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アロハフェイス 会員数 7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 03-5380-6027 設立 2012年 1月 

活動日時 
第 1、3火曜日 13:00～16:30 活動場所 練習場所は新宿駅南口カラオケ館 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
ハワイアンの好きなグループ。年間目標を決め練習をしています。他にボランティア活動のために何でも唄っています。ウ

クレレと唄を楽しんでいます。 

 

ＣＯＭＥＣＯＭＥしらさぎ 会員数 14名 

連絡先 色部 春恵 ホームページ なし 

電話 080-5517-6935 FAX なし 設立 1999年 1月 

活動日時 
年間スケジュールを前年に決めており、土曜日か日

曜日で年 5回位 
活動場所 しらさぎホーム、やよいほうむ、ふらっとなかの 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

特別養護老人ホームしらざきホームを拠点にいろいろな施設（高齢者・知的障害者・精神障害者）で、毎回テーマを変え

てふれあい喫茶店を開催し、利用者さんとのふれあいを楽しんでいる勤労者が中心のグループです。 

 

中野傾聴ボランティア きくぞう 会員数 25名 

連絡先 酒井 兼重 ホームページ なし 

電話 090-2532-3104 FAX なし 設立 2012年 8月 

活動日時 
定例会：毎月第 1 木曜日 10:00～12:00 活動は

随時 応相談 
活動場所 中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

お話を聴くことを通して触れ合うすべての人たちと私たちが幸せで平和な楽しい人生を送ることを目的としています。1対 1

での傾聴、施設へ伺う、他の組織との新たな活動等、どなたでもご相談ください。秘密厳守。 

 

なかの生涯学習サポーターの会 会員数 58名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ あり 

電話 03-5380-0254 FAX 03-5380-6027 設立 2007年 6月 

活動日時 
様々な部門によって異なるので、問合せを。 活動場所 なかのＺＥＲＯ西館学習室 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

中野区民の生涯学習・文化芸術活動の振興を目的とし、区・指定管理者と協働して活動。区民の作品の展示、生涯学

習情報の発信、「歩いて探るなかの学」「生涯学習サポーター養成講座」の開催。バリアフリーマップの作成。 

新井の介護を考える会 会員数 22名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ あり 

電話 03-5380-0254 FAX 03-5380-6027 設立 2012年 4月 

活動日時 
定例会：毎月第 3水曜日・サロン：毎月第 2水曜日 

講習会・啓発(地域まつり等)・みかんへの参加 
活動場所 新井区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
避けて通れない介護の問題を地域住民同士が考え、支え合う共通認識を育成し、そのサポートを継続して行うことを目的

としている。講座・講演会・啓発他、他団体との連携等。 

１６、その他の活動 
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ニ中ゆうねっと 会員数 ２０名 

連絡先 川﨑 洋子 ホームページ なし 

電話 03-3383-0806 FAX 03-3383-0806 設立 2004年 4月 

活動日時 
①パソコン 日曜日午前 ②他は月 1回位不定期 活動場所 中野二中 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 
学校を子どもや大人が楽しく出会える場として学校と協力し解放、パソコン教室、季節を楽しむゆうねっととして、伝統行事

やものつくり教室を年間通し実施 

 

新渡戸文化短期大学 ボランティアサークル・カノン 会員数 15名 

連絡先 原 たつえ ホームページ あり 

電話 03-3381-9930 FAX 03-3381-7866 設立 2001年 4月 

活動日時 
随時 活動場所 中野区内の高齢者施設、子育て支援施設など 

会員募集 していない 会費有無 なし 

活動内容 

新渡戸文化短期大学は全学的にボランティア活動の支援をしています。カノンはその中心的存在の学生自主活動グル

ープです。学内にある 3Hボランティアセンターには、登録ボランティアの学生たちもいます。 

 

認知症みんなで考える中野ネットワーク（ＭＩＫＡＮ） ー 

連絡先 しらさぎ桜苑 ホームページ あり（Facebook） 

電話 03-5356-5447 FAX 03-5356-5271 設立 2015年 12月 

活動日時 
随時/定例会：毎月第 4木曜日 活動場所 区内全域/定例会：しらさぎさくら苑 

会員募集 応相談 会費有無 なし 

活動内容 

認知症に関わる活動をする家族会・交流会等をする団体が連携し、地域に向き合うことで活動に対する理解を広め、自

分だけで悩みを抱え込んでいる人を一人でも減らすことができないかと考え、設立された団体です。 

 

バルーンなかの 会員数 15名 

連絡先 中野区ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX 03-5380-6027 設立 2009年 9月 

活動日時 
隔月（不定期）（2.4.6.8.9.10.11 月）※基本第 3 金

曜（会場が確保できない場合は変更あり）。 
活動場所 スマイルなかの会議室 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

月に１回スマイルなかのに集まってみんなで練習をしています。保育園、児童館、高齢者施設、学校、地域まつりなどのイ

ベントのお手伝いをします。 

中野美容協同組合 会員数 50名 

連絡先 小川美容室 ホームページ あり 

電話 03-3382-0047 FAX 03-3382-0047 設立 1990年 4月 

活動日時 
毎月第 4火曜日他 

月 1回の会議 
活動場所 商工会館、しらさぎホーム 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
毎月 1 回のボランティアカット、区内在住者へのやさしい美容サービスの実施と美容師のための技術、衛生管理、美容介

護の事業を行っている。 

１６、その他の活動 
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ひまわりの会 会員数 10名 

連絡先 舟久保 しげ子 ホームページ なし 

電話 03‐3366‐2836 FAX 03‐3366‐2836 設立 2011年 11月 

活動日時 

毎月 1回どこかに訪問（午後） 
活動場所 

やよいほうむ・小淀ホーム・新井薬師薬師さくら

の森 
会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

3～4 名で昔の歌謡曲やカラオケで唄い、日本舞踊を踊ってくれる人が 2～3 名いて、歌の間に踊りと、毎回ではないが、

中野区のマジック会長さんも何も予定がない時は参加してくれ、毎回 6 名前後で午後の 1 時間を利用者さんのために行

っています。 

 

White Wings 白き翼 会員数 10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 03-5380-6027 設立 2015年 1月 

活動日時 

毎月火曜日月 3～4回 13：00～16：00 

 
活動場所 

ゆーらっく、東中野区民活動センター、東中野

キングスガーデン 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

〈いつまでも元気に若々しく〉をモットーに世界各国のフォークダンスを踊りながら、心身ともにリフレッシュし、アンチエイジン

グを目指しています。地域の情報交換・お仲間作りに笑顔が広がっています。 

 

ユニークダンスを楽しむ会 会員数 45名 

連絡先 髙橋 澤子 ホームページ なし 

電話 03-3385-1049 FAX 03-3385-1049 設立 1980年 12月 

活動日時 

月 1回（主として、最初の日曜日）  

13:00～15:30 
活動場所 

スマイルなかの 4 階多目的室、5 階第 1・2 会

議室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

障がいのある人・ない人が一緒に社交ダンスを踊る会。パートナーの出来るステップで、ゆったり、やさしく踊ります。ストレッ

チあり、練習あり、ティータイムでゆっくりおしゃべりも。 

 

NPO 花葬会 会員数 40名 

連絡先 若井 武志 ホームページ なし 

電話 090-3540‐3321 FAX 03‐5385‐9899 設立 2015年 9月 

活動日時 
随時 年 3～4回講座開催（相談はいつでも可） 活動場所 中野区内他 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

ＮＰＯとして、型にはまった営利本位の葬儀式でなく、我が家らしいお葬式を家族と共に相談し実行する。花で飾る家族葬

の提案。 

羊の会 会員数 16名 

連絡先 髙橋 澤子 ホームページ なし 

電話 03-3385-1049 FAX 03-3385-1049 設立 2008年 2月 

活動日時 
毎月第 2水曜日、最終金曜日 10:00～15:30 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 
障がいのある人・ない人が共に創作活動の出来る工房設立を目指しています。羊毛を使ってのフェルト作品、ストラップネ

ックレスなど、もの作りの好きな方のアイディアを生かしての会です。 

１６、その他の活動 
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NPO 法人 日本救助犬協会 会員数 120名 

連絡先 事務局 山田 ホームページ あり 

電話 03-6304-8787 FAX 03-6304-8788 設立 1996年 6月 

活動日時 

①有事:被災地出動。平時:毎週日曜日訓練。②有

事:被災地訪問。平時:施設への定期訪問。③毎月

第 1・3土曜日 活動場所 

①有事 :被災地。平時 :訓練場。②有事 :被災

地。平時:中野区内 3 ヶ所(かみさぎホーム、友

愛ホーム、ベタニアホーム)③中野区江古田・

江古田の森 
会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

①災害救助犬の育成と災害救助活動 

②訪問活動犬の育成と介護施設等及び被災地への訪問活動 

③犬のしつけ教室の開催を通して犬のしつけ方を指導する。 

 

NPO 法人 日本心身機能活性療法指導士会 会員数 329名 

連絡先 井西 弘全 ホームページ あり 

電話 03-3384-1178 FAX 03-3229-1675 設立 2001年 12月 

活動日時 

全日（講習会ない場合は土日祝は休み） 
活動場所 

当団体事務所  （本町 6-27-12 豊国ビル

102号） 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

地域に根差した健康増進と自立支援のために種々のサービスを提供し、また生活習慣病及び認知症の予防と改善を目

的としたリハビリテーション法の１つである心身機能活性療法の指導と普及を通じ、福祉の増進に寄与すること。 

 

NPO 法人 ワールド・ビジョン・ジャパン 会員数 50,000名 

連絡先 代表 榊原 ホームページ あり 

電話 03-5334-5350 FAX 03-5334-5359 設立 1987年 10月 

活動日時 
平日 9:00～17:00 活動場所 本町 1-32-2ハーモニータワー3階 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

キリスト教精神に基づいて、開発援助、緊急人道支援、アドボカシー（市民社会や政府への働きかけ）を行う国際 NGO で

す。国連経済社会理事会に公認・登録された約 100 ヵ国で活動するワールド・ビジョンの日本事務所です。 

 

 

ＮＰＯ法人 絆の会 会員数 30名 

連絡先 二之宮 武 ホームページ あり 

電話 080-6577-7171 FAX 03-3337-5388 設立 2014年 5月 

活動日時 
随時受付 活動場所 中野区内 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

高齢者・障害のある方を対象に認知予防・孤立化防止の一つとして年 2 回素人カラオケ発表会を開催。歌ったり踊ったり

仲間づくりをしています。高齢者会館・デイサービス施設への慰問も実施。平成 30年 4月より野方区民活動センターで活

動。 

１６、その他の活動 


