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1 地域包括支援センター

大森

143-0015

大森西1-16-18
特別養護老人ホーム大森内

03-5753-6331

■地域包括支援センター(さわやかサポート）
地域包括支援センターは、大田区内21か所にあ
り、高齢者の総合相談窓口として、介護予防事業
や在宅介護に関する相談、区の高齢者サービスの
申請などの支援を行っています。

2 地域包括支援センター

平和島

143-0016

大森北6-32-8

03-5767-1875

同上

3 地域包括支援センター

入新井

143-0016

大森北1-34-10

03-3762-4689

同上

4 地域包括支援センター

馬込

143-0027

中馬込1-5-15

03-5709-8011

同上

5 地域包括支援センター

徳持

146-0082

池上7-10-5

03-5748-7202

同上

6 地域包括支援センター 新井宿（大森医師会） 143-0024

中央 1-21-6
新井宿特別出張所２階

03-3772-2415

同上

7 地域包括支援センター

嶺町

145-0072

田園調布本町７－１ 嶺町特別出張所２階

03-5483-7477

同上

8 地域包括支援センター

田園調布

145-0071

田園調布２－58－５

03-3721-1572

同上

9 地域包括支援センター

たまがわ

146-0092

下丸子4-23-1
特別養護老人ホームたまがわ内

03-5732-1026

同上

10 地域包括支援センター

久が原

146-0081

仲池上2-24-8
特別養護老人ホーム池上となり

03-5700-5861

同上

11 地域包括支援センター

上池台

145-0064

上池台5-7-1
特別養護老人ホーム好日苑内

03-3748-6138

同上

145-0061

石川町2-7-1
田園調布医師会館３階

03-3728-6673

同上

12

地域包括支援センター
会

田園調布医師

13 地域包括支援センター

六郷東

144-0035

南蒲田3-12-5

03-3745-2306

同上

14 地域包括支援センター

六郷中

144-0055

仲六郷2-44-11
六郷地域力推進センター２階

03-5744-7770

同上

15 地域包括支援センター

やぐち

146-0093

矢口1-23-12
特別養護老人ホームゴールデン鶴亀ホーム内

03-5741-3388

同上

16 地域包括支援センター

西蒲田

144-0051

西蒲田7-49-2
社会福祉センター７階

03-5480-2502

同上

17 地域包括支援センター

蒲田

144-0052

蒲田2-8-8
特別養護老人ホーム蒲田内

03-5710-0951

同上

18 地域包括支援センター

蒲田医師会

144-0052

蒲田4-24-12
蒲田医師会館５階

03-5714-0888

同上

19 地域包括支援センター

大森東

143-0013

大田区大森南四丁目9番1号 大森東特別出張所2
03-6423-8300
階

同上

20 地域包括支援センター

糀谷

144-0034

西糀谷2-12-1
特別養護老人ホーム糀谷内

03-3741-8861

同上

21 地域包括支援センター

羽田

144-0044

本羽田3-23-45
特別養護老人ホーム羽田内

03-3745-7855

同上

22 大森中

老人いこいの家

143-0014

大森中2-13-15

03-3763-0881

■老人いこいの家
高齢者に教養の向上、レクリエーション等のた
めの場を提供し、高齢者の心身の健康増進を図る
ことを目的にした施設です。
高齢者のチャレンジ講座や健康維持教室なども
実施しています。
■利用対象者
60歳以上の区内在住又は在勤者
月曜日～土曜日（午前９時～午後５時）

23 大森東

老人いこいの家

143-0012

大森東4-24-6

03-3765-1259

同上

24 入新井

老人いこいの家

143-0016

大森北3-24-27

03-3764-3764

同上

25 中馬込

老人いこいの家

143-0027

中馬込1-19-1-101

03-3777-4499

同上

146-0082

池上5-9-9

03-3751-6636

同上

143-0024

中央1-5-1

03-3776-0410

同上

26 池上

27 新井宿

老人いこいの家

老人いこいの家
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28 シニアステーション

東嶺町

145-0074

東嶺町20-4

03-3753-3008 http://www.hibikikai-tokyo.or.jp

●介護予防教室の実施（体操など様々なプログラ
ムを提供、楽しく介護予防に取り組めます)
●元気・健康維持（ヨガをはじめ合唱や脳トレー
ニング、囲碁・将棋など、元気・健康につながる
活動を実施)
●各種講座、学習機会（様々な機関のスペシャリ
ストを招き、地域講座を開催しています)
●介護・生活相談（地域包括支援センターと連携
し、介護や日々の生活について、ご相談いただけ
ます)

29 シニアステーション

田園調布

145-0071

田園調布2-58-5

03-3721-1572

同上

30 シニアステーション

田園調布西

145-0071

田園調布4-44-9

03-3721-8066

同上

31 鵜の木

老人いこいの家

146-0091

鵜の木3-32-10

03-3758-7978

同上

32 久が原

老人いこいの家

146-0085

久が原5-29-4

03-3754-1608

同上

33 仲池上

老人いこいの家

146-0081

仲池上1-10-14

03-3755-6445

同上

145-0063

南千束3-24-11

03-3729-4655

同上

144-0033

東糀谷1-19-21

03-3741-7970

同上

144-0034

西糀谷4-29-16-202

03-6423-7033

同上

144-0043

羽田4-23-4

03-3744-9328

同上

34 千束

35 東糀谷

老人いこいの家

老人いこいの家

36 シニアステーション

37 羽田

糀谷

老人いこいの家

38 東六郷

老人いこいの家

144-0046

東六郷2-4-21

03-3736-2367

同上

39 仲六郷

老人いこいの家

144-0055

仲六郷3-12-5

03-3732-4480

同上

40 東蒲田

老人いこいの家

144-0031

東蒲田2-32-15

03-3731-5373

同上

41 本蒲田

老人いこいの家

144-0052

蒲田1-4-23

03-3736-3105

同上

143-0023

山王1-31-8

03-3776-9419

同上
※山王高齢者センターは、日曜も開館

【本部】
http://www.ota-sjc.or.jp/
03-3739-6666

■事業内容等
登録会員を対象に、各自の希望や知識、経験に
応じた就業や社会奉仕等の活動機会を提供してい
ます。就業は臨時的かつ短期的又は週20時間まで
の簡易な業務となります。施設管理、子育て支
援・家事援助サービス、植木の手入れ、畳・襖・
障子・網戸の張替え、一般事務、屋内外軽作業、
毛筆筆耕、和洋服リフォーム、DIY、ちょこっと
サービスなど
■対象者
60歳以上の方

03-5713-3600 http://ota-shigoto.jp/

■高齢者向け無料職業紹介所
豊かな知識や経験、優れた技術や能力を持つ高
年齢者に対して、就労や社会参加活動等、多様な
活動を支援します。
無料職業紹介、就労・起業相談、技能習得支援
（履歴書の書き方講習、再就職支援セミナー、就
職面接会の実施など）、社会参加に関する相談、
ボランティア活動の紹介など行っています。
■対象者
おおむね55歳以上の方

42 山王高齢者センター

43 シルバー人材センター

44 いきいきしごとステーション

45 大田区通所介護事業者連絡会

【本部】
144-0055

144-0051

144-0023

【本部】
仲六郷１－６－９－125

西蒲田７－49－２
大田区社会福祉センター７階

東京都大田区山王３－４５－３
１階 （事務局）

山王ヒルズ

3772-5122
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■地域区分は、大田区全域です
■私たち大田区通所介護事業者連絡会は、100事業
所を超える会員により構成されています。
事業者同士の交流を大切にし、研修会や勉強会
を積極的に開催しサービスの質を高めます
また、地域のご高齢者の方々がより良い在宅生
活を送れるように 「高齢者が安心して生活
し続けられる町づくり」における役割も構築し
ます！
■Ｈ２３年より、介護報酬改定を踏まえて生活相
談員の「現場に即した内容」視点を盛り込んだ
「デイサービス生活相談員業務必携」（日総研出
版）を出版し大変好評中です。
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46 社会福祉法人

有隣協会

郵便番号

144-0031

所在地

東蒲田2-32-15

47 一般社団法人木谷ウオーキング研究所

101-0065

東京都千代田区西神田2－7－11

48 国際スローピング協会

144-0055

大田区仲六郷１－２７－５

49

東邦大学看護学部GP事業推進室
（TOHOいえラボプロジェクト）

50 なでしこの会

51 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

143-0015

大田区大森西4-16-20

146-0082

大田区池上７－２９－１１

143-0016

電話番号

大田区大森北1-23-5

北村ビル202

52 社会福祉法人 大田区社会福祉協議会

144-0051

大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター5
階

53 株式会社 ベネッセスタイルケア

163-0905

新宿区西新宿2-3-1

54 社会福祉法人 池上長寿園

146-0081

55 デイサービスかもめ

〒143-0015

56 特定非営利活動法人 風雷社中

〒146-0094

57 特定非営利活動法人大森コラボレーション

〒1430015

大田区仲池上２－２４－８

大田区大森西5－12－15

大田区東矢口3-31-8

大田区大森西2－16－2

１階
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活動内容

03-3731-5373 http://yurin.org/index.html

■第1種社会福祉事業
更生施設の経営 養護老人ホームの経営
■第2種社会福祉事業
宿泊所等を利用させる事業の経営 隣保事業の経
営
老人介護等事業の経営 障害福祉サービス事業の
経営
移動支援事業の経営
■公益事業
老人いこいの家の経営 元路上生活者支援に
係わる事業
就労自立支援事業
居宅介護支援事業
路上生活者対策施設の経営

03-5226-0226 http://kitani-walking.com/

内外で展開されているウオーキングのこの半世紀
にわたる歩みを総括し、２１世紀・超高齢社会に
ふさわしい老若男女、みんながそれぞれに楽しめ
るウオ－キングの世界をつくるために、①ウオー
キング研究会を開催 ②ポールｄｅウオークの普
及推進のための研究と実践 ③伊能忠敬・星と地
球楽校を展開 ④各地でウオーキング教室、大会
等を開催することなどを通してその目的の達成に
向かっています。

03-5713-8666 http://www.day-yuu.co.jp/

増有酸素運動であるスローピングの推進活動を行
い、地域住民の健康増進に寄与することを目的と
しています。
仲六郷1丁目において定期的にスローピングを中心
とした運動とおしゃべりの会を開催しています。

03-3762-9881 http://www.tohoielab.toho-u.ac.jp/index.html

都市部の超高齢社会における諸問題を解決できる
看護師の養成を、大学と地域が一体となって推進
する事業、通称「TOHOいえラボプロジェクト」を
おこなっています。
学びのいえである「いえラボ」を設置（大田区西
嶺町11-25 グランデュール西嶺103号室内）し
し、そこに住まう人（仮想住人）の気配を感じな
がら学習しています。
地域の方にも開放しています。お気軽にチャイム
を鳴らしてください。

03-3751-1957

地域の舗道に花を植え手入れをし、街と人々の心
に花を咲かせ喜び合い、又皆で集まり人生で身に
着けた得意な事を役立てあい、身も心も元気で、
地域に貢献する

http://ota-shakyo.jp

03-5767-6517

第1小田ビル7F

新宿モノリスビル５F

2018年9月27日現在

03-3736-5555 http://ota-shakyo.jp

080-26799927

大田区内では、いこいの家や児童館、放課後ひろ
ばの運営、廃食油をバイオディーゼル燃料（BDF）
という軽油代替燃料に精製する事業などを行って
います。
法人としては全国に事業所があり、子ども、高齢
者、障がい者、困窮者支援、食など多岐にわたる
事業を行っています。
社会福祉法第１０９条の規定に基づいて設立して
いる民間団体です。
地域福祉の推進を図ることを目的に様々な事業を
展開しています。
■地域ささえあい活動支援事業
■ボランティア・区民活動推進事業
■虹のサポートおおた（日常家事・軽度介護サー
ビス）
■ほほえみ訪問事業

大田区で運営する有料老人ホームを利用した地域
の方々をつなぐための地域活動

03-5700-6171 https://www.ikegami.or.jp/

■第１種社会福祉事業
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老
人ホームの経営
■第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター、老人短期生活入所
事業、老人居宅介護等事業の経営
■公益事業
居宅介護支援事業、介護職員初任者研修養成事
業、地域包括支援センター、特定高齢者地域支援
事業の経営

03-3765-3777

高齢者のデイサービスを行っています。
家庭的な雰囲気で定員7名のデイサービスです。
認知症の方もいらっしゃいますので、ご理解のう
え
ご一緒に活動を支えてくださる方をお願いいたし
ます。

03-6715-932 http://fuu-rai.com/

特定の状況(個人や家庭、地域)にあるために社会
的に不利益な状況にさらされている人々が、一人
ひとり大切な人間として認められ、自分らしく自
由に生きられ、差別をされることなく、社会の一
員として認められる社会を作って行く事を目的と
します。

03-57536-560 http://collabo-ohmori.com/

大田区区民活動支援施設大森（こらぼ大森）の指
定管理をしております。
区民活動団体への支援や大田区民の皆様、施設近
隣の皆様など個人を対象とした
健康、スポーツ、園芸、防災などの講座やイベン
トを行っています。
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58 スマイルかまた

郵便番号

〒1440052

所在地

大田区蒲田2-16-20

59 サードエイジサロン

〒143-0021

大田区北馬込2-10-2-410

60 一般社団法人木谷ウオーキング研究所

〒143-0016

大田区大森北2-6-1

サンプラザ竹虎307

電話番号

2018年9月27日現在

ホームページＵＲＬ

03-3736-7941 http://smile-kamata.com

計 60団体
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各種スポーツ・文化系の教室を開催しています。
（1）会員相互の親睦を図り、仲間作りのための諸活動を
行う。
（2）諸行事、同好会、ボランティア活動等の企画運営を
行う。
（3）有意義な社会生活を送るための研鑽、勉強会等を行
う。
（4）男女共同参画社会の振興を図っていきます。

09023102719

03-5767-8831

活動内容

htttp://kitani-walking.com

大田区のポールウオーキングの普及・推進の事務局

