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誰もが安心して
くらせる街づくりを

めざして



豊かなあそびや生活の中で、
「だれもが安心して預けられる保育園」「父母とともに子育て」
をすすめ、育ち合いを大切にしています。

保　育　園
一人ひとりの「育ち」によりそって

高齢 者事 業所

丈夫なからだと心
子どもたちにとって丈夫なからだと欠かせないあそび。
毎日の生活や遊びの中で「あれ？なんだろう？」知的
好奇心や探求心を育てていきます。
戸外での虫や草花などの自然を感じたり、水や土に触
れじっくり物とかかわる力を育てていきます。

豊かな人との関わりを通して
仲間のなかで育つ
小さい子からあてにされたり大きい子にあ
こがれたり異年齢の子どもたちが共に生活
する中で互いに認め合い育ちあうことを大
切にした異年齢保育にとりくんでいます。

楽しく
食べること
楽しく食べること
を通して、健康な
体を育てることを
大事にしています。
旬の素材を取り入
れた献立を工夫し、
子どもの成長に合
わせた給食を、す
べて手作りしています。栽培やクッキングなど
様々な食体験に触れる取り組みもしています。

みんなの中で育つよろこび
保護者と職員が、子どもとともに育ちあえる豊
かな子育てを大切にしています。懇談会や保育
参加、様々な行事を通し、わが子だけでなく、
みんなで子どもの成長を見守っていきます。

地域の子育てを応援します
子育て支援センター・一時保育・なごやのびのびサポー
ト事業・緊急一時 24時間保育事業を通して地域の子育
てを応援しています。子育てする中、何か困ったこと
があったら気軽に立ち寄れる保育園をめざしています。

地 域貢献



「あたりまえに働き、自分で選んだくらしをしたい」
私たちは障がいのある人の発達と権利を保障し、一人ひとりの
生きがいのある生活をすすめます。

保　育　園 障がい者 事 業 所
自分らしさを大切に

高齢者事業 所

日中活動施設
障がいがあってもやりがいをもって働き、社会
参加していくことをめざします。
材料にこだわった安心安全のパンやクッキー、
プリンなどを生産販売しています。
CAFE HATOOKA はご近所の皆さんのつどいの
場になっています。

グループホーム
障がいのある方々が地域のなかで共同生活をす
る暮らしの場です。生きいきとした生活や人生
を創る支援をします。

ヘルパーステーションそら
みんな誰もが安心して、あたりまえに住み慣れた地
域で暮らし続けていきたいと願っています。ご本人
の人権と尊厳を守り、一人ひとりの願いに寄り添っ
た支援をめざします。

相談支援
障がいのある人とご家族が地域で安心できる生活
を応援します。障がい者福祉サービス利用や困り
ごとなどの相談をお受けしています。

地域貢献



自分の家で暮らし続けたい思いを支え、安心して毎日
が過ごせる生活を大切にしています。地域の人に信頼さ
れ気軽に声をかけてくれる事業所をめざしています。

福祉サービスにない「地域で安心して暮らす」ためのさ
まざまな活動を行っています。仲間づくりや元気の出る
活動、気軽に参加できる楽しい活動をめざしています。

保　育　園 高 齢 者 事 業 所
一人ひとりの居場所に

小規模多機能ホーム
通い、訪問、泊りを組あわせなが
ら、ご本人の望む暮らしを馴染み
の職員が継続的に支援します。

認知症カフェ
北区と東区に 2つの認知症カフェを運営し
ています。このカフェは認知症の人と家族を
支える心のよりどころ、地域の住民が一緒に
交流できる場として毎回にぎやかなカフェが
オープンしています。

デイサービス
お世話されるのではなく、できる
ことを生かし、その人らしく過ご
せる生活を大切にしています。

茶食ぼちぼち
茶食ぼちぼちは、気軽な
地域の憩いと交流の場の
喫茶店です。モーニング
からランチまでやっていま
す。是非おこしください。

おたすけクラブ
地域で安心して暮らし続けられ
る街にと高齢者や障害者のみ
なさんの小さなお手伝いをおこ
なっています。当法人が運営す
るボランティア活動です。

憩の家
憩いの家は地域のなかで一人ぼっちの高齢者をなくそ
うと活動しています。どなたでも利用できます。おしゃ
べりや編み物、手作り品づくりなど好きなことをして、
楽しいひと時を過ごすところです。利用者さんやボラン
ティアさんみんなで助け合って運営しています。

地域貢 献地域貢 献
あったらいいな　こんなコト　こんなモノ

ケアプラン
高齢の方が住み慣れた家で安心し
て生活ができるように介護の相談
をお受けしています。ベテランの
ケアマネージャーが対応します。



平和で、豊かな住みよい
街づくりをすすめ、

福祉の充実をめざします。

1963 年　紡績工場で働く女性たちが、子育て
しながら働き続けたいと願って「共同保育所」
をつくったのが「名北福祉会」のはじまりです。
子ども、障がいのある人、高齢者にとって住み
よい環境をつくるため全ての人たちといっしょ
に歩み続けています。

名北福祉会のあゆみ

名北福祉会が
めざすもの

します。

福祉のきりすてを許さず、

公的保障を守り、国・自治体の

行政を国民本意に

変えていく運動をすすめます

子ども、障がいのある人、

高齢者が安心して暮らせる

住みよい街づくりを

すすめます。
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※MAPの数字と施設一覧の数字は同じ場所になります。

施設一覧

保育園 〒 住所 電話 FAX
2  めいほく保育園 462-0804 名古屋市北区上飯田南町 5-52-2 052-911-1627 052-911-1430

2   子育て支援センターめいほく
2  一時保育室めいほく 462-0804 名古屋市北区上飯田南町 5-52-2 052-915-3074 052-911-1430

2    のびのび子育てサポート 462-0804 名古屋市北区上飯田南町 5-52-2 052-915-3071 052-911-1430

1  めいほくつぼみ保育室 462-0807 名古屋市北区御成通 3-20-4 052-991-1646 052-912-5188

3  第二めいほく保育園 462-0804 名古屋市北区上飯田南町 1-12-2 052-914-9554 052-914-9567

4  なえしろ保育園 463-0042 名古屋市守山区野萩町 2-61 052-793-7546 052-793-7547

4 子育て支援センターなえしろ
4  一時保育室なえしろ 463-0042 名古屋市守山区野萩町 2-61 052-793-1213 052-793-7547

5 めだか保育園 463-0027 名古屋市守山区弁天が丘 1106 052-798-7077 052-798-7066

5 地域子育て支援拠点めだかひろば
5  一時保育室めだか 463-0027 名古屋市守山区弁天が丘 1106 052-737-8555 052-798-7066

6  やだ保育園 461-0040 名古屋市東区矢田 3-3-44 052-768-6510 052-768-6810

6 地域子育て支援拠点 やだっこひろば
6  一時保育室　やだ 461-0040 名古屋市東区矢田 3-3-44 052-768-7070 052-768-6810

7 西部医療センターくさのみ保育所 462-0057 名古屋市北区平手町 1-1-1 052-915-3106 052-915-3106

高齢者事業所 〒 住所 電話 FAX
19  デイサービス町南 463-0066 名古屋市守山区町南 19-27 052-795-3186 052-799-3666

19  めいほく町南の家 463-0066 名古屋市守山区町南 19-27 052-778-7168 052-799-3666

20 デイサービス東町 462-0803 名古屋市北区上飯田東町 1-18-1 052-917-4152 052-910-0713

21 ケアプラン町南 463-0066 名古屋市守山区町南 1-1 メゾン・ド・ベルコリーヌ１01 052-795-7571 052-726-6750

地域貢献 〒 住 所 電 話 FAX
22 茶食ぼちぼち 462-0804 名古屋市北区上飯田南町 5-60 052-911-5188

1  おたすけクラブ 462-0807 名古屋市北区御成通 3-20-4 052-910-3066 052-912-5188

23 憩の家 462-0804 名古屋市北区上飯田南町 2-6-2 052-914-3270

法人本部 〒 住 所 電 話 FAX
1  名北福祉会本部 462-0807 名古屋市北区御成通 3-20-4 052-910-3066 052-912-5188

障がい者事業所 〒 住所 電話 FAX
8  めいほく共同作業所 462-0802 名古屋市北区上飯田北町４－３９ 052-916-4470 052-916-4472

9  めいほく共同作業所分場 462-0802 名古屋市北区上飯田北町 1-60　 052-508-6960 052-508-6951

10  わくわく安井の家　 462-0023 名古屋市北区安井 4-12-7 052-934-7461 052-934-7462

11  めいほく友の家 462-0007 名古屋市北区如意 2-124 052-902-7707 052-902-7717

12  めいほく鳩岡の家 462-0025 名古屋市北区鳩岡町 1-1-5 052-911-0055 052-911-1155

13  友の家ホームいっぽ 462-0065 名古屋市北区喜惣治 1-384-1 052-982-7681 052-982-7682

14  めいほくホーム大和 462-0865 名古屋市北区下飯田町 4-71 中山ハイツ405 052-911-2515 052-911-2515

14  めいほくホーム大夢 462-0865 名古屋市北区下飯田町 4-71 中山ハイツ406 052-916-7008 052-916-7008

15  めいほくホームあさひ 463-0070 名古屋市守山区新守山 2205 052-799-5070 052-799-5071

16  町北ホームゆうやけ 463-0074 名古屋市守山区町北 15-10 052-715-5533 052-715-5534

17  のびのびクラブ 463-0074 名古屋市守山区町北 5-21 052-791-7011 052-739-7845

18  ヘルパーステーションそら
462-0865

名古屋市北区下飯田町 2-14-3
第 6諏訪マンション1F

052-910-0712
052-325-6222

18  相談支援センターめいほく 052-911-1600


