特定非営利活動法人地域福祉サポートちた
あなたの想い､わたしの想いをかたちにしたい・・・

法人設立20周年記念誌
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０～１００歳のちた型地域包括ケアまちづくり

地域福祉サポートちた ５つの事業
１ そだちあう （人材育成・研修事業）
安心して、心豊かに暮らせる地域づくりを担う、市民として育ちあえる人材育成を行っています。
■介護員養成研修（初任者，初任者フォローアップ，喀痰吸引等第３号，行動援護従業者，強度行動障害支援者/基礎・実践）
■現場視察型協働研修 ■マネジメントセミナー ■インターンシップ ■日本福祉大学ＮＰＯ協働型サービスラーニング

２ おうえんする （市民活動支援事業）
たくさんの「やってみようかな」を応援するため、ボランティアや市民活動のきっかけづくりを行っています。
■手づくりカフェ Ada-coda ■ＮＰＯ事務局支援 ■市民活動センター運営 ■ベティ基金事務局

3 であいをつくる （情報交流促進事業）
分野を超えたNPOのつながりや会員団体をはじめとする市民活動の交流を促進するための情報提供を行っています。
■会員交流会 ■ＮＰＯリーダー研修 ■SUPPORT NEWS（機関情報紙） ■WEBサイト

４ きいて、こたえる、つなぐ （啓発・相談事業）
NPOの現場や市民活動の生の声を届け、活動の中の迷いを共に考え、育ちあえる努力を行っています。
■NPO法人設立・運営相談 ■講師・検討委員等派遣

５ しらべてつたえる （調査・研究・提言事業）
NPOや市民活動についての調査報告や社会資源の創出や、協働プロジェクトをつくり政策提言を目指しています。
■会員団体実態調査 ■ニッセイ財団40周年記念特別委託研究「地域共生社会の実現に向けた地域包括支援体制構築の戦略
ー0歳から100歳の全ての人が安心して暮らせる地域づくりをめざしてー」協働プロジェクト
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データで見る20年
１ 介護員養成研修 （累計）
1996年から始まったヘルパー2級養成講座（現 介護職員初任者研修）がきっかけとなり1999年に法人設立しました。
これまでに7329人の介護員が巣立ちました。近年は、障害支援者等養成の需要が高く、医療連携も求められています。
■ ヘルパー2級・初任者研修

■ 行動援護従業者

２ ＮＰＯ研修 （累計）
「わが地域にもNPOを立上げたい。実際の現場をこの目で確かめたい」という相談から始まったNPO現場視察は、行政職
員協働研修や民生委員などの地域活動の担い手研修としても活用され、座学にはないフレキシブルな研修として、これまで
に延べ7757人が受講しています。
■ 定例開催
■ 行政委託の随時開催
■ 民間等委託の随時開催

３ 会員数の推移
「困った時は、おたがいさま」で始まった市民活動は、ともにまちを育て、人と育ちあうネットワークとして、また、課題解決の
ために関係者が結集する「イカダ連隊型福祉」のプラットホームとして、私たちの理念は、知多半島内外に広がっています。
■ 正会員(団体)
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■ 正会員(個人)

■ 準会員(団体)

■ 準会員(個人)

20年のあゆみ
1997年

ホームヘルパー2級養成研修講座 開始

1998年

サポートちたの前身「ちた在宅ネット」設立 11団体参加

1999年

法人登記

2000年

法人設立1周年記念事業「地域福祉とNPO」

2001年

日本福祉大学での学生向けヘルパー講座開始
事務所移転（NPO・ボランティア情報ひろば開設 知多市）
NPO・ボランティア情報ひろばオープニングイベント 講演 田中尚輝氏 「NPOのこれから」

2002年

代表交代（初代 山﨑等 ⇒ 二代目 松下典子）
NPOマネジメントセミナー開始（月1回）・・・(旧)「代表者・運営者経営セミナー」
5市5町NPO担当課へ訪問開始 （年1回）
NPO現場見学バスツアー開始 （月1回）
法人設立3周年記念事業 講演 関戸美恵子氏

2003年

地域ケア起業講座 開始 （～2005年）
手づくりカフェ Ada-coda オープン （ワンデイシェフ方式）
成年後見プロジェクトチーム結成 （弁護士、社会福祉士、理事、事務局）

2004年

協働研究プロジェクトによる知多半島NPO研究が始まる （有識者、理事、事務局）
精神障害者ホームヘルパー養成特別研修講座
法人設立5周年記念事業 講演 谷岡郁子氏
県、市職員インターンシップ受け入れ開始

2005年

成年後見学習会
ＮＰＯと行政の協働、５市５町意見交換会

2006年

共同研究フォーラム「持続可能な地域社会に向けて」
第11回 人に優しい街づくり賞（愛知県） 受賞

2007年

事務所移転、知多市市民活動センター内へ
行動援護従事者養成研修開始
成年後見先進地訪問研修 (5市5町担当者)
第１回成年後見５市５町調整会議 （7回で終了）
NPOと行政の協議の場づくり （愛知県委託事業）
成年後見センター設立総会
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知多市遊休施設を無償貸与され、2001年10月に事務所として
入居すると同時に、民設民営のNPO支援センター ｢NPO・ボラン
ティア情報ひろば｣を開設しました。2006年12月末の移転まで、
ここから多くの人が集い、事業がうまれました。

●2001年 NPO・ボランティア情報ひろば オープニングイベント
第1部「NPOほんね討論会」 第2部 講演「NPOのこれから」

●2003年 NPO・ボランティア情報ひろばにオープンした~手づくりカフェ~Ada-coda

●2001年 ホームヘルパー２級養成研修（日本福祉大学会場）
●2002年 法人設立３周年「知多半島再発見 地域資源とネットワーク」

●2004年 NPOマネジメントセミナー 一泊研修（チッタ・ナポリ会場）
第1部 講演「NPO法人から社会福祉法人への選択」 第2部 パネルディスカッション
●2004年 法人設立５周年記念シンポジウム
「安心して暮らせる地域づくりのために市民の力をどう育むか」

●2004年 地域協同フォーラム in あいち 「ネットワーク作りを通した新しいふれあい社
会の構築」 第1部 講演「ネットワークが創る豊かな社会」 第2部 地域協同フェア

●2007年 愛知県地域協働促進事業
５会場（一宮市、長久手町、知多市、一色町・吉良町、田原市）で開催
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20年のあゆみ
2009年

日本福祉大学NPO協働型サービスラーニング開始
福祉のあるまち 優しい“我がまち”づくり（ハート＆ハンズ事業）モデル地区として展開
法人設立10周年記念事業 映画「降りていく生き方」上映会
協働ロードマップ策定事務局運営業務 （愛知県委託事業）

2010年

第７回日本地域福祉学会地域福祉優秀実践賞受賞（新潟県）
代表交代（二代目 松下典子 ⇒ 三代目 岡本一美）
愛知県NPO雇用調査 （NPO法人ボランタリーネイバーズと協働)

2011年

地域力をたがやすフォーラム～ささえあいの居場所づくり～ （白寿会助成事業）
子ども若者自立支援地域フォーラム～ゆるやかな自信をはぐくむ場をつくるために～
新しい支え合いの仕組みづくりのための協議の場開催事業(新しい公共支援事業・新しい公共の場づくりのためのモデル事業)

2012年

新しい公共支援事業基金事業「地域をつむぐ「協議の場」推進事業」

2013年

喀痰吸引等研修（第3号）開始
新しい公共支援事業基金事業「新しい公共支援事業成果普及啓発事業」地域円卓会議普及セミナー

2014年

フードバンクプロジェクト＠ちた始まる
～手づくりカフェ～ Ada-coda 衛生管理優良施設表彰（愛知県食品衛生協会）
ちた型地域包括ケアのまちづくり！地域資源ネットワーク構築事業 （あいちモリコロ基金助成事業）
ベティ基金運用開始 （株式会社R＆Tカンパニー委託事業）

2015年

重度訪問介護従事者養成研修（基礎課程）開始
愛知県これからの協働を考えるフォーラム （分科会：大学,行政,NPO,企業との連携による人材育成～知多半島の事例～）
強度行動障害支援者養成研修（基礎課程）開始

2016年

日本福祉大学との包括連携に関する協定を締結
輝け、ワタシ！ブランクを埋めて私らしい働き方応援プロジェクト愛称：うめぷろ（モリコロ基金助成事業）
強度行動障害支援者養成研修（実践研修）開始

2017年

代表交代（三代目 岡本一美 ⇒ 四代目 市野恵）
介護職員初任者フォローアップ研修開始

2019年

ニッセイ財団40周年記念特別委託研究「地域共生社会の実現に向けた地域包括支援体制構築の戦略
―0歳から100歳の全ての人が安心して暮らせる地域づくりをめざして―」 （日本福祉大学と協働）
非営利組織のためのグッドガバナンス認証団体として認証される 認証番号2019G(0)0010
サポートちた20周年記念事業「次世代とともにこれからの社会を考える」 講演 前野隆司氏
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●2009年 法人設立10周年 つながる・ひろがる・ささえあう 知多地域市民まつり同時開催愛フェス知多地
域イベント（半田市・（N)むそうとの３者実行委員会）, ファンドレイジングイベント 愛フェス NPO村へ出展
講演「家族、コミュニティ、市民社会の市民として今、私たちに問われているものは何か？」

●2010年 第7回日本地域福祉学会地域福祉優秀実践賞

●2013年 障がい児・者の虐待を考える心のバリアフリー
推進

●2013年~ 喀痰吸引第3号研修

●2017年~ サービスラーニング意見交換会

●2010年 定例100回記念現場視察研修

●2013年 地域円卓会議普及啓発セミナー

●2014年 円卓会議で進める
ちた型0~100歳の地域包括ケアのまちづくり

●2011年 子ども・若者自立支援地域フォーラム

●2013年 フードバンク連携
コミュニティカフェ立ち上げ促進事業

●2014年~ 読み聞かせボランティアとコラボ ママと子どものランチ

●2019年 日福大ニッセイPJ 地域共生の実現講演 ●2019年 法人設立20周年 次世代とともにこれからの社会を考える
第1部講演「幸せのメカニズム」 第2部パネルディスカッション
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会員団体紹介
NPO法人 りんりん

NPO法人 菜の花

〒475-0962愛知県半田市岩滑高山町5-4

〒475-0923愛知県半田市春日町3-10-2

TEL 0569-21-3646

TEL 0569-84-2070

FAX 0569-32-6623

E-mail npo@rinrin.or.jp
発足日 1994.12.18

URL http://rinrin.or.jp

FAX 0569-84-2071

E‐mail info@snc-nanohana.com

法人設立日 1999.7.7

URL http://www.snc-nanohana.com

活動事業所名 りんごぴあ （半田市岩滑高山町5-1）

法人設立日 2001.11.6
活動事業所名 デイサービスセンター菜の花
ケアプランセンター菜の花
菜の花の家～成岩 放課後児童クラブ こどものいえ
キッチンなのはな

1994年､一人暮らしの高齢男性が､退院後の援助を必要としていることを
知った｢七人の女侍｣が支援を始めたのがきっかけでした。設立当初は在宅
訪問が中心でしたが､現在ではデイサービスや放課後児童クラブ､また｢り
んごぴあ｣を拠点に居場所づくりを
はじめ多世代交流をすすめ､岩滑
を中心に信頼される市民活動を展
開しています。
｢困ったときはおたがいさま｣の心を
大切に｢たすけあう心で すべての人
が健康で 安心して暮らせる いいま
ちづくり｣を目指しています。

心のバリアフリーを目指して…
地域の若者から子育て中のお母さん､
子どもたち､退職されて何かやってみ
たいなと考えている方々や高齢者､体や
心にハンディーのある方々…
住み慣れた地域の中で､自分のキラリ
が見つけられる場所作りや､心と心を
つなぐサポートを目指しています。
（介護予防）通所介護､小規模多機能型居宅介護､居宅介護支援､放課後
児童健全育成事業､高齢者配食サービス/就労継続支援/各種福祉相談/
青少年の健全育成､たすけあい､ボランティア育成

NPO法人 ひだまり
〒475-0866愛知県半田市清水北町3-1
TEL 0569-26-3835 FAX 0569-26-3834
E‐mail hidamari@dolphin.ocn.ne.jp
発足日 1997.5.1 法人設立日 2002.2.8
活動事業所名 ふらっとスペースならわ （半田市有楽町2-22）

NPO法人 toピア
〒475-0922愛知県半田市昭和町4-10-1
TEL 0569-23-1152 FAX 0569-47-5322
Ｅ‐mail topia_handa@ybb.ne.jp
法人設立日 2005.3.18

人は要介護になっても住み慣れた家で､
地域で､まちで､自分らしく輝き続けたい
と願っています。
そんな人々の願いに寄り添いながら少人
数で家族的な雰囲気のデイサービスを
はじめとする介護保険事業をはじめ､
絵手紙やヨガなど各種教室や喫茶事業､
移送サービスや保育サービスなどを通じ
て地域活動･生活支援を行っています。

toピアでは自分らしさを活かし､地域
のひとりとして自分らしく､地域や社会
で役割を持ちたいと考えている障がい
のある人たちが､仲間と共に考え一緒
に仕事に取り組んでいます。
障害をもった方も持っていない方々と
同様に､仕事を精一杯がんばって､
役割をもって地域の中で一人ひとりが
活き活きと暮らせるようにサポートして
います。
〔就労継続支援Ａ型事業所：通常の事業所で雇用されることが困難な
障がい者が雇用契約などに基づき、生産活動その他の活動の機会の提
供および、訓練を行う施設〕

社会福祉法人 むそう
〒475-0859愛知県半田市天王町1-40-5
TEL 0569-22-4072 FAX 0569-22-4073
E-mail 2004＠musou.or.jp URL http://musou.or.jp
発足日 1998.4 法人設立日 2004.8
活動事業所名 アートスクエア （半田市長根町3-1-11）
なちゅ板山 （半田市板山町1-28-12）
なちゅ有脇 （半田市有脇町13-101）

NPO法人 共育ネットはんだ
〒475-0871愛知県半田市本町7-36
TEL 0569-89-2001 FAX 0569-89-2001
E‐mail nao-527@space.ocn.ne.jp
URL http://kyouikunet-handa.jimdo.jp
法人設立日 2009.4.24

どんなに重いハンディがあっても､人としてあたりまえの暮らしをごく普通に
送ることのできる社会をつくりたい。
すべての活動に根付いているのは｢必要な時に､必要な人に､必要なサービ
スを｣という基本理念です。
支援当事者を中心に｢育む､
経験する､働く､住む｣の4つを基本
として､グループホームや日中活動､
児童発達支援､地域生活支援など
を愛知･東京･宮城で展開をしてい
ます。
｢社会福祉法人むそう｣はその人だ
けのかけがえのない人生を創り出せ
る場所を目指しています。

様々な出会いと体験を通して､
｢子どもたちを共に育み､子ども
たちと共に育ちあうことを活動
理念とし､子どもたちの限りない
可能性を信じて寄り添い､丁寧
に育むことを目指して活動して
います。
《活動内容》
発達障害児のスポーツ活動
発達障害児の働く体験活動
乳幼児と保護者の戸外活動
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会員団体紹介
NPO法人 プレママクラブ

NPO法人 リナスト

〒475-0025愛知県半田市亀崎大洞町5-9-2

〒475-0837愛知県半田市有楽町1-26

TEL 0569-29-0810

TEL 0569-47-6471

FAX 0569-29-0956

FAX 0569-47-6472

E‐mail info@premamaclub.com

E‐mail npo@linust.or.jp

URL http://www.premamaclub.com

発足日 2015.3

発足日 1993.10 法人設立日 2002.10

活動事業所名 トレーニングスペース リンク
(多機能型:生活訓練･就労継続支援B型)

認可保育園 みらい保育園 のぞみが丘保育園 ゆめ保育園
SAKAI保育園 あかね保育園 すくすく浦里保育園
このみ保育園 SAKURA保育園 SORA保育園
企業主導型保育事業所 チャイルドハウス武豊・半田・東海
プリスクール Chatty Kidｓ English Preschool武豊・大府
学童保育 土っ子クラブ(第1･第2･第3) みんなのき
げんきッズ英比 げんきッズ南部 放課後児童クラブ板山
放課後等デイサービス ドーナッツMaMa
その他 リトミック ピアノ教室 書き方教室 英検教室 学習塾他

URL https://linust.or.jp

法人設立日 2015.6.29

障がいのある方が､自身の生活を
自分で選ぶことができるよう､
伴走型の支援を目指しています。
現在は多機能型の通所施設とグ
ループホーム を中心に相談支援
事業､ヘルパー事業を展開し本人
中心のサービス提供ができるよう
法人職員一丸となって取り組んで
います。

子どもたちが夢や自信を持つ
ことができる環境づくりを通し
て､子育てがハッピーになるよ
うな支援を行い､明るい未来
づくりに貢献する。

NPO法人 あかり
〒479-0813愛知県常滑市塩田町2-135
TEL 0569-35-4185 FAX 0569-35-6862
E‐mail info@akari-npo.jp URL http://akari-npo.jp
発足日 1996.10.6 法人設立日 2000.1.26
活動事業所名 街かどサロンきらり （常滑市塩田町2-135）
デイハウスあかり （常滑市本町1-8）

NPO法人 生活支援センター

わたぼうし
〒475-0846愛知県半田市栄町3-222
TEL 0569-26-4554 FAX 0569-26-4554
E‐mail wata-npo@cac-net.ne.jp
URL http://www.npo-wataboushi.com
法人設立日 2002.10.1

あかりは､例え病気で動けなくなっ
ても､互いに人間としての尊厳を
保ち､住み慣れたところで､友人や
近所の人々とともに､生きる意欲を
持ち､安心して暮らし続ける事ので
きるようなお手伝いをしたいと思い､
活動しています。
たすけあい､介護保険（訪問介護､
居宅介護支援､通所介護) ､
障がい者支援､地域交流､傾聴ボランティアなど､多岐にわたります。
時代が変わる中で､研修や教室､啓発等の活動を通して､地域の方との繋
がりを深めています。

当法人では､年齢や障がいの有
無で生活の場所が区別されるの
ではなく､誰でも暮らし慣れた地
域で共に生活していける社会を
目指し､活動を行っています。
その社会作りのために､子ども時
代から共に経験し､学び､育ち合
っていく場所として学童期児童の
放課後支援を中心にした事業を
行っています。

一般社団法人 soffice
〒479-0866愛知県常滑市大野町5丁目96番地
TEL 0569-47-9450 FAX 0569-47-9455
E‐mail info@soffice-tokoname.com
URL soffice-tokoname.com/
活動事業所名 ルーチェ （就労移行支援事業）
マーレ （就労継続支援B型事業）

一般社団法人 アンビシャス

ネットワーク
〒475-0842愛知県半田市郷中町1丁目46
TEL 070-1627-0900（代表） FAX 0569-89-9097
E‐mail ambitious.network118@gmail.com
URL https://ambitious-network.jimdo.com
発足日 2011.５.１ 法人設立日 2015.８.５

仕事のための心や体の準備をしたい方や日中に
作業をしたい方にsofficeは駅が近く､公共交通
機関で通いやすい常滑市大野町にて障害者福祉
サービスを行っています。
ご利用者様の定員数が少なく､アットホームな場
所となっております。休憩も自分の状況で休めて､
自分のペースで色々なことに取り組めます。
ハローワーク等関係機関とも連携して就職にも力
を入れています。自分らしさの｢タネ｣をsofficeでさ
がして育ててみませんか？

どんな子どもたちも自分の将来
に希望を持って生きていて欲し
い。そんな思いで青年期の子ど
もたちを支える活動を行ってい
ます。子どもたちに近い目線で
向き合いながら､いつでも戻っ
て来られる居場所と子どもたち
と新しいことにチャレンジしてい
けるような場をつくっています。
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会員団体紹介
NPO法人
東海市在宅介護家事援助の会ふれ愛

株式会社 愛和物産
〒479-0844愛知県常滑市大和町1-96
TEL 0569-89-8704

〒477-0034愛知県東海市養父町苅宿31-1

FAX 0569-89-8714

E‐mail watanabeka@lime.ocn.ne.jp

TEL 0562-36-0085

URL https://aiwabussan.amebaownd.com

E‐mail y_sasaki@npo-hureai-kaigo.or.jp

発足日 2014.3

URL http://www.npo-hureai-kaigo.or.jp

法人設立日 2014.3

FAX 0562-36-0132

法人設立日 1999.11.17
我々愛和物産は､知多半島で収穫される食品や加工される食品を中心にそ
して､常滑焼の器といった工業製品を販売しております。キャッチフレーズとし
て｢知多を元気に!!知多を豊かに!!知多をにぎやかに!!｣を掲げ､知多の皆さ
んのお役に立ちたいと考えています。我々の事業として､

私たちは､年をとっても病んでも困
難を抱えても､この町で安心して暮
らすことが出来るようにという理念
のもと､介護保険事業･障害者総合
支援事業のほか､たすけあい活動
を行っています。
もともと｢何かに困っている人に少
しでもお役に立てることができれば｣
という気持ちで立ち上がった団体です。地域におけるつながりが希薄になりつつ
ある現在ですが､今後も､この気持ちを忘れることなく､活動していきます。

1.卸事業は､知多半島地域の料理店､レストラン､ホテルに地産地消商品中
心に納品。
2.昨年から始めました｢買い物弱者｣を支援するた
めの移動販売。
3.常滑焼を中心に卸売販売。
が挙げられます。２.の移動販売については､困って
いる方がお見えになりましたらお声掛けください。

認定NPO法人 ネットワーク大府
〒474-0038愛知県大府市森岡町1-30

NPO法人 学童保育ざりがにクラブ

TEL 0562-44-3735

FAX 0562-44-2953

E-mail npo@horae.dti.ne.jp
〒477-0032愛知県東海市加木屋町東大堀32-55

URL http://www.horae.dti.ne.jp/~npo/

TEL 0562-34-0954 FAX 0562-34-0954

発足日 1992.9.1 法人設立日 1999.9.1

E‐mail npo-zari@ma.medias.ne.jp

活動事業所名 追分デイサービス（大府市追分町2-67）
グループホームわかくさ（大府市若草町3-165）
機能訓練支援型デイサービス｢しゃんしゃん｣

URL http://npo-zari.org
発足日 1979.4 法人設立日 2003.7.7
・学童保育事業
加木屋南学童保育ざりがにクラブ (東海市）
荒尾学童保育どんぐりクラブ (東海市）
渡内学童保育おおぞらクラブ (東海市）
学童保育げんきッズ草木(第一､第二） (阿久比町）
学童保育げんきッズ東部(第一､第二､第三､第四) (阿久比町）

高齢社会の進展と共に核
家族化が進み､一人暮らし
の人も確実に増加してい
ます。日常の生活を維持
することが困難になった
時､短時間の助け合いの
心を大切にする市民と共
に住み慣れたところで安
心して暮らせるまちを目指して､1992年９月に設立しました。住民参加型の
在宅介護･家事援助を柱として､配食サービス､病児病後児保育､児童放課
後支援｢キッズクラブ｣など､また地域ふれあいサービスとして､パン工房､さをり
織り､ねっとわーくサロンなど地域住民の要望に沿った種々の活動･地域
の福祉力を高める活動をしております。

・障害児の地域生活支援事業
①日中一時支援事業他 ②放課後等デイサービス｢まるまるね｣
・ＮＰＯ自主事業
地域子育て支援事業

NPO法人 はっぴいわん大府
〒474-0046愛知県大府市吉川町3-288
TEL 0562-46-1775

全ての子どもたちに豊かな放課後を､全ての人々に育て働く喜びを。

FAX 0562-46-1775

E-mail k-tonbo71@ma.medias.ne.jp
発足日 2008.1.20 法人設立日 2007.11.26

地域たすけあいの会 つどい

活動事業所名 ふれあいの居場所 みどり（大府市江端町3－85）
ふれあいの居場所 長草横丁(大府市長草町ドンド19)

〒476-0011愛知県東海市富木島町東山田118-11

市民が最後までいきいきと生き
がいを持って､ピンピンと楽しく
生きたい。｢はっぴいわん｣は皆
の生きがいづくりのお手伝いを
し､｢いつ来てもいい､いつ帰っ
てもいいみんなの家｣で､食事･
喫茶をし､お互い顔を知り合い､
助け合いの仲間を作り､この町で安心して暮らせる他人家族を作り､お互い
に助け合って生きていきたい。
【活動内容】居場所:食事と喫茶、お弁当の配達､学習会・講座（認知症予防
教室など）､生きがいクラブ、手作り品、農作物の委託販売、はっぴいわん共同
農園（男の居場所）平成21年9月～、お互いの助け合い・支え合い（家事のお
手伝い､病院への付添いなど）

TEL 052-604-5820
住みなれたまちで､安心して暮らせて､
お互いに助け合い､いつでも､いつまで
も健やかに生活していける地域づくり
のため､互助(ごすけ)の心がつどい合う
助け合いの会として気兼ねなく､支援
する人､受ける人どちらも共に笑顔で
満足できる福祉の向上を目指します。
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会員団体紹介
認定NPO法人 ゆいの会

KISSサイエンス

〒478-0017愛知県知多市新知字西屋敷22-2

〒478-0047愛知県知多市緑町12－1
知多市市民活動センター内

TEL 0562-32-5906 FAX 0562-32-5984

Ｅ-mail info_kiss_science@yahoo.co.jp

E-mail yuinokai@aroma.ocn.ne.jp

URL https://kissscience2002.wixsite.com/home

URL http://www.yui.npo-jp.net

法人設立日 2002.7

発足日 1991.5.1 法人設立日 1999.8.20

思春期の子どもの｢心とからだ｣に
ついて考え､親の意識の向上と子
どもへの支援を目指し､情報交換
や学習会等の開催､また子ども達
が主体となり｢まち｣を作る体験プ
ログラム｢こどものまち｣をはじめ､
デートDV防止啓発のために出前
講座など､青少年のための事業を
行い､子どもたちの健全育成に貢
献しています。

誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らせる､支え合える地域社会づく
りを目指して｢助け合い､学び合い､
育ちあい｣をモットーに地域活動を
行っています。
在宅･移送･配食･サロン･ボラン
ティア推進等の｢たすけあい活動｣､
さをり織･陶芸･パソコン･パッチ
ワーク･子ども創作教室等の｢一般
介護予防ふれあい活動｣､｢訪問介
護（障がい者含む）事業｣､地域支え合いを推進する｢生活支援体制整備事
業｣を中心に､主体的に地域社会に参画する“市民”としての意識を高めるよ
う努めます。

NPO法人 びすた～り
〒478-0064愛知県知多市新知台2-9-10-202
TEL 0562-85-1185 FAX 0562-85-1183

NPO法人 あゆみ

E-mail yukkuri@bmail.plala.or.jp
URL https//:bistaar.or.jp（準備中）

〒478-0021愛知県知多市岡田字上中田58-1

発足日 2013.8.29 法人設立日 2014.2.14

TEL 0562-54-1555 FAX 0562-54-1556
E-mail ayumi1555@grace.ocn.ne.jp

地域で暮らす障がい者が福祉の
資格者の力を借りるだけでなく､
自分自身で生き方を研究し､当事
者同士で力を貸し合って生きやす
くする活動をしています。そして障
がい者が世話をされる対象でなく､
地域で活躍する機会を自ら作り出
しています。
また､元々は障がい者の居場所と
して始めた農園もあり､今では障が
いの有無に関係なく安全安心な作物を育てながら､自分の人生をゆっくりと
考える場となっています。

URL https:ikiiki1555.wixsite.com/ayumi
発足日 1998.8.1 法人設立日 2004.12.27
たすけあいの気持ちを大切に､高齢
者･障害者･その他日常生活で困
難を抱える市民に対して､福祉サ
ービス事業等を行い､さらに介護
予防の健康体操指導に力を入れ
住みなれた地域で友人や近所の
人々と安心して暮らせるまちづくり
に貢献することを目的として活動
しています。

NPO法人 知多地域

成年後見センター

NPO法人 だいこんの花
〒478-0021愛知県知多市岡田乞食道39-7
TEL 0562-85-5000

〒478-0047愛知県知多市緑町32-6

FAX 0562-54-1026

知多市福祉活動センター内

Ē-mail npo.daikonnohana@gmail.com

TEL 0562-39-2663 FAX 0562-39-2667

URL http://www006.upp.so-net.ne.jp/daikonnohana

E-mail chita-koken@ma.medias.ne.jp

法人設立日 2006.4.14

URL http://chita-kouken.com

活動事業所名 だいこんの花旭南 （知多市旭南1-21-1）
寺本事務所 （知多市八幡西水代100-1）

法人設立日 2008.1.25
私達は､知的障害の方の親亡き
後問題から､成年後見制度に出
会い活動してきました。
そこで､法人として大切にしてき
たことは､常に本人の立場にたっ
て支援する事です。
歳をとったり､障害を持っていても､
いつまでも自分らしく生きることが
できる地域社会になることを願って
活動※しています。
※これを権利擁護支援と言うのですが､私達はこれを易しく言うと｢自分で決
めるを応援する｣と言っています。

築70年余りの民家で､その住スペースが人
の心を癒し､人を思いやるあたりまえの生活
空間になってきました。
小さいながらも皆さんが気軽に立ち寄り､
楽しくおしゃべりが出来るような〝ふれあえる
場所づくり〞から始まりました。
人を大切にし､困ったときはお互い様の気持
ちを忘れずに住みやすい地域づくりに努め､
さらにこの輪が少しずつでも広がって行くこ
とを願っています。新舞子でコミュニティカ
フェ｢らでぃっしゅ｣を運営しております。
ぜひお立ち寄りください。
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会員団体紹介
一般社団法人 つどい

東部地区民生･児童委員協議会

〒478-0001愛知県知多市八幡市字曽山７番地134

〒478-0012愛知県知多市東部地区

TEL 0562-34-1337

FAX 0562-34-1338

1.活動方針
①住民の身近な相談相手､見守り役としての活動
②民生児童委員協議会の機能
強化
③研修の充実
2.主な活動
①東部コミュニティおよび自治会
との関連事業
②市､社協との関連事業
③学校関連事業
④地域福祉サポートちたとの共同
企画による研修

E-mail e_shien_sasa@yahoo.co.jp
URL https://tsudoi009.jimdo.com
法人設立日 2014.5.1
活動事業所名 つどいの家
ヘルパーステーションつどい
私たちは､地域のニーズに応える活動を行い､
利用する一人ひとりが個性を発揮して住み慣
れた地域で安心して暮らして頂けるよう支援し
ていきます。

NPO法人 もやい
一般社団法人 サポートネット

〒470-2212愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字英比16
TEL 0569-48-8249

ゆっか
〒478-0054愛知県知多市つつじが丘4-29-1
TEL 090-5000-0390

FAX 0569-48-8268

E-mail moyai@cac-net.ne.jp
URL http://www.cac-net.ne.jp/~moyai/

FAX 0562-34-6255

発足日1997.4.3 法人設立日1999.8.20

E-mail yucca@ma.medias.ne.jp
URL www.medias.ne.jp/~yucca

“もやい（催合い）”とは共同して事をなすこと､という意味です。
“もやい”はその名の通り､助け合いの輪を広げ､やがて迎える老いを豊か
なものにし､誰もが安心して子ど
もを生み育てられる地域づくりを
目指し､必要な時に必要な支援
を心がけ､活動をしています。
“地域の安全装置であり続けた
い“ ”存続を未来への贈り物と
したい” “地域の寄り合い所で
ありたい”をモットーとして､地域
の方々の暮らしの小さなお手伝
いをし続けて行きます。

法人設立日 2013.3.8
私たち“ゆっか”は暖かな雰囲気
の中で人と人の心をつなぎ､喜び
や悲しみを分かち合う体験を通し
て､その人本来の自己肯定感や人
とつながる力の回復をサポートし
たいと願っています。
小中高校生の不登校についての
個別相談や学習サポート､高卒応
援を実施。ニート・ひきこもりの方
については個別相談・訪問サポート・ボランティアや就労への支援も実施中です。

一般社団法人 BumpyCompany

認定NPO法人 絆

〒478-0021愛知県知多市岡田段戸坊10-2

〒470-2102愛知県知多郡東浦町
大字緒川字北赤坂35-1

TEL 0562-55-5135 FAX 0562-55-5135

TEL 0562-83-7563

E-mail bumpycompany5.1@gmail.com

FAX 0562-83-7518

E-mail npo-kzn@ma.medias.ne.jp

URL https://bumpycompany51.wixsite.com/nico

URL http://www.medias.ne.jp/~npo-kzn

発足日 2015.5.1 法人設立日 2018.5

発足日 1994.7.7日 法人設立日 2001.8.8

活動事業所名 児童発達支援事業所nico （知多市朝倉町184）
café Novatann （知多市岡田段戸坊10-2）
てくてく庵 （知多市朝倉町185）

活動事業所名 地域の縁側グリーン・ラソ (東浦町緒川屋敷弐区61-1)
地域の縁側ラソ・プラザ(東浦町石浜菰蓋1-143ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ内）
絆は､｢困った時はおたがいさまの心で､気軽に助け合えるまちづくりがした
い｣という想いを､様々な事業で形にしてきました。特に､スペイン語で｢絆｣の
意味を持つ｢ラソ｣と名前を付けた二つの常設居場所は､多世代の地域の皆
さんを巻き込み､美味しく・
楽しい企画を展開しています。
音楽や踊り､祭りのボラン
ティアも盛んな絆。
町で唯一の福祉のNPO
と して ､行 政や社 協とも
協働しながら､助け合いの
まちづくりを進めています。

｢自分を大切にLove Happily｣
で自分の気持ちや考えを大切にし､
楽しい人生を送ろう!!という意味で
私たちが大切にしている想いです。
Bumpy=デコボコ
Company=一緒に作る仲間
大人と子どもの未来が笑顔でいっぱ
いに溢れるよう､子どもの障がい福
祉事業､飲食事業を通じてまちづく
りに参画していきます。
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会員団体紹介
社会福祉法人 愛光園知多地域

NPO法人 チャレンジド

障害者生活支援センターらいふ
〒470-3233愛知県知多郡美浜町奥田儀路272
〒470-2102愛知県知多郡東浦町緒川字寿久茂129

TEL 0569-87-6727

TEL 0562-34-6609

E-mail npochallenged@y2.dion.ne.jp

FAX 0562-34-6618

FAX 0569-87-6755

E-mail life@aikouen.jp

URL http://challenged.yh.land.to

URL http://www15.ocn.ne.jp/~life1997

法人設立日 2003.11.27

法人設立日 1997.4
｢障がい当事者と共に学び共に生きる｣を活動理念とし､障がいのある方の
地域生活をサポートしています。きっかけは､日本福祉大学に通う障がい学
生が中心となり､同じように障がい
のある仲間の自分らしい地域生
活をサポートしたいという想いか
ら始まりました。
現在は､美浜町周辺地域､
ヘルパー派遣･日中一時支援･
放課後等デイサービス､相談･
情報提供など様々な啓発活動
を行っています。

｢どんなに重い障害を持っていても､だれととりかえることもできない個性的
な自己実現をしているものなのである。｣（糸賀一雄／福祉の思想）この理
念の実践を愛光園は続けてきました。その上で､“らいふ”はあたりまえでふ
つうの暮らしができるようにと､地
域生活支援活動を開始しました。
地域の中で快適に暮らし続ける
には､いつでも必要なときに必要
な だ け 用 意された安心 できる
サービスが必要です。
このサービスが充実し必要に応
じて選ぶことができるようにして
いくことが知多地域障害者生活
支援センター｢らいふ｣の役割
です。

学校法人 日本福祉大学
美浜キャンパス

社会福祉法人 愛光園

〒470-3295愛知県知多郡美浜町奥田
TEL 0569-87-2211 FAX 0569-87-1690

〒470-2102愛知県知多郡東浦町緒川東米田33-3
TEL 0562-83-9835

半田キャンパス

FAX 0562-83-4344

〒475-0012愛知県半田市東生見町26-2

E-mail Honbu@aikouen.jp URL http://www.aikouen.jp

TEL 0569-20-0111 FAX 0569-20-0119

発足日 1972.1.10 法人設立日 1972.1.10
活動事業所名 障がい者活動センター愛光園
地域生活支援センターりんく
大府市発達支援センターおひさま
ひかりのさとのぞみの家
まどか
こだま
ひかりのさとファーム
就職トレーニングセンター
阿久比町立もちの木園
知多地域障害者生活支援センターらいふ
知多地域障害者･就業生活支援センターワーク
阿久比町障がい者相談支援センター
東浦町障がい者相談支援センター
介護老人保健施設相生
相生居宅介護支援事業所
もくせいの家
こぶし
相生ヘルパーステーション
愛光園地域居住サポートセンター
びわの木
あったか生活支援センター

東海キャンパス
〒477-0031愛知県東海市大田町川南新田229
TEL 0562-39-3811 FAX 0562-39-3281
現在､大学7学部9学科(通学課程)･
通信教育部､大学院4研究科7専攻､
付属高校､専門学校を擁する福祉の
総合大学として展開しており､広がり
続ける多様な｢ふくし｣に貢献できる
人材養成を目標とし､あらゆる人々の
生活を見つめ､より豊かな毎日を実現
するために､しあわせについて考え続
けています。

NPO法人
美浜町在宅介護家事援助の会

ふれあいネットワーク美浜
〒470-3235愛知県知多郡美浜町大字野間新町21
TEL 0569-87-0743､ (月･木)0569-87-1383
FAX 0569-87-0743､ (月･木)0569-87-1383
発足日 1996.12

愛光園の始まりは､創始者である皿井と1人の脳性麻痺のお子さんとの出会
いからでした。どんなに重い障がいがあろうと､しっかり関わることによって､
その人らしい生き方ができることを実感しつつ､制度がなければ創り出し､
ある資源は活用し､誰もが
人間としての尊厳が保たれ､
安心して共に生きる社会を
めざして活動しています。
多様なニーズに合わせて､
子どもから高齢者まで､生
活支援や活動支援､就労支
援､相談支援を行っています。

法人設立日 ２００１．９．４

地域にあたたかい福祉の手を
届け､誰もが安心して暮らし､
一人ひとり存在を認めあえる
仲間づくりの場､老若男女年
齢を問わず生きがいづくりを
したいと活動しています。

12

会員団体紹介
NPO法人 ゆめフルたけとよ

NPO法人 ゆめじろう

スポーツクラブ

〒470-2531愛知県知多郡武豊町
大字富貴字外面85-2

〒470-2521愛知県知多郡武豊町東大高字清水128
武豊町総合体育館内

TEL 0569-72-2963

FAX 0569-72-6454

TEL 0569-84-1100 FAX 0569-84-1101

E-mail yumejirou@dune.ocn.ne.jp

E-mail info@taketoyo-sc.jp

URL https://yumejirou.or.jp

URL http://www.taketoyo-sc.jp

法人設立日 2003.1.6

発足日 2009.3.15 法人設立日 2011.11.9

活動事業所名 こじろう （武豊町富貴字外面32-1）
ゆめじろう茶屋 （武豊町小桜132-1）

地域のニーズと時代を敏感に
捉え､幼児から高齢者までが
気軽に参加できる教室を多数
展開しています。
武豊町より委託を受け､高齢
者を対象に地域の3つの公民
館で､体操サロンを実施して
います。
また､脳トレ(頭を使う･手先を
使う･人と会話する)･地域とのつながり(引きこもり防止)をつくるきっかけとして､
健康麻雀教室を週に2回開催しています。定期的に大会を開催してモチベー
ションを維持できるようにしています。

私たちゆめじろうは平成15年春に産声を上げました。
私達が目指すのは､住み慣れたまちで自分らしさを大切にしながら暮らし続
けられる社会の実現です。
そのために身近で…その人が暮らしたいと望む地域で（知多郡武豊町で）
小回りの効くサービスを…使い勝手の良い柔軟なサービスを住民参加で…
地域住民も積極的に関わりながら自分たちの問題として取り組んでいく
※その時に､障害の程度や対応の難しさ､家族の事情で利用できないことが
ないように専門性を有し行っていく。…｢例外を作らない｣ということ。
また､ゆめじろうの取り組む
問題は障害者福祉､高齢者
福祉にとどまりません。
出産や子育て､病気やけが､
貧困や差別､自然災害など
普通に生活していても誰か
の援助を必要とすることがあ
ります。そうした問題について
も国籍や性別に関係なく前
向きに取り組んでいきます。

NPO法人 Smiley Dream
〒470-2347愛知県知多郡武豊町六貫山3-84
TEL 090-6090-5250
E-mail npo@smileydream.mods.jp

URL http://smileydream.web.fc2.com
発足日 2001 法人設立日 2009.5.15

NPO法人 Paka Paka

2000年に武豊町で起きた
ネグレクトによる児童虐待事件
をきっかけにスタートしました。
｢子育て中のすべての女性を
笑顔に！｣をミッションに掲げ､
できる限り多面的な視点で
時代や風潮に流されない子育
て支援を行っています。
武豊町には産科がないため､
半田市の助産院との協働で｢スマイリー出張母乳外来｣。ママの声から生ま
れた｢たけとよ多胎児ママLINEサークル｣を今年度よりスタートしています！

〒470-2385愛知県知多郡武豊町字熊野51-2-3
TEL 0569–77-0492

FAX 0569–77-0492

E-mail pakapaka_aba@yahoo.co.jp
URL http://paka-paka.net/
発足日 2012.10.13 法人設立日 2014.10.14
活動事業所名
こども発達サポートセンターぽかぽか （武豊町字熊野51-2-３）
こども発達支援教室てとてと （半田市清城町1-1-1）

一般社団法人 oneness

当団体の理念は､｢きみの世界をおもしろく｣とし､療育支援を通じて､発達障
がいのある子や家族､支援者の世界をおもしろくすることを目的とし､活動し
ています。

〒470-3321愛知県知多郡南知多町内海字西郷2-1

【個別療育】
幼児期から小学生までの発達障がい児を対象にABA(応用行動分析)を
中心とした療育を実施。

TEL 0569-89-8431 FAX 0569-84-6207
E-mail info0628oneness@gmail.com
URL https://uraramisora.jimdo.com/

【小集団療育】
集団遊び､ごっこ遊びを通したスキル獲得､身辺自立､概念学習などの
般化を意識したプログラムを中心に実施。

発足日 2016.5.1 法人設立日 2016.2.22

活動事業所名 就労継続支援B型事業所 うらら
就労移行支援事業所 ララ・ステップ
放課後等デイサービス ミソラ（海空）

【療育等学習会】
保護者や支援者､学生を対象に､療育や制度に関する学ぶ場を提供。
【家族支援】
発達障がい児の家族の安心できる相談場所の確保と情報提供を目的とし
た子育てサロン､傾聴と情報提供を行う同じ経験をした先輩親を養成するピ
アサポーター養成講座､座談会､余暇活動の拡大を目的とした家族支援イ
ベントを実施。

私たちonenessでは､3つの
障害者福祉サービスを展開
しております。
利用される皆様が､楽しく元気
になれるそんな事業所を目標
とし､就労に向けたトレーニン
グやお子さまの支援など､それ
ぞれの事業所の特色を活かし
つつも､お花見や食事会などのイベントを行っております。
また､3周年目を迎えた現在､トリエンナーレ高浜市かわら美術館にて､“うらら”
をご利用いただいている方の作品が展示されました。
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会員団体紹介
名古屋・尾張地域
NPO法人 お達者くらぶ

NPO法人 ボランタリーネイバーズ

〒491-0069愛知県一宮市北神明町3-10

〒461-0005愛知県名古屋市東区東桜2-18-3-702

TEL 0586-24-3939 FAX 0586-24-3939
URL http://otassha.jp

TEL 052-979-6446

NPO法人 志民連いちのみや

公益財団法人 あいちコミュニティ財団

〒491-0859愛知県一宮市本町4-12-7

〒453-0041愛知県名古屋市中村区本陣通5-6-1

TEL 0586-72-1188

FAX 0586-72-8885

地域資源長屋なかむら2階

URL http://www.shimin.org

TEL 052-870-3111

FAX 052-870-2975

URL https://aichi-community.jp

NPO法人 あっとわん
〒487-0011愛知県春日井市中央台1-2-2 サンマルシェ南館Ｂ１Ｆ
TEL 0568-92-5481

FAX 052-979-6448

URL http://www.vns.or.jp

NPO法人 介護サービスさくら

FAX 0568-92-5481

〒465-0069愛知県名古屋市名東区高針荒田1011

URL https://npo-atone.jimdofree.com

TEL 052-788-2390

FAX 052-788-2391

URL http://www.kaigo-sakura.com

NPO法人 コミュニティーデザインながくて
〒480-1131愛知県長久手市東原山34-1 藤ヶ丘ガーデン304号

NPO法人 あたたかい心

TEL 090-7435-1659

〒467-0862愛知県名古屋市瑞穂区堀田通8-7

NPO法人 リビングサポートあいあいの家

TEL 052-883-8505 FAX 052-627-0606
URL http://www.atatakai-kokoro.or.jp

〒470-0122愛知県日進市蟹甲中島40-2
TEL 0561-41-9910

NPO法人 すけっとファミリー

FAX 0561-41-9911

URL https://aiainoie.or.jp

〒467-0064愛知県名古屋市瑞穂区弥富通三丁目45

TEL 052-861-6047

NPO法人 あいちNPO市民ネットワークセンター

FAX 052-861-6048

http://suketto-family.jp

〒470-0224愛知県みよし市三好町弥栄25
TEL 0561-34-6772

認定NPO法人 たすけあい名古屋

URL https://blog.canpan.info/ai_net_npo/

〒458-0041愛知県名古屋市緑区鳴子町４丁目１３番地

NPO法人 起業支援ネット

TEL 052-899-0833

〒453-0041愛知県名古屋市中村区本陣通5-6-1

URL http://tasukeainagoya.com

愛知県住宅供給公社鳴子第１住宅（第１カンテ）
FAX 052-899-0800

地域資源長屋なかむら2階
TEL 052-486-4101 FAX 052-486-4103

NPO法人 中部社会福祉第三者評価センター

URL http://www.npo-kigyo.net/

〒458-0825愛知県名古屋市緑区左京山104 加福ビル左京山２F
TEL 052-624-8800

FAX 052-624-8866

URL http://www.ric.hi-ho.ne.jp/chu-3-pyou

三河地域
NPO法人 くるくる

NPO法人 楽笑

〒448-0843愛知県刈谷市新栄町7-73 フラワービル4F

〒443-0021愛知県蒲郡市三谷町須田10番地68

TEL 0566-28-7496 FAX 0566-70-7296

TEL 0533-66-6228

URL https://kurux2.org

NPO法人 ラルあゆみ

NPO法人 コア・エンジェル

〒448-0038愛知県刈谷市稲場町4-301

〒441-3435愛知県田原市仁崎町出雲田55

TEL 0566-21-9336 FAX 0566-21-9346

TEL 0531-24-5245

URL http://www.katch.ne.jp/~raru

NPO法人 ゆるりん

FAX 0531-24-5245

発行日 2020年3月

〒447-0889愛知県碧南市東浦町1丁目39-2
TEL 0566-43-7333

FAX 0533-66-6229

URL http://rakusho.or.jp

編集･発行 特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた
〒478-0047愛知県知多市緑町12-1
知多市市民活動センター1階

FAX 0566-43-7334

URL https://blog.canpan.info/yasashite/profile

TEL 0562-33-1631 FAX 0562-33-1743
URL https://sunnyday-cfsc.ssl-lolipop.jp
E-mail spchita@ams.odn.ne.jp

NPO法人 一粒の種
〒447-0051愛知県碧南市東山町6丁目21番地

TEL 0566-91-4019 FAX 0566-91-4029

印刷･製本 株式会社 縄文堂商会

URL https://hitotubunotane.com/
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