
受入可能施設・団体

№ 施設名・団体名 地区 № 施設名・団体名 地区

1 江東区深川北子ども家庭支援センター 高橋 57 こぴあクラブ 冬木

2 江東区大島子ども家庭支援センター 大島 58 さくらんぼ子ども教室 扇橋

3 江東区東陽子ども家庭支援センター 東陽 59 たんぽぽクラブ 石島

4 江東区豊洲子ども家庭支援センター 豊洲 60 ゆめグループ福祉会 北砂

5 江東区南砂子ども家庭支援センター 南砂 61 江東区亀戸福祉園 亀戸

6 大島第二児童館 大島 62 江東区塩浜福祉園 塩浜

7 塩浜児童館 塩浜 63 江東区東砂福祉園 大島

8 東雲児童館 東雲 64 高齢障害者通所施設 さくら 塩浜

9 東陽児童館 東陽 65 江東区障害者福祉センター　 第一作業訓練室 扇橋

10 南砂児童館 南砂 66 江東区障害者福祉センター　 第二作業訓練室 扇橋

11 森下児童館 森下 67 江東区障害者福祉センター　 第三作業訓練室 扇橋

12 亀戸児童館 亀戸 68 のびのび共同作業所 大地 塩浜

13 江東きっずクラブ三大 大島 69 若竹作業所 塩浜

14 江東きっずクラブ四大 大島 70 ワークセンター　つばさ 佐賀

15 アスク亀戸保育園 亀戸 71 江東区第二あすなろ作業所 毛利

16 アゼリア保育園 木場 72 江東楓の会　　第三あすなろ作業所 南砂

17 シンフォニア保育園 豊洲 73 ピアワーク・オアシス 毛利

18 ひよっこ保育室 大島 74 ウィル・オアシス（地域活動支援センター） 住吉

19 ゆらりん砂町保育園 北砂 75 すこやかホーム東陽町 南砂

20 わかば保育園 大島 76 デイサービスセンター　らん花園 塩浜

21 亀戸第三保育園 亀戸 77 深川愛の園 デイサービスセンター 冬木

22 亀戸第四保育園 亀戸 78 古石場高齢者在宅サービスセンター 古石場

23 塩浜保育園 塩浜 79 東陽高齢者在宅サービスセンター 東陽

24 辰巳第二保育園 辰巳 80 コスモス高齢者在宅サービスセンター 大島

25 辰巳第三保育園 辰巳 81 芳香苑高齢者住宅サービスセンター 東雲

26 豊洲保育園 豊洲 82 特別養護老人ホーム　深川愛の園 冬木

27 古石場保育園 古石場 83 特別養護老人ホーム　あそか園 住吉

28 東砂保育園 東砂 84 特別養護老人ホーム　北砂ホーム 北砂

29 東砂第三保育園 東砂 85 特別養護老人ホーム　江東ホーム 東陽

30 東砂第四保育園 東砂 86 特別養護老人ホーム　三井陽光苑 新砂

31 南砂町保育園 南砂 87 特別養護老人ホーム　芳香苑 東雲

32 南砂第一保育園 南砂 88 特別養護老人ホーム　コスモス 大島

33 南砂第二保育園 南砂 89 介護老人福祉施設　あじさい 東砂

34 南砂第三保育園 南砂 90 みんなの家 北砂

35 南砂第四保育園 南砂 91 グループホーム　こすもす 大島

36 毛利保育園 毛利 92 江東ボランティア連絡会 東陽

37 森下保育園 森下

38 砂町保育園 北砂

39 小名木川第二保育園 北砂 94 きらく会　子供バレエ 東陽

40 神愛保育園 森下 95 車椅子点検整備ボランティアの会 東陽

41 YMCAキャナルコート保育園 東雲 96 健康ふれあい江東 東陽・新砂

42 砂町友愛園 北砂 97 コウトウ　ENG 大島

43 東雲第二保育園 東雲 98 琴夢会 清澄

44 城東保育園 南砂

45 塩崎保育園 塩浜

46 大島保育園 大島 100 冬木UDパト隊 冬木

47 大島第二保育園 大島

48 大島第三保育園 大島

49 大島第四保育園 大島

50 大島第五保育園 大島

51 小名木川保育園 北砂

52 亀高第二保育園 北砂

53 白河かもめ保育園 白河

54 陽だまり保育園 亀戸

55 認定こども園　　文化教養学園 石島
56 ひまわりキッズガーデン有明 有明

扇橋93
江東区社会福祉協議会ふれあいいきいきサロ
ン　かめさん

99 東京都ビューティケア　赤十字奉仕団 住吉・塩浜・
冬木・新砂


