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オレンジカフェとんぼ 会員数 6名 

連絡先 岩田 真由弓 ホームページ なし 

電話 090-7244-0091 FAX 03-5386-1922 設立 2016年 1月 

活動日時 

毎月第 1・3水曜日 14:00～16:00 
活動場所 

東中野キングスガーデン １階 

地域交流スペース 
会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
認知症の方やその家族はもちろん、地域にお住いの方、お子さん連れの方、認知症サポーターの方どなたでもお越しいた

だける集いの場です。 

 

さぎ草の会 会員数 13名 

連絡先 中大路 靜世 ホームページ なし 

電話 03-3338-8885 FAX 03-3338-0999 設立 2008年 10月 

活動日時 
毎月第 3木曜日 13：30～15：30 活動場所 鷺宮区民活動センター分室（白鷺 1-4-27） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

認知症その他の病気（脳梗塞等）の介護にあたられるご家族をサポート（主に精神的）仲間作りを目的とする会。 

 

中野区愛育会 会員数 430名 

連絡先 中野区愛育会事務所 ホームページ なし 

電話 080-3957-1883 FAX 03-5330-2946 設立 1955年 

活動日時 
月 1回理事会、成年部会、教育部会随時 

バスハイク年２回 等 
活動場所 スマイルなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

知的に障害のある人たちが、地域で幸せに暮らしていくために障害に対する理解を広め、福祉施策や学校教育の充実を

求め、社会的自立をめざし、親亡き後の対策を共に考え推進する親の集まりです。 

 

中野区障和会 会員数 47名 

連絡先 浜村務 ホームページ なし 

電話 03-5373-1233 FAX  設立 1971年 4月 

活動日時 
月曜日～金曜日 活動場所 障害者福祉会館 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

障和会は脳血管障害者のリハビリの一環として会館で月～金までサークル活動にはげんでいます。 

ＩＬねこの手 会員数 15名 

連絡先 ＩＬねこの手 事務所 ホームページ あり 

電話 03-3360-4461 FAX 03-3360-4461 設立 2005年 6月 

活動日時 

隔月の土曜日か日曜日の 1回 
活動場所 

①ねこの手事務所（東中野 1-38-12）  

②スマイルなかの 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
中野区を中心とした障害者の交流と情報交換の場を作ることを目的とし、様々な講演会、レクリエーションを企画、実施。 

９、当事者・家族会 
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中野パーキンソン病友の会 会員数 42名 

連絡先 高橋 治雄 ホームページ なし 

電話 03-3388-1316 FAX 03-3388-1316 設立 1992年 10月 

活動日時 
毎月原則として第2月曜日13:30～（1、8月は除く） 活動場所 スマイルなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
当会はパーキンソン病患者の会です。上部組織に全国パーキンソン病東京支部があります。当会では、毎月 1 回会合を

行い、すこやか福祉センターの協力でリハビリ教室、その後患者同士の情報交換をしています。 

 

花みずきの会 会員数 20名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1999年 4月 

活動日時 

第 1月曜日 13：00～15：00(認知症介護の集い) 

第 3土曜日 14：00～16：00（ミニサロン） 
活動場所 

認知症介護の集い 松が丘シニアプラザ 

ミニサロン 江古田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

認知症介護の集い 情報交換を通じて少しでも介護を楽に   ミニサロン 子ども～高齢者まで茶飲み話の場 

 

東山すずらんの会 会員数 17名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1988年 10月 

活動日時 
毎月第 1水曜日 13:30～16:00 活動場所 野方区民活動センター集会室 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

月 1回の定例会で、在宅で介護している家族の情報交換と介護経験者による助言を懇談会形式で行っている。 

 

ＮＰＯ法人コミュニティーサポート協会 会員数 20名 

連絡先 ＮＰＯ法人コミュニティーサポート協会 ホームページ あり 

電話 03-5340-7399 FAX 03-5340-7399 設立 2015年 4月 

活動日時 
サロン：毎月第 3土曜日 

お見舞い活動：月曜日～金曜日 
活動場所 南中野区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

介護者同士で集まり、語らいあうサロンを開いています。有償で代理のお見舞い活動も行っています。 

中野の障がい児（者）と家族の会 会員数 30名 

連絡先 髙橋 佳子 ホームページ なし 

電話 03-3339-6868 FAX 03-3339-6868 設立 2003年 4月 

活動日時 
定期的には第 4日曜日エアロビックス 

定期総会 年 1回 
活動場所 鷺宮近隣（鷺宮体育館等） 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
心障学級増設運動をきっかけに、障害があっても本人やその家族が健康的で明るい社会生活が営めることを目標に設立

しました。地域の中で将来自立や社会参加ができるように、地域の仲間づくりを目指しています。 

９、当事者・家族会 
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NPO 法人 中野区視覚障害者福祉協会 会員数 96名 

連絡先 髙橋 博行 ホームページ あり 

電話 03-3383-4774 FAX 03-3383-4774 設立 1939年 4月 

活動日時 

日曜、祝祭日を除く毎日 
活動場所 

いこいの家(中野 2-29-15 サンハイツ中野

309) 
会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
区内近隣に住む視覚に障害がある人たちが集い合い、当会の行事、クラブ活動、その他をとおして社会参加を図るととも

に親睦を深めています。同行援護サービス、墨字文書の音訳事業も行っています。 

 

NPO 法人 パープル・ハンズ 会員数 30名 

連絡先 永易 至文 ホームページ あり 

電話 03-6279-3094 FAX 03-6279-3094 設立 2013年 4月 

活動日時 
月 1回程度のイベント 活動場所 都内 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

性的マイノリティのためのライフプランニング研究会（学習会）、カフェ、電話相談、イベントなど。 

 

 

 

 

 

NPO 法人 若年認知症交流会小さな旅人たちの会（ちいたび会） 会員数 60名 

連絡先 高橋 恵美子 ホームページ あり 

電話 03-3338-6932 FAX 020-4663-8869 設立 2013年 2月 

活動日時 
毎月第 2土曜日 14:00～17:00 活動場所 「マイルドハート高円寺」地域交流スペース 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
若年性認知症本人・家族の支援。2 つの柱で活動中。①毎月第 2 土曜日の交流会 ②みんなと旅行でリフレッシュ！ 

気軽に様子を見に来てください。 

９、当事者・家族会 


