい生活ができるよ
うサポートしている。今後は、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、職員
の数を増やして活動を広げていきたいとしている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員15人�
ボランティア20人�
会員19

構成人員�

募 集 中 ！ �
ボランティアを募集中。障がいをもった人が地
域で生活するには、多くの人の支えが必要にな
るため「少しでも興味があれば、自分の得意な
ことで手伝ってほしい」と同団体。また、登録ヘ
ルパーや正規職員も募集している。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2005年5月9日�
保健・医療・福祉�
まちづくり、災害救援�

概要�

連絡先�

〒451-0054 名古屋市西区南堀越2-3-1

052-523-8202　平日　9:00～17:00�
052-523-8202�
npo_tomonoie@ybb.ne.jp�
http://blog.canpan.info/npo_tomonoie/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



福心

まちのケーキ屋さんとして、障害者を支援

名古屋市昭和区

喫茶スペースを併設するケーキ店『カフェ・ギャラリー寸心』を拠点に、精神障害
者の就労を支援している。特徴は、障害者の作業所とは謳わず、一般のケーキ
店として営業していること。店員である障害者は、パティシエのもとで職能訓練を
受け、他店との競争に打ち勝つための魅力ある店舗・商品づくりを行っている。ス
キルアップに応じて昇給もあるなど、一般的な就労に近い環境をつくり、障害者
の社会復帰を後押しする。

作業所などでの福祉的就労から一般的就労へのステップアップを図る時、その
違いの大きさから、社会復帰への自信をなくすケースも。そこで、その中間を受け
持つ施設として『カフェ・ギャラリー寸心』を立ち上げた。「福祉のお店」ではなく、
「地域で一番ケーキのおいしいお店」という評判をもっと広げたいというのが、一
般就労を目指すスタッフみんなの思い。他店との競争意識をもって店舗を運営す
る中で、社会復帰への自信をつけている。

●活動内容

●活動の背景、活動への思い

職員6人
ボランティア0人
会員10

構成人員

募 集 中 ！
『カフェ・ギャラリー寸心』では、上質の材料を使っ
て焼き上げた洋菓子を低価格で販売。ケー
キ・焼き菓子の大口注文にも応じる。イベントで
の焼き菓子販売も可能で、出店先を募集して
いる。また、随時メンバーを募集しているので、就
労を目指したい人は連絡を。店舗は御器所と今
池にある。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2004年9月21日
保健・医療・福祉
人権擁護・平和推進、
職業能力・雇用機会

概要

連絡先

〒

052-745-5582　月～土 10:00～19:00
 日・祝 11:00～16:00
052-745-5582
sunsin-sensin@ninus.ocn.ne.jp
http://www17.ocn.ne.jp/~sunsin/

T E L

FAX
E-mail
URL

466-0015 名古屋市昭和区御器所通2-17-1



ふれ愛名古屋�

重度障がい児の暮らしを支援し、笑顔と未来を創る�

名古屋市昭和区�

身体障がいと知的障がいを併せもつ最重度障がい児のための、児童デイサービ
ス施設『natsu』(ナツ)と移動支援事業所『haru』(ハル)を運営。訪問介護、学
校や病院などへの送迎支援、通所デイサービスを行っている。子どもの自主性や
意志、心のふれあいを大切にし、手作りの遊びを工夫するなど専門スタッフがマ
ンツーマンで介護を行う。これまで対象は未就学児と小学生だったが、2012年
春より中学生と高校生対象のデイサービスも開始予定。�

歩行や会話が困難な、最重度の障がい児を受け入れるデイサービスが名古屋
になく、困っていた母親たちが中心になって団体を設立。「どんなに重い障がい
があっても、サポートがあればみんなと同じように社会で暮らせる。重度障がい児
の笑顔と未来を創っていきたい」という思いを原動力に活動を行っている。将来、
親と離れて共同生活を行うホームの設立など、重度障がい児が成長と共に社会
的自立をしていけるよう、さまざまな支援と地域環境づくりを目指す。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員19人�
ボランティア30人�
会員130

構成人員�

募 集 中 ！ �
事業活動を支えるスタッフとボランティア、会員
を募集している。詳しくは団体まで問い合わせを。
「ボランティアでなくてもいいので、まずは『natsu』
に遊びに来て、子どもたちとふれあってほしい。
子どもたちの笑顔に元気や勇気がもらえると思う。
子どもたちにとっても人との交流は成長につな
がる」と理事長。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2010年2月26日�
保健・医療・福祉�
社会教育、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

052-841-2877 月～金　9:00～17:00　�
052-893-7784�
fureai.nagoya@gmail.com�
http://blog.goo.ne.jp/fureai-nagoya

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

466-0848 名古屋市昭和区長戸町5-44



フレンド愛�

「その人らしさ」を引き出す生涯支援�

名古屋市北区�

以下のような取り組みを通し、障害をもつ人 を々支援している。1.生活介護事業
所『ぼちぼち』の運営。割り箸の袋詰めやティッシュの広告入れといった軽作業
のほか、余暇活動のプログラムを提供している。絵画や大正琴、リトミック、各種
行事など、活動内容は盛りだくさん。2.ケアホーム『きまま』を運営。親元を離れ
た利用者の共同生活を支えている。3.バザーの開催や各種イベントを通し、地
域に対して啓発活動を行う。�

知的障害児の親たちが、学校卒業後の子どもたちの居場所をつくるために結成
した自主グループ活動を前身とする。「なるべく親元の近くに」という親たちの思
いに応え、10年を経て現在の場所に拠点を構えた。「さまざまな取り組みの中で
利用者の豊かな表現力に気づかされ、一人ひとりのもつ力をうれしく思います。
また一日として同じ日はなく、その人らしさを知るワクワクした毎日です」と代表は
活動への思いを語る。�

●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200人�
会員65

構成人員�

募 集 中 ！ �
おしゃべりや行事に参加して利用者と交流したり、
時には軽作業を手伝ってくれるボランティアを
募集中。ボランティア経験がない人も大歓迎
なので、まずは一度様子を見に行ってみては。
アットホームな雰囲気に、きっと打ち解けられる
はず。「多くの人と笑い、喜び、そして感動を共
にしたい」と代表。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2004年1月16日�
保健・医療・福祉�
社会教育、子どもの健全育成�

概要�

連絡先�

〒�

052-931-5453 平日・土　9:00～17:00�
052-931-5453�
friendaibotiboti@sf.starcat.ne.jp�
http://www1.m1.mediacat.ne.jp/friendai/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

462-0844 名古屋市北区清水2-2-9



ベルフェア�

障害をもった人たちの「自分らしさ」を応援する�

名古屋市中村区�

障害をもつ人が自立した生活を送れるように支援し、住み慣れた地域で安心して
暮らせる社会を実現していくために制定された「障害者自立支援法」に基づく事
業を行っている。主な活動としては次の3つ。1.障害者・児に対する、買い物や
通学などの外出や余暇活動の支援。2.障害者の家庭に訪問し、家事援助・身
体介護・通院介助を行う。3.小学生の障害児が通うデイサービスの運営。�

障害者の人権が守られていない状況や、人間的価値や尊厳が認知されない社
会に疑問を抱き、「市民としての社会的平等」や「人としての同一の価値と尊厳
が貫かれた社会」を目指して同団体を設立した。福祉関係者だけが活動するの
ではなく、障害をもつ人自身が社会を変える運動を行うことによって、障害者と障
害をもたない人が地域で共生できる社会になってほしいとの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40人�
ボランティア10人�
会員10

構成人員�

募 集 中 ！ �
小学1年生から6年生の障害をもった子どもた
ちが通う児童デイサービスで、障害児と一緒に
遊んでくれるボランティアを募集中。同団体の
デイサービスでは「音楽遊び」などを行い、音楽
を通して障害をもった子どもたちができることを
増やしていけるよう支援している。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年12月11日�
保健・医療・福祉�
社会教育、まちづくり�

概要�

連絡先�

〒�

052-485-4353 月～金　9:00～17:00�
052-485-4363�
remon-chan@canvas.ocn.ne.jp�
－�

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

453-0053 名古屋市中村区中村町8-41



ホットスペース�

障害者の自立生活と幅広い交流を支援する�

名古屋市西区�

ヘルパーステーション『ウェルペッド』を運営。障害者の自宅にヘルパーを派遣し、
障害者の地域での自立生活を支援している。また障害の有無に関わらず誰でも
楽しめる、パラリンピック正式種目のスポーツ『ボッチャ』を普及するため、体験イ
ベントを月に1回開催。市民がボッチャを楽しむ中で、障害の有無や年齢の差を
超えてコミュニケーションを深めることを目指すとともに、審判や選手の育成にも
取り組んでいる。�

重度の身体障害者である代表は、就職活動の際、40社を受けてすべて不合格
となった。「ならば自分で団体を立ち上げて仕事をしよう」と団体を設立。自身の
経験上、障害者の自立生活にはヘルパーの存在は必要不可欠と感じていたため、
ヘルパー派遣業を始めた。「今後は従来の活動を継続しつつ、海外のボッチャ
選手との交流・情報交換の場づくりや、災害時に障害者を支援する地域のネッ
トワークづくりに努めたい」と代表は語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員15人�
ボランティア16人�
会員43

構成人員�

募 集 中 ！ �
イベントの手伝いをするボランティアを募集中。
募集情報はホームページのほか、団体が発行
している機関紙、またソーシャルネットワーキン
グサービス『mixi』のボランティアに関するコミュ
ニティに随時掲載される。また、活動に賛同し
応援してくれる会員も常時募集。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／�

2010年11月12日�
保健・医療・福祉�
まちづくり、学術・文化・芸術・スポーツ�

概要�

連絡先�

〒�

052-502-3223 平日　10:00～18:00�
052-502-3223�
home@npo-hotspace.com�
http://www.npo-hotspace.com

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

452-0814 名古屋市西区南川町32-1�
レジデンス南川701



ほっとポケット�

豊富な経験ときめ細かな対応で、高齢者の生活を支える�

名古屋市千種区�

特に高齢者を対象とした次のサービスを提供。1.高齢者が対象の『ミニデイ
サービスほっとポケット』の運営。送迎や食事、入浴、レクリエーション、機能訓練
など、一人ひとりに合わせたサービスを提供している。2.介護保険適用外サービ
スの提供。内容は、ショートステイ(短期入所）、営業時間外でのサービス提供、
病院への付き添いといった緊急時にも対応できる訪問介護など。3.「認知症に
ついて」など、介護に関する無料相談を実施。�

かつて代表が自身の家族の介護に携わっていたころ、当時の施設は年齢や病
気による利用者の制限が厳しく、助けてほしい時に対応できるサービスがなかった。
そこで、そのような制限のない施設をつくろうとの思いに賛同した人 と々団体を
設立。「今後も障害者・高齢者など区別なく誰でも頼れるサービスを展開してい
くとともに、これまでの活動経験を活かし、認知症に関するアドバイスや、予防・進
行防止に力を入れていきたい」と代表は言う。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員13人�
ボランティア4人�
会員12

構成人員�

募 集 中 ！ �
ボランティアを募集中。活動内容は昼食の配
膳や盛り付け、利用者と共にレクリエーションに
参加し交流することなど。介護の現場に触れた
り経験を積みたいという人も歓迎しているとの
こと。興味のある人は、まずは電話を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2003年9月27日�
保健・医療・福祉�
－�

概要�

連絡先�

〒�

052-761-0035 月～土　8:30～17:30�
052-761-0035�
hotpocket_npo@ybb.ne.jp�
http://hp.nagoya-cci.or.jp/hotpocket/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

464-0848 名古屋市千種区春岡1-27-27�
コーポ西坂1F


