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この冊子では、実際にあなたが活動する 

介護支援サポーターの受入機関をご紹介。 

施設の種別や活動内容を確認して、 

あなたに合う活動場所を探しましょう！ 

 

わからないときや、困ったときは 

お気軽にお問合せください！ 

 ① 

 

 ② 

 

 ③ 

 

活動までの流れ 

自分に合う受入機関 
(施設)をさがしましょう！ 

 

 

 
施設の場所や活動内容をもとに、

受入機関一覧表から自分の希望

に合う施設を選んでみましょう。

施設を選んだら②へ！ 

見学相談・調整 

 施設を選んだ後は、見学の日程

を決めましょう！見学の仕方は、

1.ボランティアセンターへ連絡 

もしくは、 

2.ご自身で施設と日程調整する 

の二通り。 

見学を経て施設が決まりました

ら、施設の担当者と相談の上、

活動日時・内容を決めます。

「自分にもできそう！」と思っ

たら活動を開始します！ 

活動の開始 

 

 

流山市介護支援サポーター 

キャラクター「ながっきぃ」 

2/28 
愛の家グループホーム南流山 
流山ケアセンターそよ風 
担当者変更 

3/6 
SOMPOケアラヴィーレ流山おおたかの森 
担当者変更 

4/27 
楽楽パワリハスタジオ 
新規追加 





施設の種別について (表の種別欄に記載されている番号は、下記をご参照ください) 

①介護老人保健施設 

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。 

活動内容について (表の活動内容欄にあるイラストは、下記をご参照ください) 

見守り、お話相手 お茶出し、食事・お
やつの配膳、下膳 

レクリエーション等
の補助 

洗濯物の整理整頓 催事に関する手伝い 

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 

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） 

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。 

本冊子の見方 
４つの□を確認し、✔をつけましょう！ 

地域について (地域は北部、中部、南部、東部の４つに分けて掲載しています！) 

１ 

３ 

２ 

４ 

①北部(主な住所一覧) 

※活動先は、市内全地域より 
 お選びいただけます！ 

新規受入について 

表の新規受入欄にある数字は、受入可能人数を示しています。 

施設の事情で、受入を見合わせている施設は０と表記しております。 

深井新田/平方村新田/平方/東深井

/西深井/美原/江戸川台東・西/こ

うのす台/富士見台/北/小屋/中野

久木/南/西初石(一部)/上新宿新田 

東初石/青田/駒木/駒木台/美田/お

おたかの森(一部除く)/下花輪/若

葉台/桐ケ谷/谷/西初石 (一部除

く)/上貝塚/大畔/上新宿/上新宿新

田 

野々下/長崎/宮園/古間木/松ヶ丘/

西松ヶ丘/向小金/前ヶ崎/名都借/

思井/中/芝崎/前平井/後平井 

加/三輪野山/流山/平和台/南流山/

鰭ヶ崎/木/おおたかの森(一部)/西

平井/市野谷/思井 

②中部(主な住所一覧) 

③南部(主な住所一覧) ④東部(主な住所一覧) 

１ ２ ３ 

４ ５ ６ 

１ 



(表の種別欄に記載されている番号は、下記をご参照ください) 

中部 

【デイサービスセンター わたしの家】 

種別：⑥ 新規受入：4 

担当：藤井 加奈子 

電話：7155-3970 

場所：西深井176-1（運河駅より徒歩20分) 

活動内容： 

【グループホーム わたしの家】 

種別：⑨ 新規受入：０ 

担当：金子 尚子 

電話：7155-6031  

場所：西深井176-1（運河駅より徒歩20分) 

活動内容： 

【協栄江戸川台年金ホーム】 

種別：⑦ 新規受入：1 

担当：増山 常春 

電話：7152-3201 

場所：東深井948 

活動内容： 

【デイサービスセンター 春の苑】 

種別：⑥ 新規受入：1（水曜日以外） 

担当：鏑木 聡 

電話：7178-3377  

場所：東深井520-1（運河駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【特別養護老人ホーム 春の苑】 

種別：⑧ 新規受入：1～2 

担当：宮本 京 

電話：7178-5553 

場所：東深井518-1（運河駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【ショートステイ 春の苑】 

種別：③ 新規受入：1～2 

担当：宮本 京 

電話：7178-5553  

場所：東深井518-1（運河駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【多機能ホーム 春の苑】 

種別：② 新規受入：1～2 

担当：宮本 京 

電話：7178-5553  

場所：東深井518-1（運河駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【生活クラブ風の村 
      デイサービスセンター流山】 

種別：⑥ 新規受入：2～3 

担当：岩瀬 真理 

電話：7153-8787  

場所：東深井20-29（運河駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【健康俱楽部江戸川台デイサービスセンター】 

種別：⑥ 新規受入：3 

担当：池下 彩 

電話：7155-7160  

場所：美原4-198（江戸川台駅より徒歩7分) 

活動内容： 

【アミカの郷流山】 

種別：⑦ 新規受入：1～2 

担当：福島 歩美 

電話：7156-8333  

場所：美原1-1222-1（江戸川台駅より徒歩6分) 

活動内容： 

【特別養護老人ホーム リバーパレス流山】 

種別：⑧ 新規受入：3 

担当：金井 恒嘉 

電話：7152-1211  

場所：西深井142（運河駅より徒歩20分) 

活動内容： 

【リバーパレス流山 
       ショートステイサービス】 

種別：③ 新規受入：3 

担当：金井 恒嘉 

電話：7152-1211 

場所：西深井142（運河駅より徒歩20分) 

活動内容： 

【リバーパレス流山 デイサービスセンター】 

種別：⑥ 新規受入：3 

担当：金井 恒嘉 

電話：7152-2833  

場所：西深井142（運河駅より徒歩20分) 

活動内容： 

【流山地域福祉事業所 梅の木】 

種別：⑥ 新規受入：2 

担当：川田 康輔 

電話：7153-7792  

場所：東深井89-28（江戸川台駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【特別養護老人ホーム はまなす苑】 

種別：⑧ 新規受入：何名でも可 

担当：阿部 昌浩・竹内 やよい 

電話：7155-2222  

場所：こうのす台269-1 

活動内容： 

【デイサービスセンター はまなす苑】 

種別：⑥ 新規受入：何名でも可 

担当：田嶋 新司・川久保 政美 

電話：7155-2454  

場所：こうのす台269-1 

活動内容： 

【ショートステイサービス はまなす苑】 

種別：③ 新規受入：何名でも可 

担当：根本 真由美 

電話：7155-2222  

場所：こうのす台269-1 

活動内容： 

【愛の家 グループホーム流山美原】 

種別：⑨ 新規受入：何名でも可 

担当：木村 純子 

電話：7178-3311 

場所：美原4-218-8（江戸川台駅より徒歩15分) 

活動内容： 

北部 

北部 

（江戸川台駅より徒歩20分 
 ※ホーム送迎バス利用可能) 

(江戸川台駅より流山ぐりーん
ﾊﾞｽ〈江戸川台東ルート〉15分 
星和住宅ﾊﾞｽ停より徒歩5分) 

【デイサービスセンター でいご】 

種別：⑧ 新規受入：1 

担当：石塚 徳且 

電話：7153-8855  

場所：こうのす台634-1 

活動内容： 

(江戸川台駅より徒歩25分 
又は流山ぐりーんﾊﾞｽ〈江戸川
台東ルート〉: 森の図書館ﾊﾞｽ
停より徒歩1分) 

(江戸川台駅より流山ぐりーん
ﾊﾞｽ〈江戸川台東ルート〉15分 
星和住宅ﾊﾞｽ停より徒歩5分) 

(江戸川台駅より流山ぐりーん
ﾊﾞｽ〈江戸川台東ルート〉15分 
星和住宅ﾊﾞｽ停より徒歩5分) 

２ 

【特別養護老人ホーム でいご】 

種別：⑧ 新規受入：5 

担当：辺見 綾子・伊藤 麻里 

電話：7153-3377  

場所：こうのす台634-1 

活動内容： 

(江戸川台駅より徒歩25分 
又は流山ぐりーんﾊﾞｽ〈江戸川
台東ルート〉: 森の図書館ﾊﾞｽ
停より徒歩1分) 



(表の種別欄に記載されている番号は、下記をご参照ください) 

中部 

【秋桜ヴィレッジ初石デイサービスセンター】 

種別：⑥ 新規受入：2 

担当：戸田 紀子 

電話：7156-7705  

場所：東初石3-139-1（初石駅より徒歩10分) 

活動内容： 

【特別養護老人ホーム 花のいろ】 

種別：⑧ 新規受入：５ 

担当：中 一貴 

電話：7197-1237 

場所：中野久木421（江戸川台駅より徒歩10分) 

活動内容： 

【ウエルリーフ初石】 

種別：⑥ 新規受入：2～3 

担当：藤田 佐智子 

電話：7178-2280  

場所：西初石3-13-2（初石駅より徒歩2分) 

活動内容： 

【SOMPOケアラヴィーレ流山おおたかの森】 

種別：⑦ 新規受入：1 

担当：柳田・高橋 

電話：7152-4165  

場所：おおたかの森東1-11-5 

      （おおたかの森駅より徒歩5分) 

活動内容： 

【イリーゼおおたかの森 
                   デイサービスセンター】 

種別：⑥ 新規受入：5 

担当：戸田 真 

電話：7156-8011  

場所：おおたかの森東4-1-6 

     （おおたかの森駅より徒歩3分) 

活動内容： 

中部 

【特別養護老人ホーム 初石苑】 

種別：⑧ 新規受入：3 

担当：鈴木 俊孝 

電話：7153-3925 

場所：おおたかの森北2-64-2 

         （初石駅より徒歩12分) 

活動内容： 

【ニチイケアセンター 流山北】 

種別：⑥ 新規受入：5 

担当：飯野 佳子 

電話：7178-3154  

場所：東初石4-187-19（初石駅より徒歩7分) 

活動内容： 

※駐車場なし 

【イリーゼ流山はついし】 

種別：⑦ 新規受入：０ 

担当：西川 絵里可 

電話：7178-5621  

場所：東初石3-128-11（初石駅より徒歩8分) 

活動内容： 

【曙診療所】 

種別：⑤ 新規受入：2 

担当：川原 佑太 

電話：7154-7474  

場所：東初石2-175 

 

 

活動内容： 

※駐車場有料 

(初石駅より徒歩8分又は京成ﾊﾞｽ：      
流山中央病院ﾊﾞｽ停より徒歩3分) 

【ツクイ流山おおたかの森】 

種別：⑥ 新規受入：1～2 

担当：田村 千春 

電話：7157-6661 

場所：おおたかの森西4-1 

      活動内容： 

(おおたかの森・初石駅より徒歩10分 
又は京成・東武ﾊﾞｽ：西初石交差点バス停より徒歩2分) 

【デイサービスセンター  

         ほのぼの館はなみずき】 
種別：⑥ 新規受入：3～4 
担当：関 政世 
電話：7150-1682  

場所：大畔534 
       
 活動内容： 

【特別養護老人ホーム季の花】 

種別：⑧ 新規受入：3 

担当：添田 泰之 

電話：7197-7758 

場所：おおたかの森西4-17-1 

     （おおたかの森駅より徒歩7分) 

活動内容： 

(おおたかの森・初石駅より徒歩13分 
 又は東武ﾊﾞｽ：大畔バス停より徒歩1分) 

種別：⑤ 新規受入：1 

担当：池田 美幸 

電話：7178-2200 

場所：小屋146-1 

活動内容： 

【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】 

(江戸川台駅より徒歩20分 
又は流山ぐりーんﾊﾞｽ〈江戸川
台西ルート〉: ﾊｰﾄｹｱ流山前ﾊﾞ
ｽ停すぐ) 

【介護老人保健施設 ハートケア流山  

            短期入所療養介護】 

種別：④ 新規受入：0 

担当：池田 美幸 

電話：7178-2200  

場所：小屋146-1 

活動内容： 

(江戸川台駅より徒歩20分 
又は流山ぐりーんﾊﾞｽ〈江戸川
台西ルート〉: ﾊｰﾄｹｱ流山前ﾊﾞ
ｽ停すぐ) 

【おおたかの森グループホーム あぜみち】 

種別：⑨ 新規受入：3～4 

担当：井上 千寿子 

電話：7197-3710 

場所：大畔534 

      活動内容： 

(おおたかの森・初石駅より徒歩13分 
 又は東武ﾊﾞｽ：大畔バス停より徒歩1分) 

【小規模多機能ホーム ほのぼの館】 
種別：② 新規受入：3～4 

担当：宇田川 皓彦  

電話：7158-1682 

場所：大畔537 

 

活動内容： 

【東葛病院通所付属診療所 

        通所リハビリテーション】 
種別：⑤ 新規受入：2～3 

担当：佐藤 真理子 

電話：7158-9232 

場所：下花輪409-6 

活動内容： 

(流山駅より徒歩15分 
 又は京成ﾊﾞｽ：花輪城址公園    
 前ﾊﾞｽ停すぐ) 

(おおたかの森より徒歩13分 
 又は東武ﾊﾞｽ：大畔バス停より 
          徒歩1分) 

【医療法人財団東京勤労者医療会 

              いちごいちえ】 種別：⑩ 新規受入：1～2 

担当：井之川 利恵子 

電話：7157-2981 

場所：下花輪409-6 3階 

 
 
活動内容： 

(流山駅より徒歩15分 又は京成ﾊﾞｽ：花輪城址公園                         
                                前ﾊﾞｽ停すぐ) 

３ 

【介護老人保健施設 ハートケア流山】 

種別：① 新規受入：2 

担当：池田 美幸 

電話：7178-2200 

場所：小屋146-1 

活動内容： 

(江戸川台駅より徒歩20分 
又は流山ぐりーんﾊﾞｽ〈江戸川
台西ルート〉: ﾊｰﾄｹｱ流山前ﾊﾞ
ｽ停すぐ) 

【ショートステイサービス でいご】 

種別：⑧ 新規受入：2 

担当：篠崎 純子 

電話：7153-3377  

場所：こうのす台634-1 

活動内容： 

(江戸川台駅より徒歩25分 
又は流山ぐりーんﾊﾞｽ〈江戸川
台東ルート〉: 森の図書館ﾊﾞｽ
停より徒歩1分) 



(表の種別欄に記載されている番号は、下記をご参照ください) 

中部 

種別：③ 新規受入：2 

担当：河口 将人 

電話：7157-6721  

場所：加3-1-9 

活動内容： 

【流山ケアセンターそよ風 
                   短期入所生活介護】 

【エスケアステーション流山 
           ショートステイ】 

種別：③ 新規受入：0 

担当：坂巻 典子 

電話：7155-6281 

場所：おおたかの森北3-8-11 

     （おおたかの森駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【あけぼのデイサービス】 

種別：⑥ 新規受入：1～2 

担当：十津川 綾乃 

電話：7150-2444 

場所：木289(木B104街区5) 

活動内容： 

【愛の家 グループホーム南流山】 

種別：⑨ 新規受入：2 

担当：鈴木 菜々美 

電話：7157-6970 

場所：鰭ヶ崎1311（鰭ヶ崎駅より徒歩3分) 

活動内容： 

【ひまわりの家】 

種別：② 新規受入：2 

担当：清水 竜大 

電話：7157-6251 

場所：三輪野山1-987（流山駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【ケアパートナー流山】 

種別：⑥ 新規受入：3 

担当：鷲塚 美和 

電話：7178-8121  

場所：市野谷355-2 

（おおたかの森駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【流山市デイサービスセンター】 

種別：⑥ 新規受入：1（土曜日） 

担当：慶野 佑子・山田 順子 

電話：7159-0030 

場所：平和台2-1-2 

活動内容： 

【デイサービスセンター 悠遊らいふ流山】 

種別：⑥ 新規受入：4(日曜日)/ 1(木曜日) 

担当：濱田 裕子 

電話：7196-7093 

場所：南流山7-28-11（南流山駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【大樹デイサービス流山】 

種別：⑥ 新規受入：6 

担当：小島 大右 

電話：7103-1910  

場所：南流山2-25-5（南流山駅より徒歩5分) 

活動内容： 

【有料老人ホーム イリーゼ南流山】 

種別：⑦ 新規受入：6 

担当：安斎 文江 

電話：7157-6201 

場所：木117-1 

活動内容： 

南部 

【エスケアステーション流山 デイサービス】 

種別：⑥ 新規受入：2～3 

担当：高橋 昭夫 

電話：7155-6281  

場所：おおたかの森北3-8-11 

     （おおたかの森駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【流山ケアセンターそよ風 通所介護】 

種別：⑥ 新規受入：2 

担当：河口 将人 

電話：7157-6721 

場所：加3-1-9 

活動内容： 

【デイサービス たいよう】 

種別：⑥ 新規受入：2 

担当：新倉 大歩 

電話：7178-3533 

場所：青田52-1 

活動内容： 

(江戸川台駅より徒歩15分  
 又は東武ﾊﾞｽ：青田大橋ﾊﾞｽ停 
 より徒歩3分) 

【アンジュカ初石】 

種別：⑦ 新規受入：0 

担当：窄口 千春 

電話：7137-7780 

場所：東初石2-175 

活動内容： 

(初石駅より徒歩10分  
 又は京成ﾊﾞｽ：流山中央病院 
 ﾊﾞｽ停より徒歩3分) 

(流山駅より徒歩15分  
 又は東武ﾊﾞｽ：加2丁目ﾊﾞｽ停より 
          徒歩3分) 

(南流山駅より徒歩17分  
 又は京成ﾊﾞｽ：膝丸ﾊﾞｽ停より 
          徒歩1分) 

(流山駅より徒歩3分  
 又は東武ﾊﾞｽ：平和台2丁目   
 ﾊﾞｽ停より徒歩4分) 

(南流山駅より徒歩15分) 

※移転しました 

種別：③ 新規受入：2～3 

担当：菅原 弘康 

電話：7178-5556  

場所：駒木649-3 

活動内容： 

【ショートステイ こまぎ安心館】 

(おおたかの森駅より徒歩20分 
 又は東武ﾊﾞｽ：八木局入口ﾊﾞｽ停    
 より徒歩3分) 

種別：⑧ 新規受入：2～3 

担当：菅原 弘康 

電話：7178-5556 

場所：駒木649-3 

活動内容：  

【特別養護老人ホーム 流山こまぎ安心館】 

(おおたかの森駅より徒歩20分 
 又は東武ﾊﾞｽ：八木局入口ﾊﾞｽ停    
 より徒歩3分) 

【デイサービスセンター こまぎ安心館】 

種別：⑥ 新規受入：2～3 

担当：菅原 弘康 

電話：7178-5556 

場所：駒木649-3 

活動内容： 

(おおたかの森駅より徒歩20分 
 又は東武ﾊﾞｽ：八木局入口ﾊﾞｽ停    
 より徒歩3分) 

(流山駅より徒歩15分  
 又は東武ﾊﾞｽ：加2丁目ﾊﾞｽ停より 
          徒歩3分) 

４ 

【あずみ苑駒木台（通所介護）】 

種別：⑥ 新規受入：3～4 

担当：坂口 峰子 

電話：7178-4897 

場所：駒木台107-1 

活動内容：  

(初石駅より徒歩20分 
 又は東武ﾊﾞｽ：八木北小学校 
 入口ﾊﾞｽ停より徒歩1分) 

【あずみ苑駒木台（短期入所生活介護）】 

種別：③ 新規受入：2～3 

担当：坂口 峰子 

電話：7178-4897 

場所：駒木台107-1 

活動内容：  

(初石駅より徒歩20分 
 又は東武ﾊﾞｽ：八木北小学校 
 入口ﾊﾞｽ停より徒歩1分) 

【楽楽館パワリハスタジオ】 

種別：⑥ 新規受入：2 

担当：堀切 ひろみ 

電話：7157-2258 

場所：南流山1-24-6菅生レジデンス1階 

（南流山駅より徒歩10分) 

活動内容： 



(表の種別欄に記載されている番号は、下記をご参照ください) 

【マザアス南柏】 

種別：⑦ 新規受入：2～3 

担当：塩﨑 こず恵 

電話：7176-8711  

場所：向小金3-147-2（南柏駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【りはびり空間スコヤカ・ケア松ヶ丘店】 

種別：⑥ 新規受入：2 

担当：小沼 恵子 

電話：7197-4070 

場所：松ヶ丘2-320-53（南柏駅より徒歩8分) 

活動内容： 

【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】 

種別：⑤ 新規受入：1 

担当：瀬田 康成 

電話：7145-0111  

場所：前ヶ崎248-1 

活動内容： 

【介護老人保健施設ナーシングプラザ流山】 

種別：① 新規受入：1 

担当：瀬田 康成 

電話：7145-0111 

場所：前ヶ崎248-1 

活動内容： 

【デイサービスセンター あざみ苑】 

種別：⑥ 新規受入：何名でも可 

担当：折戸 千歳 

電話：7141-2077 

場所：野々下2-488-5（豊四季駅より徒歩15分) 

活動内容： 

種別：⑧ 新規受入：4 

担当：金子 晴美 

電話：7197-2122 

場所：野々下1-292 

    （おおたかの森駅より徒歩17分) 

活動内容： 

【特別養護老人ホーム美晴らしの里】 

種別：⑧ 新規受入：1～2 

担当：島田 愛美 

電話：7141-8822  

場所：名都借1126 

活動内容： 

【グループホームソラスト流山】 

種別：⑨ 新規受入：2 

担当：湯澤 慎吾 

電話：7157-1166 

場所：名都借1068-8 

 

活動内容： 

【小規模多機能ソラスト流山】 

種別：② 新規受入：3(月,水,金曜日） 

担当：猪ノ原 幸子  

電話：7141-6680  

場所：名都借1068-2 

 

活動内容： 

【アイホーム セントラルパーク】 

種別：⑦ 新規受入：０ 

担当：大竹 まゆみ 

電話：7157-7766  

場所：後平井162-1 

    （流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅より徒歩3分) 

活動内容： 

【グループホーム クララ清流 弐番館】 

種別：⑨ 新規受入：3 

担当：島田 健人 

電話：7150-8271  

場所：古間木313-6 

     

活動内容： 

東部 
【特別養護老人ホーム 月の船】 

【デイサービスソラスト流山】 
種別：⑥ 新規受入：2 

担当：菊池 雅子 

電話：7146-1920 

場所：名都借1068-1 

 

活動内容： 

【有料老人ホーム イリーゼ南柏】 

種別：⑦ 新規受入：1 

担当：倉田 眞貴子 

電話：7148-7261 

場所：松ヶ丘4-495-3 

活動内容： 

【マザアスホーム だんらん流山】 

種別：⑨ 新規受入：2～3 

担当：星野 悦次 

電話：7175-5571  

場所：向小金2-561-1 

活動内容： 

【特別養護老人ホーム あざみ苑】 

種別：⑧ 新規受入：4 

担当：富塚 宏 

電話：7141-2200 

場所：野々下2-488-5（豊四季駅より徒歩15分) 

活動内容： 

【ニチイケアセンター流山】 

種別：⑦ 新規受入：3 

担当：山家 康司 

電話：7170-8271 

場所：向小金2-562-1 

活動内容： 

※駐車場なし 

※駐車場なし 

（南柏駅より徒歩12分) 

ヤマカ  コウジ 

(南流山駅より東武ﾊﾞｽ10分  
 免許センターﾊﾞｽ停より 
              徒歩3分) 

(南柏駅より徒歩15分  
 又は東武ﾊﾞｽ：向小金ﾊﾞｽ停         
 より徒歩5分) 

(流山セントラルパーク駅より 
 徒歩25分  
 又は東武ﾊﾞｽ：団地坂下ﾊﾞｽ停 
                   徒歩3分) 

(南柏駅より流山ぐりーんﾊﾞｽ 
〈松ヶ丘・野々下ルート〉10分  
 東部近隣公園入口ﾊﾞｽ停徒歩 
           2分)  

(南流山駅より東武ﾊﾞｽ10分  
 免許センターﾊﾞｽ停より 
              徒歩3分) 

(南柏駅より徒歩15分  
 又は東武ﾊﾞｽ：向小金ﾊﾞｽ停         
       より徒歩5分) 

(南柏駅より流山ぐりーんﾊﾞｽ 
〈松ヶ丘・野々下ルート〉10分  
 東部近隣公園入口ﾊﾞｽ停徒歩 
           2分)  

(南柏駅より流山ぐりーんﾊﾞｽ 
〈松ヶ丘・野々下ルート〉10分  
 東部近隣公園入口ﾊﾞｽ停徒歩 
           4分)  

５ 

(南柏駅より流山ぐりーんﾊﾞｽ 
〈松ヶ丘・野々下ルート〉10分  
 東部近隣公園入口ﾊﾞｽ停徒歩 
           2分)  



活動にあたって 

施設に行く際は、介護支援サポーター 
手帳(ながいきスタンプ帳)をご持参く 
ださい。 

活動内容は施設の担当者からきちんと 
説明を受けましょう。 

ご不明点は施設の職員に確認をとりま 
しょう。 

ご自身の健康により、無理はせずお休み 
しましょう。施設への連絡は忘れずに！ 

メモ欄 

Ｔｅｌ ０４－７１５９－４９３９ 
Ｆａｘ ０４－７１５９－４７３６ 

 

流山市社会福祉協議会 流山市ボランティアセンター 

わからないときや、困ったときはお気軽にお問合せください！ 

介護支援サポーターの心構え 

☺無理のない範囲で活動を 

   サポーター活動には、様々な活動があります。活動を始めるときは、まず身近な地域で、ご自身の健康を第一に考え無理のない 

   範囲で出来るところから始めましょう。また、ご自身の趣味を活かすなど、ご自身にあった活動なら、長く続けていくこともで 

   きます。 

☺相手の立場に立った思いやりを 

   サポーターの皆さんがそうであるように、サポーター活動で接する方々も、生活習慣や価値観は人それぞれです。常に思いやり 

   を持ち、相手を尊重し、相手の方の立場に立った行動を心がけましょう。一方的な思いで行動すると相手の方を困惑させてしま 

   うことがあります。また、施設によって注意事項が異なりますので、必ず確認しましょう。 

☺約束を守りましょう 

   些細なことでも約束したことは必ず守りましょう。体調不良などでやむを得ず休むときには必ず施設の担当者に連絡をしましょう。 

☺プライバシーを守りましょう 

   活動のなかで相手のプライバシーに関わる情報を見たり聞いたりすることがあります。活動を通じて知り得たことは、ちょっと 

   したことでも絶対に他人に漏らしてはいけません。サポーター登録を修了したあとも同様です。 

☺楽しく続けるために 

   サポーター同士情報交換をしたり、フォローアップ講座への参加や新たな施設で活動することで、友人や仲間を増やすことが出 

   来るのもサポーター活動の魅力です。 


