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西東京市社会福祉法人連絡会
が発足しました！

西東京市社会福祉法人連絡会設立総会より

～住みやすい安心して暮らせる地域のために、新たな一歩を～
平成２８年１２月２３日に、西東京市内の社会福祉法人が連携するための「西
東京市社会福祉法人連絡会」を設立しました。それぞれの社会福祉法人は、高齢、
障がい、子どもの分野で福祉の向上を目指し、事業を運営しています。
「住みや
すい安心して暮らせる地域のために新たな一歩を」のスローガンのもとに、各法
人の専門性を活かし、これまで以上に社会福祉法人同士のつながりを深め、地域
の皆さまと共に地域づくりを進めます。
市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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わたしたちが西東京市社会福祉法人連絡会のメンバーです
ゆうゆう

たいせいかい

かい

社会福祉法人 悠遊

社会福祉法人 大誠会

社会福祉法人クリスト・ロア会

市内の主な事業所

市内の主な事業所

市内の主な事業所

田無北原保育園 田無保育園

聖ヨゼフホーム

大誠会は昭和５５年に設立。保育
需要の高まりに応え旧田無市にて
田無北原保育園の運営を始めまし
た。平成１９年に公立田無保育園の
運営も受託し地域の児童福祉、子育
て支援に取り組んでいます。

「自分達の手助けを必要としてい
る方に手を差しのべる」という理念
の下 1946 年戦災孤児を引受け開
設。今では諸事情により家庭で生活
出来ない児童 67 名と共に生活し自
立に向けた支援を行う児童養護施
設です。

デイサービスいずみ
グループホームいずみ

ご利用者ひとり一人が「まち」の
主役として住み慣れた地域で、安心
して住み続けるために私たち悠遊
は支え続けます。社会福祉法人は、
地域の資源としてお互いが連携し
あい市民とともに歩みます。

としんかい

社会福祉法人 都心会
市内の主な事業所

保谷苑

特別養護老人ホーム

都心会は特養ホーム保谷苑、ショ
ートステイ、保谷苑デイ、居宅介護
支援事業所、保谷苑ヘルパーSt、栄
町地域包括支援センター、谷戸セン
ター、きらら、高齢者配食サービス
の事業を行っています。

そうこうかい

社会福祉法人 聡香会
市内の主な事業所

きたしば保育園
当園ではモンテッソーリ教育法
を実践しています。未来を担う子ど
も達が時代に影響されず自分の力
を信じ歩んでいける様援助してお
ります。初めて出産を迎える方の子
育体験や相談も行っております。

社会福祉法人

しょういくかい

正育会

かい

社会福祉法人 トポスの会

こうがかい

社会福祉法人 黄河会

市内の主な事業所

市内の主な事業所

ラシーネ西東京

サムエル保育園・分園

「トポス」とはギリシャ語で「居
場所」を意味します。理念は「自分
らしく」それぞれの障害の特性を受
け入れながら、地域で生活を送る。
「人に役立つ」人の役に立つことで
誇りをもてる人生を送れるように。

私たちは自然豊かな向台公園の
近隣にてサムエル保育園を 1970
年にスタートし、さらに分園を
2011 年に開き、乳幼児の育ちを援
助しています。今後も地域に根差し
た活動を行ってまいります。

社会福祉法人

りょくしゅうかい

緑 秀会

市内の主な事業所
特別養護老人ホーム

グリーンロード

高齢者に係る医療的ケアに、職員
一同多職種連携で取り組み、環境整
備にも力を入れ、安心して過ごせる
施設作りを目指しています。ご相談
がありましたら、お気軽にお立ち寄
りください。

社会福祉法人

きょうじょかい

共助会

まつば

その

社会福祉法人 松葉の園
市内の主な事業所

自立援助ホーム まつぼっくり
自立支援ホームとは、15 歳から
22 歳の家庭から援助を受けられな
い青年が生活し、自立のための準備
をする場所です。入寮中だけでな
く、自立後も様々な相談やサポート
をおこなっています。

れもんかい

社会福祉法人 檸檬会

市内の主な事業所

市内の主な事業所

市内の主な事業所

和泉保育園

特別養護老人ホーム福寿園ひばりが丘

レイモンド田無保育園

和泉保育園は地域の子育て家庭
への支援として「いずみーらんど」
の名称で様々な活動を計画実施し
ています。
０４２－４２２－７１１４
までお気軽に！

当法人は「利他の精神を持ち、共
に産み出し、共に助け合い、共に栄
える」ことを理念に、特養・老健・
保育園を運営。ご利用者の皆様がそ
の地域で、安心して生活が送れるよ
う支援してまいります。

レイモンド田無保育園は、開所し
て７年目の保育園です。子どもたち
の「何だろう。」を大切に保育して
います。今後は地域の社会福祉施設
と連携し、地域における公益的な取
り組みを行っていきます。
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むつきかい

社会福祉法人 至誠学舎 東 京

社会福祉法人 田無の会

市内の主な事業所

市内の主な事業所

市内の主な事業所 地域活動支援ｾﾝﾀｰ

緑寿園、サンメール尚和
柳橋保育園、しもほうや保育園
創設 105 年を迎える法人です。
理念『誠の心』を礎に、保育・高齢
者福祉施設を経営しています。『０
歳から 100 歳』世代を超えた繋が
りを大切に、地域の人々と共に創る
福祉を目指しています。

たんぽぽ

ブルーム、ｹｱﾎｰﾑ西東京、ほうや福祉作業

とうきょうろうじん

社会福祉法人 睦月会

所、くろーばー、さざんか、みらい

市内で唯一の知的障害者のため
の入所施設です。月２回開催の地域
サロンでは利用者さん手作りの、パ
ン・クッキーでお待ちしています。
多くの方のご協力の下、地域に開か
れた施設に向け取り組んでいます。

睦月会は幼児期から成人期と幅
広く複数の事業を展開しています。
慣れ親しんだ地域の中での生活を
継続していくために、他の法人とも
連携して支援の幅をさらに広げて
いきたいです。

ちくまかい

つるじゅかい

社会福祉法人東 京 老人ホーム

社会福祉法人 千曲会

社会福祉法人 鶴寿会

市内の主な事業所

市内の主な事業所

市内の主な事業所

特別養護老人ホーム

めぐみ園

当法人は、１９２３年の創立から
現在に至るまで、キリスト教の愛の
精神～人を大切に思う心～を変わ
らぬ理念に掲げ、柳沢を拠点に高齢
者の入居施設と在宅サービスを運
営しています。

特別養護老人ホーム

健光園

特別養護老人ホーム

健光園では市内の社会福祉法人
の皆様と協力しながら、地域の公益
的な活動に取り組んでおります。よ
り良い活動とするため今後も努め
てまいりますので、よろしくお願い
いたします。

クレイン

私たち鶴寿会は、
平成 11 年より、
特別養護老人ホームを運営してい
ます。今後は市内の社会福祉法人の
皆さまと共に連携し、地域における
公益的な取り組みを行います。今後
ともよろしくお願いいたします。

市内２２の社会福祉法人が参加しています
その

社会福祉法人 さくらの園
市内の主な事業所
さくらの園
（就労継続支援Ｂ型、
生活介護）
相談支援ｾﾝﾀｰさくら、
就労移行支援事業所
カノン、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ田無寮、一歩

社会福祉法人さくらの園は、田無
手をつなぐ親の会が作りあげた障
害福祉サービス提供事業所です。日
中活動系の通所サービスのほか、グ
ループホーム、相談支援や就労支援
事業などを行っています。

社会福祉法人

とうきょうせいしんかい

東 京 聖新会

こ

かい

社会福祉法人 たつの子の会

市内の主な事業所

市内の主な事業所

特別養護老人ホーム フローラ田無

みどり保育園 そよかぜ保育園

田無駅から南に 7 分。老人保健施
設ハートフル田無、訪問看護リハビ
リ、特別養護老人ホームフローラ田
無、向台町地域包括支援センター、
居宅支援事業で「地域で住まい続け
る」を支援しています。

～共に生きる～ 子どもの「やっ
てみたい」という心を育て、「やっ
た！できた！」という体験を膨らま
せます。全ての子どもたちの育つ力
を信じて、次の一歩を踏み出す支援
を続けています。

社会福祉法人
にしとうきょうししゃかいふくしきょう ぎ か い

西東京市社会福祉協議会

住み慣れた地域で民間の自主的
な福祉活動の中核となり、住民の参
加する福祉活動を推進し、地域の諸
課題を計画的・協働的努力によって
解決に取り組む公共性・公益性の高
い民間の団体です。
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３つの分科会、活動開始！！

①地域公益活動分科会
地域公益活動分科会では、社会福祉法人の責務
である地域公益活動について、法人間で連携して
新たに行う取り組みについて検討しています。ま
た、これまで行っている各法人の活動についても、
連携や協力の呼びかけを行っていきます。

（８月１８日（金）地域公益活動分科会の様子）

＜今年度の主な活動＞
・災害ボランティアセンター設置運営訓練に参加
１０月２２日（日）
・西東京市介護の日イベントに参加
１１月９日（木）
・西東京市民まつりに参加
１１月１１日（土）

②人材確保・育成活動分科会
人材確保・育成分科会では、各法人共通の課題
である人材の確保のあり方について検討します。
また法人同士が連携・協力した職員研修の検討
や実施をし、人材の育成にも取り組みます。
＜今年度の主な活動＞
西東京市社会福祉法人連絡会主催
「福祉のしごと相談・面接会」
１０月２７日（金）田無庁舎２階
受付開始 12:45 受付終了 15:30
開催時間 13:00～16:00

③広報啓発活動分科会
＜今年度の主な活動＞
・西東京市社会福祉法人連絡会通信の発行
・ホームページの活用

（７月１３日（木）人材確保・育成活動分科会の様子）

広報啓発活動分科会では、通信や会員法人のホー
ムページ等を活用して、地域公益活動の様子など、
社会福祉法人連絡会の活動の周知を行います。
西東京市社会福祉法人連絡会

http://www.n-csw.or.jp/service/04/org/renrakukai/

【社会福祉法人とは】
社会福祉法に基づき、各種の社会福祉サービスを行い、地域福祉の充実や発展を目的とした公益的な
民間の組織です。そして、利益を目的とせず（非営利的）
、福祉を担う公共性の高い組織です。

