
　　　　　　　　　　　　　流山市介護支援サポーター受入機関一覧表

地域 № 施設・事業所の名称 種別 新規受入 担当者 電話番号 活動内容 所在地 交通機関 駐車場 備考

1 生活クラブ風の村デイサービスセンター流山 ⑥ ２～３ 岩瀬　真理 7153-8787 １～６ 東深井20-29 運河駅：徒歩15分 無料
2019.4.1～
担当者変更

2 多機能ホーム　春の苑 ② １～２ 宮本　京 7178-5553 １・２・４ 東深井518-1 運河駅：徒歩15分 無料

3 ショートステイ　春の苑 ③ １～２ 宮本　京 7178-5553 １・２・３ 東深井518-1 運河駅：徒歩15分 無料

4 特別養護老人ホーム　春の苑 ⑧ １～２ 宮本　京 7178-5553 １・２・３ 東深井518-1 運河駅：徒歩15分 無料

5 デイサービスセンター　春の苑 ⑥ 1人
(水以外) 鏑木　聡 7178-3377 １・２ 東深井520-1 運河駅：徒歩15分 無料

6 協栄江戸川台年金ホーム ⑦ １～２ 増山　常春 7152-3201 １・３・４・５・６ 東深井948
江戸川台駅：徒歩20分
又はホーム送迎バス利用可

無料

7 グループホーム　わたしの家 ⑨ 1～２ 金子　尚子 7155-6031 １・４・６ 西深井176-1 運河駅：徒歩20分 無料

8 デイサービスセンター　わたしの家 ⑥ １～２ 藤井　加奈子 7155-3970 １・４・６ 西深井176-1 運河駅：徒歩20分 無料

9 流山地域福祉事業所　梅の木 ⑥ ２ 川田　康輔 7153-7792 １・２・３・４・５ 東深井89-28 江戸川台駅:徒歩15分 無料
担当者変更
2019.4～

10 リバーパレス流山　デイサービスセンター ⑥ ３ 金井　恒嘉 7152-2833 １・３ 西深井142 運河駅：徒歩20分 無料

11 リバーパレス流山　ショートステイサービス ③ 金井　恒嘉 7152-1211 １・５ 西深井142 運河駅：徒歩20分 無料

12 特別養護老人ホームリバーパレス流山 ⑧ 金井　恒嘉 7152-1211 １・５ 西深井142 運河駅：徒歩20分 無料

13 アミカの郷流山 ⑦ ― 福島　歩美 7156-8333 １・３・５・６ 美原1-1222-1 江戸川台駅：徒歩6分 無料

14 健康倶楽部江戸川台デイサービスセンター ⑥ ３ 池下　　彩 7155-7160 1・３・６ 美原4-198 江戸川台駅：徒歩7分 無料

15 愛の家　グループホーム流山美原 ⑨ 何名でも可 小山田太郎 7178-3311 １～６ 美原4-218-8 江戸川台駅：徒歩15分 無料

16 ショートステイサービス　はまなす苑 ③ 何名でも可 根本真由美 7155-2222 １・２・３・４・６ こうのす台269-1
江戸川台駅：バス15分
星和住宅バス停より徒歩5分

無料

17 デイサービスセンター　はまなす苑 ⑥ 何名でも
可

田嶋新司
川久保政美

7155-2454 １～６ こうのす台269-1
江戸川台駅：バス15分
星和住宅バス停より徒歩5分

無料
担当者変更
2018.12～

18 特別養護老人ホーム　はまなす苑 ⑧ 何名でも
可

阿部昌浩
竹内やよい

7155-2222 １・３ こうのす台269-1
江戸川台駅：バス15分
星和住宅バス停より徒歩5分

無料
担当者変更
2018.12～

19 デイサービスセンター　でいご ⑧ １ 石塚　徳且 7153-8855 １・２・３・４・６ こうのす台634-1
江戸川台駅：徒歩25分
森の図書館バス停より１分

無料

20 介護老人保健施設　ハートケア流山 ① 池田　美幸 7178-2200 １～６ 小屋146-1
江戸川台駅：徒歩20分
又はバス：ハートケア流山前すぐ

無料

21 介護老人保健施設　ハートケア流山　短期入所療養介護 ④ 池田　美幸 7178-2200 １～６ 小屋146-1
江戸川台駅：徒歩20分
又はバス：ハ-トケア流山前すぐ

無料

22 介護老人保健施設　ハートケア流山　通所リハビリテーション ⑤ 池田　美幸 7178-2200 １～６ 小屋146-1
江戸川台駅：徒歩20分
又はバス：ハ-トケア流山前すぐ

無料

23 特別養護老人ホーム　花のいろ ⑧ １～２ 中　一貴 7197-1237 １・３ 中野久木４２１ 江戸川台駅：徒歩10分 無料

24 曙診療所 ⑤ ２ 安田　昌紀 7154-7474 １・２・３・５・６ 東初石2-175
初石駅：徒歩8分
又はバス：流山中央病院バス停

有料

25 イリーゼ流山はついし ⑦ ３ 西川　絵里可 7178-5621 １・３ 東初石3-128-11 初石駅：徒歩8分 無料
H30.11.1～
担当者変更

26 秋桜ヴィレッジ初石デイサービスセンター ⑥ ２
又井飛鳥
戸田紀子

7156-7705 １～６ 東初石3-139-1 初石駅：徒歩10分 無料

27 ニチイケアセンター　流山北 ⑥ ５ 飯野　佳子 7178-3154 １～６ 東初石4-187-19 初石駅：徒歩7分 なし

28 特別養護老人ホーム　初石苑 ⑧ ― 鈴木　俊孝 7153-3925 ４ 東初石5-131-3 初石駅：徒歩12分 無料

29 イリーゼおおたかの森　デイサービスセンター ⑥ ２ 篠田　恵子 7156-8011 １・２・６ 東初石6-186-50 おおたかの森駅：徒歩3分 無料

30 ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ流山おおたかの森 ⑦ ２ 笠倉まゆみ 7152-4165 3 東初石6－186－38 おおたかの森駅：徒歩５分 無料 Ｈ30.9.1～

31 ウエルリーフ初石 ⑥ ２～３ 藤田　佐智子 7178-2280 １・３ 西初石3-13-2 初石駅：徒歩2分 無料 　

32 ツクイ流山おおたかの森 ⑥ １～２
小嶋　愛子
田村　千春

7157-6661 １～６ 西初石5-68-1
おおたかの森、初石駅：徒歩10分
又はバス：西初石交差点バス停より徒歩2分

無料

33 特別養護老人ホーム季の花 ⑧ ３ 提箸  一美
サゲハシ 7197-7758 １・２・５

西初石5-69-1
新B８街区

おおたかの森駅：徒歩7分 無料
担当者変更
H30.4.1～

34 デイサービスセンター　ほのぼの館はなみずき ⑥ ３～４ 関 　政世 7150-1682 １～６ 大畔534
おおたかの森、初石駅：徒歩13分
又はバス：大畔バス停より徒歩１分

無料

35 おおたかの森グループホーム　あぜみち ⑨ ３～４ 井上　千寿子 7197-3710 １～６ 大畔534
おおたかの森、初石駅：徒歩13分
又はバス：大畔バス停より徒歩１分

無料
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活動内容
表の活動内容欄にある番号は下記を参照してください。

１．見守り、話し相手

２．お茶出し、食事・おやつの配膳、下膳

３．レクリエーション等の補助

４．洗濯物の整理整頓

５．催事に関する手伝い

６．職員とともに行う補助作業

シーツ交換、草花手入れ、散歩の補助など

（詳細は受入機関にご確認ください）

種別

表の種別欄にある番号は下記を参照してください。
① 介護老人保健施設

施設計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を

行います。

② 小規模多機能型居宅介護

利用登録者の希望に応じ通所・訪問・短期宿泊を行いま

す。

③ 短期入所生活介護 （ショートステイ 福祉）

一般的な生活の介護を必要とする方を施設に短期的にお

預かりします。

④ 短期入所療養介護 （ショートステイ 医療）

機能訓練や療養を必要とする方を短期間お預かりします。

⑤ 通所リハビリ（デイケア）

理学療法士などが施設で機能訓練などを行います。

⑥ 通所介護（デイサービス）

施設で入浴、食事、レクリエーション、機能訓練などを行い

ます。

⑦ 特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム入所中の人に日常生活上の介護や機能

訓練、療養上の世話を行います。

⑧ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

施設計画に基づいて介護等の日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の管理を行います。

⑨ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症の方を対象に、共同生活をしながら日常生活の介

護を行います。

⑩ 看護小規模多機能型居宅介護

利用登録者の希望に応じ訪問看護と通所・訪問・短期宿泊

を行います。
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http://map.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.90310317&lat=35.90639184&p=%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%B1%E4%BA%95%EF%BC%88%E5%A4%A7%E5%AD%97%EF%BC%8920-29&z=16&layer=pa&v=3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0101+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%B1%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%98%A5%E3%81%AE%E8%8B%91/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0101+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%B1%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%98%A5%E3%81%AE%E8%8B%91/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0101+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%B1%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91+%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%98%A5%E3%81%AE%E8%8B%91/@
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0101+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%B1%E4%BA%95%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91/@35.9158473,139.9130571,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189916f299778f:0x1
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E5%8D%94%E6%A0%84%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/@35.907013,139.914209,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x6018996a30b1ce2d:0x49294fb2d6aa3a6f
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%AE%E5%AE%B6/@35.908866,139.893496,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899a706c5ec21:0x9b9a9d94699af069
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%AE%E5%AE%B6/@35.908866,139.893496,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899a706c5ec21:0x972
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0101+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%9D%B1%E6%B7%B1%E4%BA%95%EF%BC%98%EF%BC%99%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98/@35.9073455,139.9069026,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x6018996d4b8a1447:0x9
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9%E6%B5%81%E5%B1%B1+%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@35.907495,139.893756,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601
https://www.google.co.jp/maps/place/リバーパレス流山特別養護老人ホーム/@35.907755,139.893562,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899a723ba5923:0x4c8d128c
https://www.google.co.jp/maps/place/リバーパレス流山特別養護老人ホーム/@35.907755,139.893562,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899a723ba5923:0x4c8d128c
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0103+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E7%BE%8E%E5%8E%9F%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91/@35.8986191,139.9067252,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%90%E6%84%9B%E3%81%AE%E5%AE%B6+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E7%BE%8E%E5%8E%9F%E3%80%91/@35.902163,139.904759,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%90%E6%84%9B%E3%81%AE%E5%AE%B6+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E7%BE%8E%E5%8E%9F%E3%80%91/@35.902163,139.904759,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%99%E8%8B%91/@35.909076,139.919157,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899410cc021b3:0x1ce5b48335ea0eb4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%99%E8%8B%91/@35.909076,139.919157,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899410cc021b3:0x1ce5b48335ea0eb4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%99%E8%8B%91/@35.909076,139.919157,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899410cc021b3:0x1ce5b48335ea0eb4
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B1%E3%82%A2%E6%B5%81%E5%B1%B1/@35.893962,139.896387,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899781cc71cbf:0xde46c65444b96c5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B1%E3%82%A2%E6%B5%81%E5%B1%B1/@35.893962,139.896387,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899781cc71cbf:0xde46c65444b96c5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B1%E3%82%A2%E6%B5%81%E5%B1%B1/@35.893962,139.896387,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899781cc71cbf:0xde46c65444b96c5
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9B%99%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%89%80/@35.887704,139.919113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189be6fb68029b:0x66c5d5c719bc17ad
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BC+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E3%81%AF%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%97/@35.881172,139.921655,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bec38e8365f:0xcac57c233f90e115
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BC+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E3%81%AF%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%97/@35.881172,139.921655,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bec38e8365f:0xcac57c233f90e115
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%8B%E3%83%81%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%8C%97/@35.884341,139.92326,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bef02b63dfd:0xe942586a0c2dc07d
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%88%9D%E7%9F%B3%E8%8B%91%E3%83%BB%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/@35.880626,139.924211,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bedae011363:0x465d96b7cc80b6e2
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0114+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%88%9D%E7%9F%B3%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%96/@35.8723769,139.9301128,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189b8fa84
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E5%88%9D%E7%9F%B3/@35.884218,139.91598,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bdd57630d05:0xda10450228c0ac
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%84%E3%82%AF%E3%82%A4%E6%B5%81%E5%B1%B1%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%AE%E6%A3%AE/@35.876613,139.918341,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189beae7686065:0x5dc934506afdb0c?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%8D/@35.873603,139.914942,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bbff2d021c7:0x1c405277e04
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%AE%E6%A3%AE%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%82%E3%81%9C%E3%81%BF%E3%81%A1/@35.873603,139.914942,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bbff2d02


　　　　　　　　　　　　　流山市介護支援サポーター受入機関一覧表
流山市介護支援サポーター事業

　　　　      2019年4月1日現在

地域 № 施設・事業所の名称 種別 新規受入 担当者 電話番号 活動内容 所在地 交通機関 駐車場 備考

36 小規模多機能ホーム　ほのぼの館 ② ３～４ 宇田川　皓彦 7158-1682 １～６ 大畔537
おおたかの森駅：徒歩13分
又はバス：大畔バス停より徒歩1分

無料

37 東葛病院通所付属診療所　通所リハビリテーション ⑤ ２～３
佐藤　真理

子
7158-9232 １・２・３・５ 下花輪409-6

流山駅：徒歩15分
又はバス：花輪城址公園前バス停

無料

38 医療法人財団東京勤労者医療会　いちごいちえ ⑩ ２～３ 井之川利恵子 7157-2981 １・２・３・４・６ 下花輪409-6　３階
流山駅：徒歩15分
又はバス：花輪城址公園前バス停

無料

39 あずみ苑駒木台（通所介護） ⑥ ３～４ 坂口　峰子 7178-4897 １・２・３・５・６ 駒木台107-1
初石駅：徒歩20分
又はバス：美田１号公園バス停より徒歩5分

無料

40 あずみ苑駒木台（短期入所生活介護） ③ ２～３ 坂口　峰子 7178-4897 １・２・３・６ 駒木台107-1
初石駅：徒歩20分
又はバス：美田１号公園バス停より徒歩5分

無料

41 ショートステイ　こまぎ安心館 ③ ２～３ 菅原　弘康 7178-5556 １・２・４・５・６ 駒木649-3
おおたかの森駅：徒歩20分
又はバス：八木郵便局入口バス停より徒歩3分

無料

42 特別養護老人ホーム　流山こまぎ安心館 ⑧ ２～３ 菅原　弘康 7178-5556 １・２・４・６ 駒木649-3
おおたかの森駅：徒歩20分
又はバス：八木郵便局入口バス停より徒歩3分

無料

43 デイサービスセンター　こまぎ安心館 ⑥ ２～３ 菅原　弘康 7178-5556 １・３・４・５・６ 駒木649-3
おおたかの森駅：徒歩20分
又はバス：八木郵便局入口バス停より徒歩3分

無料

44 デイサービス　たいよう ⑥ １ 新倉　大歩 7178-3533 ６ 青田52-1
江戸川台駅：徒歩15分
又はバス：青田大橋バス停

無料

45 アンジュカ初石 ⑦ ３～４ 窄口　千春 7137-7780 1・2・3 東初石2-175
初石駅：徒歩10分
又はバス：流山中央病院前バス停より徒歩３分

無料 Ｈ30.9.25～

46 流山ケアセンターそよ風　短期入所生活介護 ③ ３ 三上　弓華 7157-6721 １～６ 加3-1-9
流山駅：徒歩15分　又は
バス：加二丁目バス停より徒歩3分

無料

47 流山ケアセンターそよ風　通所介護 ⑥ ３ 河口　将人 7157-6721 １～６ 加3-1-9
流山駅：徒歩15分
又はバス：加二丁目バス停より徒歩3分

無料
担当者変更
2019.1.1

48 ひまわりの家 ② １ 清水　竜大 7157-6251 ５・６ 三輪野山1-987 流山駅：徒歩15分 無料

49 愛の家　グループホーム南流山 ⑨ ２ 村井　慎吾 7157-6970 １・３ 鰭ヶ崎1311 鰭ヶ崎駅：徒歩3分 無料

50 あけぼのデイサービス ⑥ １～２ 十津川　綾乃 7150-2444 １・２・３・６
流山市木289(木
B104街区5)

南流山駅：徒歩10分
南流山中学校校庭の南側に移転（1月）

無料

51 有料老人ホーム　イリーゼ南流山 ⑦ ５ 安斎　文江 7157-6201 １～６ 流山市木117-1
南流山駅：徒歩17分
又はバス：膝丸バス停より徒歩１分

無料

52 大樹デイサービス流山 ⑥ 1 小島　大右 7103-1910 １・３・５・６ 南流山2-25-5 南流山駅：徒歩5分 無料

53 デイサービスセンター 悠遊らいふ流山 ⑥ ２ 濱田　裕子 7196-7093 １・３ 南流山7-28-11 南流山駅：徒歩15分 無料

54 流山市デイサービスセンター ⑥ 1
（火）

慶野佑子
山田順子

7159-0030 １・２・３・５・６ 平和台2-1-2
流山駅：徒歩3分
又はバス：平和台2丁目バス停より徒歩4分

無料

55 ケアパートナー流山 ⑥ ３ 鷲塚　美和 7178-8121 １・３・５ 市野谷355-2 おおたかの森駅：徒歩15分 無料
担当者変更
2019.2.1～

56 特別養護老人ホーム　月の船 ⑧ ４ 金子　晴美 7197-2122 １・４ 野々下1-292 おおたかの森駅：徒歩17分 無料

57 デイサービスセンター　あざみ苑 ⑥ 何名でも可 河越　智子 7141-2077 １・２・３ 野々下2-488-5 豊四季駅：徒歩15分 無料

58 特別養護老人ホーム　あざみ苑 ⑧ ４ 富塚　宏 7141-2200 １・３・６ 野々下2-488-5 豊四季駅：徒歩15分 無料
活動内容変
更
1.3.6

59 介護老人保健施設ナーシングプラザ流山 ① 瀬田　康成 7145-0111 １・２・３・４・６ 前ヶ崎248-1
南流山駅：バス10分
免許センターバス停より徒歩3分

無料

60 介護老人保健施設ナーシングプラザ流山通所リハビリテーション ⑤ 瀬田　康成 7145-0111 １・２・３・４・６ 前ヶ崎248-1
南流山駅：バス10分
免許センターバス停より徒歩3分

無料

61 りはびり空間スコヤカ・ケア松ヶ丘店 ⑥ ２ 神山　容子 7197-4070 １・２ 松ヶ丘2-320-53 南柏駅：徒歩8分 なし
2019.4～
担当者変更

62 有料老人ホーム　イリーゼ南柏 ⑦ １ 倉田　眞貴子 7148-7261 １・３・４・５・６ 松ヶ丘4-495-3 南柏駅：徒歩12分 無料

63 マザアスホーム　だんらん流山 ⑨ ２～３ 星野　悦次 7175-5571 １・６ 向小金2-561-1
南柏駅：徒歩15分　　又はバス：
向小金バス停徒歩5分

無料

64 ニチイケアセンター流山 ⑦ ２ 山
ヤマヤ

家　康
コウジ

司 7170-8271 １～６ 向小金2-562-1
南柏駅：徒歩20分　　又はバス：
向小金バス停徒歩5分

なし
2019.3.1～
担当者変更

65 マザアス南柏 ⑦ ２～３ 塩﨑こず恵 7176-8711 ６ 向小金3-147-2 南柏駅：徒歩15分 無料

66 デイサービスソラスト流山　（旧：和） ⑥ １～２ 菊池　雅子 7146-1920 １～６ 名都借1068-1 南柏駅：バス10分 無料

67 小規模多機能ソラスト流山　　（旧：和） ② １
（月水金）

菅野　智子 7141-6680 １～６ 名都借1068-2 南柏駅：バス10分 無料

68 グループホームソラスト流山　（旧：和） ⑨ ３ 佐藤　真砂子 7157-1166 １～６ 名都借1068-8 南柏駅：バス10分 無料

69 特別養護老人ホーム美晴らしの里 ⑧ ― 島田　愛美 7141-8822 １・３・５ 名都借1126
南柏駅：バス19分
東部近隣公園入口バス停徒歩4分

無料

70 グループホーム　クララ清流　弐番館 ⑨ ３ 島田　健人 7150-8271 １・２・４・６ 古間木313-6
流山セントラルパーク駅：徒歩25分
団地坂下バス停徒歩3分

無料

71 アイホーム　セントラルパーク ⑦ ２ 大竹　まゆみ 7157-7766 １・３ 後平井162-1 流山セントラルパーク駅：徒歩3分 無料

※新規受入について…　数字：可能人数　-：新規受入できない　△：人数・曜日等
要相談　○：特に限定していない

上下段でまとまっている場合：同一法人の複数施設での人数　空欄：確認中

南
部

(10)

１

東
部

(16)

中
部

(22)

問い合わせてみましょう

一覧表の中から、通える範囲で施設を探し、施設の担当

者に電話をして、具体的にどのような活動なのか問い合

わせてみましょう。

自分にもできそう！と思ったら、日程調整や持ち物などを

打ち合わせてください。

最初は勇気が要りますが、まずは電話で問い合わせてく

ださい。

わからないとき、困ったときは相談窓口がサポートします

のでご連絡ください。

流山市社会福祉協議会

流山市ボランティアセンター

☎ ７１５９- ４９３９

ｆａｘ ７１５９-４７３６

※地域の該当区分

北部地域 ： 東深井中学校区／北部中学校区に該当する地域

中部地域 ：常盤松中学校区／西初石中学校区／おおたかの森中学校区の一部

に該当する地域

南部地域 ： 南部中学校区 ／南流山中学校区／おおたかの森中学校区の一部

に該当する地域

東部地域 ： 八木中学校区 ／東部中学校区／おおたかの森中学校区の一部

に該当する地域

新
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https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%8E%E5%AE%89%E5%BF%83%E9%A4%A8/@35.885514,139.934524,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bf5c97a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%8E%E5%AE%89%E5%BF%83%E9%A4%A8/@35.885514,139.934524,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bf5c97a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%8E%E5%AE%89%E5%BF%83%E9%A4%A8/@35.885514,139.934524,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189bf5c97a
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%9F%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%86/@35.898864,139.923476,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899590edd7ed9:0x53b2d6f60ec936df
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%9F%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%86/@35.898864,139.923476,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601899590edd7ed9:0x53b2d6f60ec936df
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0176+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%8A%A0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%99/@35.860051,139.90787,17z/data=!4m2!3m1!1s0x60189ba50e92785d:0xb4f43def211ac880
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0176+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%8A%A0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%99/@35.860051,139.90787,17z/data=!4m2!3m1!1s0x60189ba50e92785d:0xb4f43def211ac880
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0175+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E4%B8%89%E8%BC%AA%E9%87%8E%E5%B1%B1%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%EF%BC%98%EF%BC%97+%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E5%A4%9A%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%90%E6%84%9B%E3%81%AE%E5%AE%B6+%E5%8D%97%E6%B5%81%E5%B1%B1%E3%80%91/@35.840011,139.910131,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x601
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92270-0163+%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E6%B5%81%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%B5%81%E5%B1%B1%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%95+%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%25E
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%82%A0%E9%81%8A%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%B5%E6%B5%81%E5%B1%B1/@35.843646,139.893435,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x60189afe60ade
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