元気応援ポイント事業受入機関一覧
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R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

231 南東

所在地
青井2-16-8
けあともビル1階

施設名称

213 南東 青井3-8-31 1F

地域活動支援センター

114 南東 青井4-30-5

282 南東

芸能披露、話し相手

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（6807）2613
（6807）2615

グループホームとも

南東 青井4-29-23

ボランティア活動内容

小規模多機能型居宅介護「あおいの家」 小規模多機能型居宅介護

青井2-16-8
232 南東 けあともビル
2・3階

95

施設種別

グループホーム

芸能披露、話し相手

（6807）2617 aoigroup
（6807）2619 @caretomo.net

障がい者通所施設

利用者の見守り、将棋・麻雀などレクの支援等

（5888）7669 adatisakurakai
（5888）7669 @yahoo.co.jp

介護老人保健施設梅の木

介護老人保健施設

芸能披露、レクリエーション支援、趣味活動支援

（5888）8661 umenoki
（5888）8667 @shinjinkai.ne.jp

足立あかしあ園

障がい福祉サービス

作業活動補助、創作活動支援補助、見守り、配膳、
下膳

（3849）1188 adachi
（3849）7001 @ainowa.or.jp

デイサービス

ハーモニカ、演芸、イベントの補助、書道の手伝
い、折り紙指導、麻雀、ドライヤーかけ

（5888）6546

ピア・さくら

青井5-11-27綾瀬
癒しのデイサービス足立
グランドハイツ1階

209 南東 足立3-7-16-103 ベストリハ五反野

デイサービス

芸の披露

（5888）6572
（3880）1755
（3880）1756

184 南東 足立4-13-22

地域包括支援センターあだち

地域包括支援センター

介護者教室等の補助、ごみ出し支援、認知症カフェ
当日の手伝い、あんしん協力員の見守り活動

（3880）8155 e-fukusi
（3880）4466 @guitar.ocn.ne.jp

414 南東 綾瀬5-7-13

介護予防クラブＬＯＣＯ

地域密着型通所介護

麻雀、将棋、囲碁のお相手やご利用者との交流

（3606）4416 komori.kycloco
（3606）4461 @gmail.com

399 南東 綾瀬7-2-5

社会福祉法人
かしあ園

障がい福祉サービス

話し相手、園芸・散歩・調理・創作・レクリエー
ション・はたおり・ミシン等の作業活動の準備、片
付け、補助

（5682）7272 forian
（5682）1003 @ainowa.or.jp

116 南東 綾瀬7-2-7

綾瀬ひまわり園

障がい福祉サービス

自主生産品の製造、販売支援、リサイクル事業支
援、受注作業支援

（3629）3231 h.hashimoto
（3629）3241 @a-sato.or.jp

252 南東 綾瀬7-3-23

グループホーム

認知症対応型共同生活介
護

芸能披露、レクリエーション支援、話し相手、草む
しり、散歩介助

（5682）3131

あいのわ福祉会

こすもすあやせ

綾瀬あ
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元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

191 南東 綾瀬7-4-5

施設名称

小規模多機能ホーム

施設種別

ボランティア活動内容

スマイルぷらちな 小規模多機能型居宅介護

182 北西 伊興2-4-22

伊興地域学習センター

303 北西 伊興3-6-25

デイサービス

ぬくもりの家

竹の塚

話し相手、ゲーム参加、レクリェーション補助、芸
能披露、趣味活動支援、散歩補助

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（5856）1850
（5856）1889

地域学習センター

写真サロン、楽しい折り紙ひろば

（3857）6537 ikou
（3853）0429 @grandio.co.jp

デイサービス

話し相手、お茶出し、見守り、レクリエーションの
支援、芸能披露

（5809）5936 nukumoritake
（5809）5074 @orion.on.ne.jp

19

北西 伊興3-7-4

特別養護老人ホーム伊興園

特別養護老人ホーム

芸能披露、レクリエーション支援、話し相手、清
掃・洗濯物たたみ、雑務

（5838）1500 t-tsujino
（5838）1501 @welgarden.or.jp

20

北西 伊興3-7-4

デイサービスセンター伊興園

デイサービス

芸能披露、レクリエーション支援、話し相手、清
掃、洗濯物たたみ、雑務

（5838）1500 t-tsujino
（5838）1501 @welgarden.or.jp

地域包括支援センター伊興

地域包括支援センター

あんしん協力員の見守り活動

226 北西 伊興3-7-4

（5837）1280
（5837）1282

293 北西 伊興4-4-13

80

北西 入谷1-13-17

デイサービス福寿

竹ノ塚

ケアサービスいなほ

デイサービス

デイサービス

話し相手、行事・レクリエーションの補助、手工
芸・編み物など趣味活動の補助、ゲームの娯楽相
手、外出時の付き添い
レクリエーション支援、館内清掃補助、配膳

（6806）2910
（3856）2910
（6903）6812
（5647）1174

212 北西 入谷1-27-17

ハッピーライフ足立

短期入所生活介護

芸能披露、居室内清掃、話し相手

（5647）3033
（5647）3034

ケアセンターつどい足立入谷

デイサービス

芸能披露、趣味活動指導補助、話し相手、清掃、娯
楽相手

（5647）3022 tudoi-adachi.iriya
（5647）3023 @y7.dion.ne.jp

286 北西 入谷1-8-15

平成デイサービスセンター足立

デイサービス

話し相手、芸能披露、趣味活動支援

（3853）6800 adachi
（3853）6801 @tokuyou.jp

287 北西 入谷1-8-15

介護老人福祉施設ケアホーム足立

介護老人福祉施設

シーツ交換、車いす清掃、話し相手、衣類修繕、居
室清掃、芸能披露、趣味活動支援、整髪補助

（3853）6800 adachi
（3853）6801 @tokuyou.jp

9

北西 入谷１-27-18
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施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

323 北西 入谷2-19-10

施設名称

クレア足立デイサービスセンター

施設種別

デイサービス

ボランティア活動内容

お客様のお話の傾聴、音楽や踊りや一芸の披露

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（5647）8050
（5647）8651

69

北西 入谷3-3-6

特別養護老人ホーム紫磨園

特別養護老人ホーム

洗濯物たたみ、話し相手、各種行事の支援

（3857）4165
（3857）8425

70

北西 入谷3-3-6

104 北西 入谷5-3-2

30

北西 入谷8-1-20

紫磨園在宅サービスセンター

ツクイ足立入谷デイサービスセンター

第８シルバータウン

デイサービス

デイサービス

有料老人ホーム

話し相手、デイルーム清掃、施設周辺清掃、各種行
事の支援

（3857）8419

話し相手、イベント準備手伝い、園芸、レクリエー
ション支援、娯楽相手

（5839）6372

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

（3853）8881

（3857）8425

（5839）6374

（3853）8883

75

北西 入谷9-15-18

特別養護老人ホーム足立翔裕園

特別養護老人ホーム

シーツ交換、車いす清掃、話し相手、衣類修繕、居
室清掃、芸能披露、趣味活動支援、整髪補助

（3855）6363 info
（3855）6360 @chojumura.or.jp

76

北西 入谷9-15-18

デイサービスセンター入谷翔裕園

デイサービス

話し相手、芸能披露

（3855）6371 info
（3855）6360 @chojumura.or.jp

地域包括支援センター入谷

地域包括支援センター

地域住民向け介護教室等の補助、地域住民向け行事
（茶話会等）の補助、認知症カフェ当日の手伝い、
絆の安心お手伝い、らくらく教室お手伝い

（3855）6362 iriya
（3855）6360 @chojumura.or.jp

足立ケアコミュニティそよ風

デイサービス

レクリエーション支援、リネン交換、洗濯、散歩付
き添い補助、話し相手、園芸、趣味活動支援、芸能
披露、清掃、外出介助の補助
芸能披露（歌、ダンス、マジック等）、園芸、手
芸、ダンス、体操等趣味活動の指導、各種レク・イ
ベントお手伝い、傾聴、見守り、配茶、お皿洗い等
キッチン周り片付け
話し相手、芸能披露、ダンス、洗い物、買い物付き
添い、掃除（屋上・玄関）、園芸、レクリエーショ
ン支援（歌・習字・折り紙等）

（5888）9260

107 北西 入谷9-15-18

97

南西 梅島2-31-14

228 南西

92

梅島2-3-15
岩立ビル１階

南西 梅島2-34-8

327 南西 梅田1-31-14

たのしいデイ

うめじま

デイサービス

グループホーム杏友苑

グループホーム

寿いきいきセンター足立

通所介護

イベント時のお手伝い

（5888）9261
（5845）5221
（3848）0667
（3880）1280 kyouyuuen
（3880）1291 @y8.dion.ne.jp
（5845）6766
（5845）6782
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施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

403 南西 梅田4-39-16

378 南西 梅田5-18-8

施設名称

ご長寿くらぶ足立・梅田

ディサービス梅郷

施設種別

ボランティア活動内容
話し相手や見守り・傾聴、歌・踊り・楽器演奏、施
設内外の清掃、施設内のレクリエーション支援、洗
濯物たたみ・シーツ交換

有料老人ホーム

通所介護

話し相手、手芸、レクリエーション

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（6806）4480
（6806）4481
（5888）7205
（5888）7206

165 南西 梅田7-33-1

梅田地域学習センター

地域学習センター

環境整備（花壇・プランターの手入れ）、イベント
支援（まつり・寄席・コンサート・講座講師等）、
地域社会支援（自然体験・昔遊び）

（3880）5322 umedalcc-ys
（3880）5383 @bh.wakwak.com

201 南西 梅田8-11-3-1F

東京都認証保育所

認証保育所

保育園行事補助（十五夜飾りつけ、クリスマス会、
お正月遊び、節分）

（3887）5848

浴場・駐車場清掃、娯楽相手、芸能披露、話し相
手、見守り

（5681）5001

浴場・駐車場清掃、シーツ交換、洗濯物たたみ、食
器洗い、芸能披露、配膳、話し相手、見守り

（5681）5001

デイサービス

将棋、談話、麻雀、洗い物、片づけ、演芸、外出同
行など

（5845）0912 c.takahashi
（5845）0915 @fukujukaigr.or.jp

じゃすみん扇

小規模多機能型居宅介護

レクリエーション支援、館内清掃、外出介助の補助

（6807）1278 sakanushi
@jasmine-ougi.com

プレミア扇

特別養護老人ホーム

洗濯物整理、居室内清掃、傾聴、カラオケ・折り紙
などのレクリエーション支援、囲碁・将棋

47

48

南西 梅田8-12-10

南西 梅田8-12-10

295 南西

梅田8-1-3
モナーク梅島101

313 南西 扇1-31-32

72

93

南西 扇1-3-5

南西 扇1-3-5

きりん保育園

しらさぎ通所リハビリテーション

介護老人保健施設しらさぎ

デイサービス

うぐいす梅島

老人デイサービスセンタープレミア扇

通所リハビリ

介護老人保健施設

デイサービス

芸能披露、趣味活動支援

（3887）5848

（5681）5002

（5681）5002

（3890）3333
（3890）5551
（3890）3333
（3890）5551

62

南西 扇1-52-23

436 南西 扇2-42-8

ゆうあいの郷

シンシア足立

扇

特別養護老人ホーム

話し相手、芸能披露、食器洗い

（3856）1199 oogisoumuka
（3856）1711 @seifuukai.or.jp

複合型施設

レクリエーション・行事支援、お話し相手、見守
り、配膳、清掃、麻雀、囲碁、将棋等

（5647）0968 adachi
（5647）0969 @sincere-gri.com
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施設
番号
66

日常
生活
圏域

所在地

北東 大谷田2-18-12

施設名称

成仁介護老人保健施設

施設種別

ボランティア活動内容

介護老人保健施設

行事・レクリエーションの支援、話し相手

電話番号
ＦＡＸ番号
050（3734）
5031

メールアドレス

（3605）4599
379 北東

大谷田5-28-15
TAS大谷田

ハートディサービスセンター

通所介護

話し相手、見守り、トイレ・洗面所の清掃

（5856）0291
（5856）0293
（3889）0370 info-okimoto
（3889）9760 @abox3.so-net.ne.jp

169 南西 興野1-18-38

興本地域学習センター

地域学習センター

図書館読み聞かせ、将棋サロン、センター内の花壇
の手入れ、子どもの見守りボランティア

195 南東 加平1-1-23

ドーミー北綾瀬

有料老人ホーム

芸能披露（ハンドベル、コーラス、マジック、演芸等）、レ
（5682）8857
クリェーション支援（書道、お散歩、傾聴、折り紙等）、間
接的な日常支援（洗濯物たたみ・ベットメイク・衣服のほつ
（5682）8856
れ直しなど）

279 北東 加平3-6-4

愛の家グループホーム足立加平

認知症対応型共同生活介
護

演芸、民謡、芸能披露等

ギャラクシティ

社会教育施設

子どものためのボランティア（各種体験プログラム
の企画指導、イベントの企画運営、運営補助、子ど
もの活動の支援・指導など

（5242）8161 お問い合わせページより
（5242）8165 https://www.galaxcity.jp/

ジョイリハプラス大師前

地域密着型通所介護

レクリエーション・指導支援（書道、音楽療法、ア
ロハ等）、利用者とのお話、見守り

（6806）3351

（5839）3630 miyawaki
（5839）3632 @family-wf.jp

267 北西 栗原1-3-1

435 北西

栗原3-10-19109

（5673）0600
（5673）0601

56

南西 江北3-14-1

ハピネスあだち

特別養護老人ホーム

施設周辺の清掃（草取りふくむ）、配膳・下膳、話
し相手

51

南西 江北3-19-11

グループホームひよこの里

グループホーム

芸能披露、園芸、話し相手

（6806）3352

（5839）5620
（5839）5622

326 南西 江北3-27-7

248 南西 江北3-38-23

174 南西 江北3-39-4

ミモザ白寿庵足立江北

デイサービスセンター江北

江北地域学習センター

看護小規模多機能型居宅
介護

芸能披露、レクリエーション補助、趣味活動支援、
ケーキ・パン等の販売補助

（5838）0821

デイサービス

配膳、清掃、傾聴、レクリエーション、イベントの
補助、演芸披露など

（5838）2511

ＩＴサロン、図書館読み語り、駐輪場整理、巡回防
犯業務、生涯学習活動支援

（3890）4522

地域学習センター

d18881
@mail1.dnet.gr.jp
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（5838）0823

（5838）2512

（3890）5212

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

288 北西

所在地
古千谷本町1-319

214 北西 古千谷本町4-7-5

施設名称

施設種別

ボランティア活動内容

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

特別養護老人ホーム古千谷苑

特別養護老人ホーム

話し相手、朗読、芸能披露、館内清掃補助、洗濯物
整理、庭の手入れ、散歩付き添い、料理クラブ、カ
フェクラブ付き添い

（3856）7257 kodiyaen
（3897）7237 @koujikai-kaigo.or.jp

ツクイ古千谷デイサービスセンター

デイサービス

趣味活動支援、話し相手、傾聴ボランティア、お茶
出し

（5838）2022

特別養護老人ホーム

傾聴、園芸、芸能披露、趣味活動支援（将棋、書
道）、行事補助（お祭等イベント）

（5613）1525 foryou-home
（5613）1526 @foryou.or.jp

デイサービス

話し相手、娯楽相手

319 北東 佐野1-29-3

特別養護老人ホーム

103 北東 佐野1-33-7

ツクイ足立佐野

奉優の家

（5838）2023

（5673）3960
（5673）3962

58

59

北東 佐野2-30-12

北東 佐野2-30-12

220 北東 佐野2-30-12

さのデイサービスセンター

特別養護老人ホームさの

地域包括支援センターさの

デイサービス

特別養護老人ホーム

地域包括支援センター

フラダンス・囲碁・将棋・琴・俳句の指導補助、傾
聴、創作活動補助

（5682）0007

洗濯物たたみ、傾聴、縫い物、行事の手伝い、整髪
補助

（5682）0007

あんしん協力員の見守り活動、認知症カフェ当日の
手伝い、介護予防教室当日の手伝い

（5682）0157

（5682）0077

（5682）0077

（5682）0158

166 北東 佐野2-43-5

佐野地域学習センター

地域学習センター

ＩＴサロン、ハート＆ハート、将棋サロン、さのハ
ンドメイドサロン、さの囲碁ひろばの運営ボラン
ティア 等

（3628）3273 sano
（5682）6981 @grandio.co.jp

247 北西 皿沼2-16-3

グループホーム

認知症対応型共同生活介
護

話し相手、習字、家事支援、散歩付き添い補助、レ
クリエーション、芸能披露

（3898）3345 hikari-co
（3898）3360 @gh-hananosato.com

地域包括支援センター

サロン開催・受付・案内、レクリエーション指導補
助、介護予防教室補助、傾聴、絆のあんしん協力員
の見守り活動、認知症カフェの当日の手伝い

（5838）0825

芸能披露、話し相手、散歩付き添い補助、レクリ
エーション支援

（5691）7150

芸能披露、話し相手、散歩付き添い補助、レクリ
エーション支援

（5691）7150

42

82

83

北西 皿沼2-8-8

北西 皿沼2-8-8

北西 皿沼2-8-8

花のさと

地域包括支援センター鹿浜

特別養護老人ホームさくら

デイサービスセンターさくら

特別養護老人ホーム

デイサービス
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（5838）0826

（5691）8147

（5691）8147

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号
31

日常
生活
圏域

所在地

北西 鹿浜1-21-5

233 北西 鹿浜3-6-1

170 北西 鹿浜6-8-1

311 北西

237 北西

施設名称

第７シルバータウン

足立鹿浜病院

施設種別

有料老人ホーム

通所リハビリテーション 通所リハビリ

ボランティア活動内容

電話番号
ＦＡＸ番号

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

（3857）8412

話し相手、レクリェーション支援、将棋・囲碁の相
手等

（3857）5871

（3857）8414

（3857）3158
（3857）6551 shikahamalcc-ys
（3855）3649 @bb.wakwak.com

鹿浜地域学習センター

地域学習センター

うたごえサロン、読み聞かせ、アウトリーチ事業

鹿浜7-23-13
1F

アトリエほっと・しかはま

就労継続支援Ｂ型事業

精神障がいをお持ちの方と一緒に作業したり、お話
などをします

（3855）6135

鹿浜7-25-15
1F

おしどりデイサービスセンター

芸能披露、外出介助補助、レクリエーション参加支
援、お茶出し、洗い物、将棋・囲碁の相手等

（5839）3371

麻雀、見守り、配膳、下膳、お茶出し、食器洗い、
デイルーム清掃、施設周辺清掃

（5851）1870

396 北西 島根1-1-8

デイサービスラスベガス足立

島根2-30-23
310 北西 エーデルブルーメ
島根2階

日介ケアセンター島根

383 北西 島根2-9-22

中島根学童保育室

デイサービス

デイサービス

デイサービス

レクレーション（演芸などの披露）

メールアドレス

（3855）6153

（5839）3381

（5851）6284
（5831）3511
（5831）3510

学童保育室

子どもの見守り、話し相手、遊び、掃除、皿洗い等
手伝い

（5242）0223
（5242）0223

406 北西 島根4-5-24

デイサービスセンター島根

デイサービス

芸能披露(楽器・コーラス・劇)、囲碁・将棋・麻雀の （5831）0211
相手
（5831）0201

176 南西 新田2-2-2

新田地域学習センター

地域学習センター

囲碁・将棋サロン、施設環境整備（樹木の剪定な
ど）、駐輪場整理（夏休み期間、イベント開催時な
ど）、事業支援、広報物の作成・配布

（3912）3931 shinden
（3912）1794 @grandio.co.jp

ハートアイランド新田四番街キッズルー
子育てサロン
ム

子どもの見守り、絵本読み聞かせ、手遊び、伝承遊
び、各種イベントの計画・実施の補助

（3911）5857

地域包括支援センター新田

介護予防教室開催補助、サロン活動の補助、イベン
トの手伝い、介護者教室講師、認知症カフェ当日の
手伝い

（3927）7288 shinden_houkatsu
（3927）7289 @aijukai.com

193 南西

新田3-35-31
1Fキッズルーム

215 南西 新田3-4-10

地域包括支援センター
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（3911）5857

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

357 北東 神明南1-3-15

施設名称

ディサービスセンターバンビ足立店

施設種別

ボランティア活動内容

通所介護

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（5856）2930

施設内外の清掃

（5856）2960
290 北東 神明南2-6-18

133 南西 関原2-10-10

438 南西 関原2-45-23

神明福祉作業所

地域包括支援センター関原

プライムライフ西新井

（5682）5370

知的障がい者入所支援施
設

軽作業、散歩などの活動支援

地域包括支援センター

介護予防教室、出前講座、サロン活動支援、認知症
カフェ当日の手伝い

サービス付高齢者住宅

（5682）5665
（3889）1487
（3887）1407
（6388）0733

麻雀、将棋、囲碁、俳句、短歌

（6388）0734
171 千住 千住5-13-5

88

千住

足立区生涯学習センター

千住東2-4-4
デイサービスよつば
マンション西山1Ｆ

344 千住 千住大川町44-13 グループホーム千住大川

地域学習センター

デイサービス

グループホーム

ビデオ編集体験会、コンピュータ学習室ボランティ
ア、ビデオボランティア、パソコン相談会

（5813）3730

話し相手、お茶出し、見守り、配膳、レクリエー
ション支援

（6426）8783

入居者外出援助、施設内清掃

等

（3870）8407

（5813）0227
（5813）3033
（5244）0261

43

38

千住 千住河原町21-8

千住 千住寿町26-10

ミモザ千住大橋

デイサービスセンターたいよう

レクリエーション参加支援、話し相手、見守り、館
内清掃、配膳、後片付け

デイサービス

デイサービス

趣味活動支援

（5244）6160
（5244）6161
（5284）2277
（5284）2278

91

千住 千住中居町10-10 地域包括支援センター千住西

264 千住 千住中居町29-6

千壽介護老人保健施設

266 千住 千住仲町14-4 2階 まいほーむ北千住

地域包括支援センター

介護教室の運営補助、会場設営、受付、広報誌の発
送作業、千住西らくらく教室の運営補助、縁側カ
フェ（認知症カフェ）、老いじたく講座

（5244）0248 h-senjunishi
（5244）0249 @oboe.ocn.ne.jp

介護老人保健施設

書道の手伝い、ハーモニカなどの楽器演奏披露、縁
日・敬老会などの行事の手伝い、踊りなどの披露、
オンラインでの楽器演奏等（その他オンラインでで
きるもの）

（5284）0088 planning
（5284）5550 @mct.or.jp

看護小規模多機能型居宅
介護

利用者との散歩の付き添い、話し相手、工作を一緒
に行う
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元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

100 千住 千住仲町16-4

207 千住 千住緑町3-1-16

163 千住 千住元町18-18

施設名称

デイサービスゆいま～る

施設種別

デイサービス

ゆいま～るほっと

認知症対応型通所介護

千住さくら

グループホーム

ボランティア活動内容

電話番号
ＦＡＸ番号

介護予防教室運営補助（会場設営、見守り、話し相
手）、レクリエーション支援、芸能披露、趣味活動
支援、行事付き添い補助、外出介助補助

（3881）1250

話し相手、麻雀相手、見守り、折り紙等の手作業の
お手伝い

（3888）3246

芸能披露、家事支援、散歩付き添い補助

メールアドレス

（3881）8953

（3888）3248
（5244）6961
（5244）6962

81

千住 千住元町18-19

276 千住 千住元町6-1

271 北西

竹の塚2-23-5
1階

特別養護老人ホーム千住桜花苑

香夢デイサービス千住元町

デイホーム

ゆりの木

竹ノ塚

特別養護老人ホーム

デイサービス

デイサービス

芸能披露、喫茶、園芸、洗濯物たたみ、シーツ交
換、話し相手、創作活動補助、朗読

（5244）6881

将棋・マージャン相手、話し相手、レクリエーショ
ン手伝い

（5284）4067

歌や踊り、楽器演奏等の披露

（5284）4068
（3885）7191
（3885）7192

177 北西 竹の塚2-25-17

竹の塚地域学習センター

108 北西 竹の塚6-18-4

足立区精神障がい者自立支援センターふ
地域活動支援センター
れんどりぃ

精神障害者の日常・生活支援

竹の塚あかしあの杜

配膳、お茶出し、移動介助の補助、洗濯

111 北西 竹の塚7-19-11

（5244）6880

地域学習センター

指定障害者支援施設

鉄道サロンボランティア、読み聞かせボランティア

（3850）3107 takenotsukalccyc
（3850）0233 @zb.wakwak.com
（3883）7177
（3883）7413
（5654）7731
（3859）6655

210 北西 竹の塚7-19-14

特別養護老人ホーム

211 北西 竹の塚7-19-14

デイサービスセンター

竹の塚翔裕園

竹の塚翔裕園

特別養護老人ホーム

車椅子清掃、居室清掃、話し相手、芸能披露

デイサービス

話し相手、芸能披露

（5851）6050 takenotsuka
（5851）6055 @chojumura.or.jp
（5851）6052
（5851）6055

126 北西 竹の塚7-19-7

竹の塚福祉園

障がい福祉サービス

重度の知的障害のある方への日中活動、生活場面で
の支援
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（5831）1741
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R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

136 北西 竹の塚7-19-7

106 北西 竹の塚7-19-9

167 南東 中央本町3-15-1

施設名称

竹の塚ひまわり園

希望の苑

中央本町地域学習センター

施設種別

電話番号

ボランティア活動内容

ＦＡＸ番号

受注作業支援、行事支援、パン販売等の支援、クラ
ブ活動支援

障がい福祉サービス

（5831）1721
（5831）1720
（5831）1801

知的障がい者入所支援施
設

夜間・日中活動支援、各種行事支援

地域学習センター

ＩＴサロン、読み聞かせ、パソコンサロン、将棋サ
ロン、囲碁サロン、ジュニア将棋サロン、アウト
リーチ事業（各種）

（3852）1431

（3889）9510 info
（3889）9520 @hidamarinoie-h.com

（5831）1802

16

南東 中央本町3-17-17 ひだまりの家・本町

有料老人ホーム

レクリエーション支援、趣味活動支援、芸能披露、
園芸

55

南東 中央本町4-14-20 中央本町杉の子園

特別養護老人ホーム

清掃、シーツ交換、洗濯物たたみ、食事の後片付け

（3852）1143

（3886）0002
（3886）1600

64

南東 中央本町4-14-20 地域包括支援センター中央本町

425 南東

中央本町4-3-23
2階

145 北西 椿2-19-12

291 南東 東和1-1-18

パルシステム東京足立陽だまり

デイサービスゆいま～るつばき

いろはデイサービス

地域包括支援センター

地域密着型通所介護

デイサービス

デイサービス

家族介護者教室・介護予防教室運営補助（受付、会
場設営、撤収等）、サロン活動支援、地域介護予防
活動支援（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ活動、ｳｫｰｷﾝｸﾞ活動）

（3852）0006

歌や踊り等の芸能披露、お習字・お茶・お花のお教
室（指導）

（5888）4635

話し相手、芸能披露、食器洗い、レクリエーション
支援、行事の支援、介護予防事業支援、清掃、お茶
出し

（5837）3301

（3886）0086

（5888）4637

（5837）3370
（6802）6202

芸能披露、趣味活動支援、家事支援

（6802）6206
132 南東

東和1-27-16
綾瀬スマイル工房
ピーク・ショア1Ｆ

180 南東 東和3-12-9

21

南東 東和4-7-23

東和地域学習センター

イーストピア東和

メールアドレス

就労継続支援Ｂ型事業

地域学習センター

デイサービス

精神障害者社会復帰施設としての諸活動
・軽作業支援・菓子製造作業支援
・所外活動
ＩＴサロン、東和将棋サロン、「頭の健康
サロン」

話し相手、見守り、配膳

（5697）5383
（5697）5391
脳カツ

（3628）6201
（3628）9133
（5613）1230
（5613）1220
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元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号
22

日常
生活
圏域

所在地

南東 東和4-7-23

施設名称

イーストピア東和

施設種別

ボランティア活動内容

短期入所生活介護

話し相手、見守り、シーツ交換、配膳

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（5613）1230
（5613）1220

23

南東 東和4-7-23

イーストピア東和

特別養護老人ホーム

話し相手、見守り、シーツ交換、配膳

（5613）1230
（5613）1220

218 南東 東和4-7-23

197 南東 東和4-7-8

地域包括支援センター東和

介護老人保健施設

ホスピア東和

あんしん協力員の見守り活動、認知症カフェ当日の
手伝い

地域包括支援センター

介護老人保健施設

芸能披露、話し相手、娯楽相手、シーツ交換

（5613）1200
（5613）1201
（5673）3455
（5673）3466

52

北西 舎人1-21-18

173 北西 舎人1-3-26

272 北西 舎人4-11-6

グループホームふきのとう

グループホーム

買い物・散歩の付き添い補助

舎人地域学習センター

地域学習センター

ＩＴサロン、プランター管理ボランティア、将棋・
囲碁ひろば、歌声ひろば、のびのびまなぼー体験ひ
ろば

介護予防ﾌｨｯﾄﾈｽ

サンステップ

デイサービス

話し相手、食器洗い、お茶出し、館内清掃

（3890）3343 fukinotou
（3890）2641 @peace.ocn.ne.jp
（3857）0008
（3897）6136
（5856）8881
（3899）6545

28

北西 舎人6-2-1

322 北西 舎人6-2-11

第１１シルバータウン

SHIBUYAデイサービスセンター

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

有料老人ホーム

デイサービス

ボランティアによる利用者様との会話他

（3855）5301
（3855）5303
（5809）4524
（5809）4525

27

南東 西綾瀬3-2-1

西綾瀬在宅サービスセンター

デイサービス

話し相手、車椅子等各種器材の点検修理、館内清
掃、施設周辺清掃（草取り含む）、園芸、各種行事
の支援、洗濯物たたみ

（5681）2020
（5681）2022

217 南東 西綾瀬3-2-1

地域包括支援センター西綾瀬

地域包括支援センター

あんしん協力員の見守り活動、地域住民向け行事
（介護者教室、認知症カフェ等）補助

（5681）7650 nishiayase_houkatsu
（5681）7657 @aijukai.com

281 北西 西新井1-33-15

ピオーネ西新井

特別養護老人ホーム・デ
イサービス

話し相手、将棋、囲碁、簡単な清掃、レクリエー
ション、その他応相談

（6807）1213

11 ページ

（3855）1022

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

280 北西 西新井2-11-4

74

北西 西新井2-5-5

316 北西 西新井3-14-3

335 北西 西新井4-26-21

46

67

北西 西新井4-38-27

北西 西新井5-34-1

施設名称
足立区社会福祉協議会
スセンター

あいあいサービ

高齢者在宅サービスセンター西新井

ル・ソラリオン西新井

施設種別

ボランティア活動内容
事業の説明会の準備・後片付け・受付、広報紙の折
り込み・封入、イベントの手伝い等

社会福祉協議会

食事の配・下膳、レクリエーション支援、芸能披
露、趣味活動支援、行事付き添い補助、はじめての
らくらく教室の補助、喫茶コーナー補助、介護予防
教室サポーター
話し相手・シーツ交換（ベッドメイキング）・見守
り・書道・レクリエーション介助・散歩の付きそ
い・クラブ活動の手伝い

デイサービス

特別養護老人ホーム

ケアパートナー西新井

通所介護

ツクイ足立西新井

デイサービス

高齢者在宅サービスセンターはごろも

デイサービス

電話番号
ＦＡＸ番号
（3856）0274
（3856）0299
（5837）5131
（5837）5136
（3899）3005
（3899）3085

書道、将棋、踊り、歌、演奏、ドライヤーなどの整
容、話し相手

（5837）1551

お茶出し、配膳・下膳、整髪補助、食器の用意・洗
い、レクリエーション支援、衣類・靴の準備、話し
相手、娯楽相手

（5839）3535

芸能披露、お茶出し、話し相手、入浴後の整髪補助

メールアドレス

（3855）8870

（5839）3525
（5837）8910
（5837）8911

18

北西 西新井5-35-2

246 北西 西新井5-41-1

介護老人保健施設いずみ

大内病院

高齢者グループホーム

243 北西 西新井5-42-5

居宅介護支援事業所

99

北西 西新井6-24-16

（5838）2277

話し相手、お茶出し、見守り、レクリエーション、
芸能披露

（3890）1306

認知症対応型共同生活介
護

話し相手、お茶出し、見守り、レクリエーション、
芸能披露

（5691）0308 komorebi
（5691）0308 @oouchihp.net

居宅介護支援事業所

話し相手、お茶出し、見守り、レクリエーション、
芸能披露

（5838）0578

入所者に対する唄・踊り等の提供、地域との連携に
よるサービスの提供

（3898）0022 rouken
（3898）5001 @mizuno.or.jp

館内清掃、配・下膳、お茶出し、話し相手、見守
り、趣味活動支援、レクリエーション支援、芸能披
露

（3898）9351

病院

245 北西 西新井5-42-10

229 北西 西新井6-24-13

芸能披露、話し相手、見守り、レクリエーション支
援、シーツ交換、配膳、下膳、洗濯物管理、館内清
掃

介護老人保健施設

こもれび

水野介護老人保健施設

ひだまり

介護老人保健施設

水野通所リハビリテーション「オバマ」 通所リハビリ

12 ページ
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（3856）0448

（5838）0588
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R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号
6

日常
生活
圏域

所在地

北西 西新井6-32-10

施設名称

施設種別

水野指定通所リハビリテーション

ボランティア活動内容

通所リハビリ

車椅子での移動補助

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（3898）8080
（3854）5320

98

北西 西新井6-32-10

289 北西 西新井6-32-10

71

北西 西新井7-10-14

水野通所リハビリテーション「元気」

社会医療法人社団昭愛会

通所リハビリ

水野記念病院 病院

グループホームじゃすみん西新井

グループホーム

館内清掃、配・下膳、お茶出し、話し相手、見守
り、趣味活動支援、レクリエーション支援、芸能披
露

（3898）7500

レクリエーション支援、趣味活動支援、芸能披露・
演芸、傾聴ボランティア

（3898）8080

レクリエーション支援、館内清掃、外出介助の補助

（3898）7532

（3854）5320
（6904）4481
（6904）4482

409 南西

西新井栄町1-415

グループホームすずめのお宿西新井

認知症対応型共同生活介
護

利用者とのお話し、園芸、ホーム内掃除、散歩付添
い

（5845）3210 h.naruse
（5845）3211 @fukujukaigr.or.jp

382 南西

西新井栄町3-121

さかえっこ学童保育室

学童保育室

子どもの見守り、昔遊び、手芸、掃除、皿洗い等手
伝い

（3880）0876

西新井本町1-2536

介護老人保健施設むくげのいえ

西新井本町2-231

介護老人保健施設レーベンハウス

西新井本町2-231

レーベンハウス通所リハビリテーション 通所リハビリ

西新井本町2-231

地域包括支援センター西新井本町

西新井本町4-1117

デイサービスセンター四季彩

西新井本町4-1316

グレイスホーム

94

10

11

南西

南西

南西

224 南西

320 南西

25

南西

介護老人保健施設

レクリエーション支援

（3880）0876
（5838）0788
（5838）0789

介護老人保健施設

地域包括支援センター

デイサービス

特別養護老人ホーム

話し相手、芸能披露、レクリエーション支援、整髪
補助、お茶出し、清掃、雑務

（3854）4761

話し相手、芸能披露、レクリエーション支援、整髪
補助、お茶出し、清掃、雑務

（3854）4761

介護者教室・介護予防教室等の運営補助、機関紙等
の発送作業、認知症カフェ当日の手伝い

（3856）6511

レクリエーション支援、話し相手、マージャン相
手、折り紙・編み物・あやとり指導、演芸、芸能披
露 等

（3854）6723

話し相手、行事・外出介助の補助、クラブ活動支
援、居室清掃

（3890）0214
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R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

57

南西

238 南西

所在地

施設名称

西新井本町4-1316

西新井本町友興の園

西新井本町4-297

デイサービスきらら

274 北西 西伊興4-1-1

施設種別

ボランティア活動内容
話し相手、入浴後の整髪補助、清掃、娯楽相手、外
出介助の補助

デイサービス

デイサービス

芸能披露、話し相手、娯楽相手、清掃、雑務

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（3890）0705
（3890）0951
（5838）0065
（5838）0065

プラチナ・シニアホーム足立竹ノ塚

ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅

演芸

（5838）0607
（5838）0608

410 北西 西伊興4-7-21

グループホームすずめのお宿西伊興

認知症対応型共同生活介
護

利用者とのお話し、園芸、ホーム内掃除、散歩付添
い

110 北西 西保木間1-23-4

デイサービスセンター西保木間

デイサービス

話し相手、お茶出し、趣味活動支援

（5647）6510 k.mutou
（5647）6516 @fukujukaigr.or.jp
（5831）1091
（5831）1092

34

北西 西保木間2-5-16

179 北東 花畑1-23-13

シルバータウン縁苑

ともの家

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

有料老人ホーム

小規模多機能型居宅介護

清掃、芸能披露、話し相手

（3860）9168
（3860）6806
（5831）6645
（5831）6646

7

1

北東 花畑1-3-13

北東 花畑1-35-11

グループホームみんなの家花畑１丁目

グループホームみんなの家花畑２

芸能披露、話し相手、趣味活動支援、洗濯物たた
み、体操指導補助

グループホーム

グループホーム

話し相手、芸能披露、見守り

（5851）1620
（5851）1630
（5851）0122
（5851）0133

385 北東 花畑1-7-16 1F

ディサービスセンターＡ（エース）

話し相手、将棋、体操、
園芸、配下膳、芸能披露、
趣味活動支援等

デイサービス

312 北東 花畑3-5-17

じゃすみん花畑

小規模多機能型居宅介護

レクリエーション支援、館内清掃、外出介助の補助

164 北東 花畑4-16-8

花畑地域学習センター

地域学習センター

駐輪場整理、巡回防犯業務、生涯学習活動支援、花
壇の手入れ
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施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

施設名称

施設種別

電話番号

ボランティア活動内容

ＦＡＸ番号

メールアドレス

372 北東 花畑4-20-1

花畑あすか苑

特別養護老人ホーム

傾聴、洗濯物たたみ、食器洗い、掃除、縫い物、歌
や踊り披露、散策付添い、喫茶手伝い、園芸

（5856）4751 hanahata_asukaen
（5856）6715 @seifuukai.or.jp

373 北東 花畑4-20-1

ディサービスセンターあすか

デイサービス

傾聴、食器洗い、縫い物、歌や踊り披露、散策付添
い、園芸

（5856）4751 hanahata_asukaen
（5856）6715 @seifuukai.or.jp

看護小規模多機能型居宅
介護

清掃、芸能披露、話し相手、配膳、下膳

デイサービス

お茶出し、昼食配膳、話し相手

178 北東

44

花畑4-23-7 第3
良さんの家
けあともビル2階

北東 花畑4-39-10

デイサービスセンターはなはた

（5831）2690
（5831）2691
（3885）4864
（3860）0950

45

北東 花畑4-39-10

特別養護老人ホーム足立新生苑

特別養護老人ホーム

話し相手、散歩の付き添い補助、喫茶ウェイトレ
ス、クラブ活動補助、シーツ交換、洗濯物たたみ、
食事後片付け

（3883）7946
（3860）0950

221 北東 花畑4-39-11

地域包括支援センターはなはた

地域包括支援センター

あんしん協力員の見守り活動、認知症カフェ当日の
手伝い

（3883）0048 hanahata
（3883）0351 @seifuukai.or.jp

236 北東 花畑6-16-1

日介ケアセンター花畑

デイサービス

歌・フラダンス・手品等、話し相手

（5851）3373 hanahata
（5851）3378 @nikkai-center.co.jp

綾瀬共同作業所

精神障がい者共同作業所
通所訓練事業

喫茶業務の補助、ケーキ販売の補助、パソコン指導

足立区綾瀬福祉園

障がい福祉サービス

・作業活動、創作活動の補助
・利用者の話し相手
・軽運動、ウォーキングの補助

（3605）7187

レクリエーション支援、散歩の付き添い補助、洗濯
補助、習字・俳句の指導補助、洗濯・洗濯干し、
ベットメイク、話し相手

（5616）1094

習字、編み物、将棋等趣味活動のボランティア
三味線、琴、歌、踊り等

（3628）8115

113 南東

東綾瀬1-23-5
雅マンション101

342 南東 東綾瀬1-26-2

54

南東 東綾瀬3-13-11

205 南東 東綾瀬3-14-5

277 南東 東綾瀬3-14-21

グループホームゆとりあ

かなりやデイサービスセンター

めいと東綾瀬

グループホーム

デイサービス

有料老人ホーム

他

芸能披露、レクリエーション補助、趣味活動支援

（5682）9988 lespoir-ayase
（5682）9988 @aurora.ocn.ne.jp

（3605）6715

（3605）1092

（3628）8116
（5613）8600
（5613）8677
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元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

324 南東 東綾瀬3-9-1

432 北西 東伊興1-14-7

施設名称

ル・ソラリオン綾瀬

葦の会作業所

施設種別

特別養護老人ホーム

障がい福祉サービス

ボランティア活動内容
喫茶、お花（華道）、お茶（茶道）、書道、フラ
ワーアレンジメント、音楽、折り紙

年２回開催する作業所祭りでの模擬店等の手伝い

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（5613）1176
（5613）1187
（3857）8839
（3857）8839

68

北西 東伊興3-21-3

東伊興指定通所リハビリテーション

通所リハビリ

話し相手、見守り、芸能披露

（5691）7077
（5691）7076

315 北西 東伊興3-21-8

プレザンメゾン足立東伊興

有料老人ホーム

傾聴ボランティア、レクリエーション

（5647）1580
（3896）1851

2

3

北東 東保木間1-19-5

北東 東保木間1-19-5

321 北東 東保木間2-1-1

特別養護老人ホームはるかぜ

老人デイサービスセンターはるかぜ

ようせいメディカルヴィラ

特別養護老人ホーム

デイサービス

有料老人ホーム

芸能披露、娯楽相手、話し相手、園芸、趣味活動支
援、裁縫、洗濯物たたみ

（5851）7055

芸能披露、娯楽相手、話し相手、園芸、趣味活動支
援、裁縫、洗濯物たたみ

（5851）7055

芸能披露、傾聴、見守り、清掃、園芸、洗濯ものた
たみ、繕いもの、シーツ交換

（5831）3370

（3883）8776

（3883）8776

（5831）3460

434 北東 一ツ家1-2-1

スマイル・エイジングかなえ組

認知症対応型通所介護

デイサービスでの昼食作り、演芸、脳の健康教室、
ちびっこどんぶりの日の手伝い

（5856）4882 kanae
（5856）4887 @smile-ap.com

366 北東 一ツ家2-4-3

スマイル・エイジングのぞみ組

認知症対応型通所介護

認知症の方の話相手、外出付き添い、芸能披露、脳
の健康教室、ちびっこどんぶりの日手伝い

（5856）5722 nozomi
（5856）5782 @smile-ap.com

グループホーム常楽

グループホーム

館内清掃、屋外清掃、芸能披露、傾聴、散歩補助

87

北東 一ツ家3-11-13

（5851）2323
（5851）2322

90

北東 一ツ家4-5-11

常楽診療所通所リハビリテーション

通所リハビリ

芸能披露、趣味活動支援、レクリエーション支援

（3850）8721
（3850）8777

129 北東 一ツ家4-5-11

地域包括支援センター一ツ家

地域包括支援センター

介護予防教室、ポールウォーキングの教室準備・見
守り、ごみ出し支援、認知症カフェ当日の手伝い・
介護者サロン当日の手伝い
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（3850）0300
（3850）0370

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

78

千住

125 千住

所在地

施設名称

日ノ出町27-3101

足立区日の出デイサービスセンター

日ノ出町27-4112

地域包括支援センター日の出

402 北東 平野1-19-16

施設種別

デイサービス

ボランティア活動内容

配膳、芸能披露、趣味活動支援、整髪補助

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（3870）1121
（3870）3390

地域包括支援センター

介護教室開催時支援、認知症カフェ

（3870）1184
（3870）1244

足立つくし幼稚園

幼稚園

清掃、草木の手入れ、園児の見守り

（3850）9122
（3850）9100

5

北東

平野1-23-4
寺山ハイツ101

162 北東 平野2-8-2

宅ろう所

ひらの

デイサービス

話し相手、芸能披露、レクリエーション支援

（5831）6881
（5831）6882

デイサービスわかば

りんごの里

デイサービス

芸能披露、レクリエーション支援、趣味活動支援

（5686）2263
（5686）2268

4

北東 保木間1-33-11

グループホームみんなの家保木間

グループホーム

芸能披露、話し相手、趣味活動支援

（5831）8815
（5831）8816

241 北東 保木間1-37-20

デイケアセンターあゆみ

通所リハビリ

芸能披露

（5831）2542
（5831）2543

35

北東 保木間4-14-1

361 北東 保木間4-31-1

387 北東 保木間5-2-20

シルバータウン保木間

有料老人ホーム

ふちえ明生苑

有料老人ホーム

あすなろディサービス

デイサービス

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

（3860）8331

折り紙､手芸､歌の会（唱歌・童謡など）、囲碁、将
棋、麻雀

（5851）2300

フラダンス・折紙・小物作り他

（3860）1216

（5851）2301
（5856）6451
（5856）6452

36

北東 保木間5-23-20

336 北東 保木間5-34-4

足立老人ケアセンター

介護老人保健施設

芸能披露、集団活動での職員の補助、レクリエー
ション支援、話し相手

（5686）3965 rouken-jimu
（5831）2246 @tokyoadachi-med.jp

フロンティアの介護

有料老人ホーム

施設内で入居者の皆さんに、民謡や踊りなどを披露
していただいたり、習字や生花などをボランティア
で教えていただきたい

（6859）6465

すいじんの憩
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（6859）6466

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

235 北東 保木間5-7-12

61

施設名称

そんぽの家竹ノ塚サンフラワー

保塚町15-19 よ
北東 うせいメディカル デイサービスゆとり
コート１Ｆ

施設種別

ボランティア活動内容
入居者の話し相手、趣味活動支援（麻雀、歌、踊
り）

有料老人ホーム

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

（5242）6630
（5242）6631

デイサービス

芸能披露、話し相手、見守り

（5831）3190 koike
（5831）8437 @yosei.or.jp
（3858）1502 hotsuka
（3850）9961 @grandio.co.jp

168 北東 保塚町7-16

保塚地域学習センター

地域学習センター

将棋サロン、囲碁サロン、コミュニティひろば(工
作・こども達の見守り)

305 南西 堀之内2-3-17

愛の家グループホーム足立堀之内

グループホーム

書道、趣味活動、散歩付添い、話し相手、芸能披露

（5838）1940
（5838）1941

89

北東 南花畑1-13-20

ケアパートナー花畑

デイサービス

芸能披露、趣味活動支援、清掃、園芸

（3859）2838
（3859）2872

32

12

13

北東 南花畑2-12-12

北東 南花畑2-5-17

北東 南花畑2-5-17

第６シルバータウン

デイサービスセンター遊・南花畑

グループホームみんなの家南花畑

有料老人ホーム

デイサービス

グループホーム

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

（5686）5011

話し相手、芸能披露、趣味活動支援、お茶出し、傾
聴、見守り、清掃

（5851）7261

芸能披露、レクリエーション支援、雑務

（5686）5013

（5851）7262
（5851）5106
（5851）7262

139 北東 南花畑2-6-8

デイサービスセンターたくみ

デイサービス

話し相手、芸能披露、趣味活動支援

（5851）1580
（5851）1581

275 北東 南花畑3-33-1

416 北東 南花畑3-35-10

33

北東 南花畑4-19-10

認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

将棋、囲碁、編み物、絵画、書道、フラダンス、
琴、和紙工芸、話し相手、環境整備、外出の付き添
い

（5831）6963

スマイリングホームメディス足立

有料老人ホーム

花壇のお手入れ、健康体操の補助、コーヒー出し、
イベントの補助、1階エントランスの環境整備

（5851）3800 medis_adachi
（5851）3802 @greenlife-inc.co.jp

第３シルバータウン

有料老人ホーム

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

（5686）3586

日介ケアセンター六町
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（5831）6965

（5686）1034

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号
29

日常
生活
圏域

所在地

北東 南花畑4-20-1

328 北東 南花畑5-17-15

施設名称

第１０シルバータウン

みなみはなはたの憩

有料老人ホーム

有料老人ホーム

電話番号
ＦＡＸ番号

レクリエーション支援、話し相手、シーツ交換、
ベッドメイク、洗濯物たたみ、館内清掃、配膳・下
膳、お茶出し、車椅子による館内移動補助

（3850）2813

傾聴、書道、華道、絵手紙、踊り、楽器演奏、掃
除、歌、落語等

（6859）8165

メールアドレス

（3850）2815

（3858）0388

話し相手、レクリエーション支援

（6903）3115 nukumorinoie1
（6903）3162 @dream.ocn.ne.jp

足立やわらぎ苑

有料老人ホーム

レクリェーション支援、芸能披露、話し相手

（3927）0018 a-yawaragi
（3927）0360 @abeam.ocn.ne.jp

サニーライフ足立

有料老人ホーム

衣類の名札付け・修繕、レクリエーション支援、話
し相手

デイサービス

202 南西 宮城1-32-4

北東 六木3-45-20

ボランティア活動内容

デイサービス

273 南西 宮城1-28-16

26

施設種別

ぬくもりの家

（5682）3600
（5673）3612

368 北東 六木4-7-24

ご長寿くらぶ足立・六木

有料老人ホーム

歌や踊り、楽器演奏などの芸能披露、施設敷地内外
の清掃・園芸

（5849）3360 gochouzyuclub-adachikumutsugi
（5849）3368 @iaa.itkeeper.ne.jp

284 北東 六木4-9-10

介護老人保健施設イルアカーサ

通所リハビリ

芸能披露、園芸、手芸、音楽（ハンドベル、和太
鼓）、紙芝居、舞踊、読み語り、絵手紙、落語、南
京玉すだれ等

（5673）1022 k-yasuoka
（5673）1021 @jiseikai-phcc.jp

433 北東 六木4-9-10

介護老人保健施設

介護老人保健施設

傾聴、園芸、手芸、絵手紙、芸能披露（楽器演奏、
ダンス、マジック、紙芝居、舞踊、読み語り、落
語、南京玉すだれ等）

（5673）1020 k-yasuoka
（5673）1021 @jiseikai-phcc.jp

デイサービス

芸能披露、話し相手、レクリエーション支援、木の
手入れ、将棋相手、見守り、お茶出し、音楽（ハン
ドル）、車イスによる館内移動補助

（5845）5700

77

南西 本木1-20-5

429 南西 本木1-20-8

イルアカーサ

日介ケアセンター本木

サンテデイサービスセンター本木

デイサービス

レクのお手伝い、傾聴ボランティア、清掃等

（5845）5715
（6806）3811
（6806）3813

79

南西 本木1-3-7

いずみ記念病院通所リハビリテーション 通所リハビリ

芸能披露

（5888）2128
（5888）2117

408 南西 本木1-4-10

グループホームすずめのお宿本木

認知症対応型共同生活介
護

利用者とのお話し、園芸、ホーム内掃除、散歩付添
い

19 ページ

（5845）1600 s.arai
（5845）1602 @fukujukaigr.or.jp

R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

施設名称

ボランティア活動内容

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

あんしん協力員の見守り活動、認知症カフェ当日の
手伝い、事業所花壇の手入れ、介護教室等の手伝い

（5845）3330 motoseki-houkatsu
（5845）3338 @fukujukaigr.or.jp

社会福祉法人長寿村あやせコミュニティ
複合型施設
パーク

庭木・植木の手入れ、囲碁等の相手、話し相手、お
茶配り・洗い物・繕い物等

（5613）5500

ケアセンターつどい谷中

レクリエーション支援

216 南西 本木1-4-10

地域包括支援センター本木関原

278 南東 谷中1-17-7

105 北東 谷中3-8-19

施設種別

地域包括支援センター

デイサービス

（3620）5228
（5613）8332
（5613）8329

318 南東 谷中1-17-7

17

千住 柳原1-25-15

234 千住 柳原1-29-16

240 千住 柳原1-29-16

8

39

40

41

千住 柳原2-33-6

北西 六月1-6-1

北西 六月1-6-1

北西 六月1-6-1

223 北西 六月1-6-1

グループホーム花街道

読み聞かせ、美容、メイクマッサージ、ネイル、ヨガ、茶道、華道、フ
ラワーアレンジメント、音楽（歌）、アニマルセラピー、楽器、掃除補
助（障子直し）、マジック、ダンス、フラダンス、ハンドベル、落語、
和太鼓、演劇、傾聴、手芸

グループホーム

（5613）5506
（3620）5228
（3881）1691 houkatsu-senjunosato
（3870）6717 @totokyogikai.jp

地域包括支援センター千寿の郷

地域包括支援センター

介護予防教室運営補助、認知症カフェ当日の手伝い

小規模多機能サービス

小規模多機能型居宅介護

散歩・外出の付き添い補助、話し相手、演芸・囲
碁・将棋・社交ダンス等の趣味活動補助

（5284）2165

散歩・外出の付き添い補助、話し相手、演芸・レク
リェーション支援の補助

（3870）3089

芸能披露、趣味活動支援、コーヒーサービス、布切
り、お茶会

（3870）4621

芸能披露、新聞・本などの読み聞かせ、クラブ活動
補助、施設内の喫茶（毎月第４日曜日）のウェイト
レス、洗濯物たたみ

（5242）0303

芸能披露、話し相手、お茶出し、昼食配膳・片付
け、見守り

（5242）0301

認知症デイサービス

老人保健施設

よりみちの家

よりみち

千寿の郷

特別養護老人ホーム六月

デイサービスセンター六月

認知症対応型通所介護

介護老人保健施設

特別養護老人ホーム

デイサービス

（5284）2170

（3870）3117

（3870）5228

（5242）0306

（5242）0317

ケアハウス六月

軽費老人ホーム

喫茶店のウェイトレス、ウェイター、創作活動支援
補助、施設内外の清掃・裁縫補助、クラブ講師補助

（5242）0305 rokugatsu
（5242）0306 @seifuukai.or.jp

地域包括支援センター六月

地域包括支援センター

あんしん協力員の見守り活動、認知症カフェ当日の
手伝い、六月オレンジほっとカフェのお手伝い、ら
くらく教室、予防教室のお手伝い等

（5242）0302 houkaturokugatsu
（5242）0327 @seifuukai.or.jp
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R3.6.30現在

元気応援ポイント事業受入機関一覧

施設
番号

日常
生活
圏域

所在地

施設名称

301 北西 六月2-11-20

特別養護老人ホーム

302 北西 六月2-11-20

デイサービスセンター

362 北西 六月2-32-6

グループホーム竹

足立万葉苑

足立万葉苑

施設種別

ボランティア活動内容

電話番号
ＦＡＸ番号

特別養護老人ホーム

和太鼓や盆踊りなどの芸能披露、イベント支援、趣味活動支
（5856）6695
援、レクリエーション活動支援、将棋・囲碁・麻雀などの相
手、傾聴・話し相手、図書・絵本等の朗読や読み聞かせ、家
（3858）1700
事援助、施設周辺掃除、車椅子清掃、散歩付添

デイサービス

芸能披露、話し相手、配膳、将棋相手、レクリエー
ション活動手伝い、散歩付添、家事援助、見守り、
工作手伝い、図書・絵本等の読み聞かせ

グループホーム

イベント時の出し物、囲碁・将棋の相手

（5856）6695
（3858）1700
（5831）0200
（5831）0212

359 北西 六月2-33-8

竹の塚明生苑

有料老人ホーム

イベント時の出し物、囲碁・将棋の相手

（5831）0210
（5831）0212

360 北西 六月2-35-8

竹の塚明生苑六月

有料老人ホーム

芸能披露、レクリエーション支援

（5831）0311
（5831）0316
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メールアドレス

