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Together with

About us

ともに生き、ともに支える。

法人の基本理念

社会福祉法人都島友の会は、多様な福祉サービスを総合的に提供できるよう創意工夫

し、利用者の個人の尊厳を保持しながら、子どもたちの心身ともに健やかな育成と、個

人が持っている能力に応じ、自立した日常生活を地域社会において営むことができる

よう支援することを基本理念とする。

法人の経営理念

・地域福祉の拠点として寄与貢献

・人として尊ばれ、個人の尊厳に配慮した、良質かつ安心安全なサービス提供

・明るい透明な施設経営と運営

・眺めて楽しい、丹誠込めた施設は全て総合芸術

・人材育成、適切な人事、労務管理の実践

都島友の会は、いつも地域と共に
地域を支える社会福祉法人でありたい。

療育

教育・保育 介護

地域

都島友の会

社会福祉法人都島友の会は、創設者比嘉正子が 1931 年（昭和 6年）、法人の前身である青
空保育園（後の都島幼稚園）を創設したところから歴史は始まります。比嘉正子は「社会的な
貧困と不平等がある限り人間は救われない」との使命のもと、多くの苦難と試練を乗り越えな
がら、戦前・戦中・戦後の時代を、社会福祉事業や消費者運動、婦人運動に一身を捧げました。
「福祉はすべての人が健康で文化的かつ快適な生活が守られ、豊かな人間生活が実現でき
ることを内包するものでなければならない」―生前、比嘉正子は福祉の理想をこのように語り
ました。
私たち法人は、その志を引き継ぎ、現在、大阪市に８か園の認定こども園と保育園、沖縄に２
か園の保育園、さらに児童発達支援センター、放課後児童クラブ（児童館）、２か所の高齢者
施設など、乳幼児の保育教育から高齢者介護までを一貫した理念のもとで運営し、事業を展
開してきました。
今日、日本は人口減少社会の中で、少子高齢化の進行、核家族化や単身世帯の増加、終身雇
用の変化、若年層の雇用情勢の悪化、地域社会における支え合いの脆弱化などによる、これ
までの公的な支援では対応しきれない「制度の狭間にある人」の存在がクローズアップされ、
また社会的排除や地域の無理解から生まれる新たな問題も起こってきています。一方、私た
ち社会福祉法人を取り巻く環境も大きく変化し、あらためて私たちの存在意義＝基本理念が
問われています。
私たちはこうした中で、社会福祉法人としての存在意義を真摯に問い、私たちに何ができる
か何をなすべきかをしっかり見つめながら、既存の枠にとらわれることなく、地域のさまざま
な福祉施設やボランティア、NPO、そして住民の方 と々深く連携することで、だれもが自分らし
い生き方ができ、また安心して次世代を育むことのできる、暮らしやすい「地域づくり」、地域
における「新たな支え合い」に向けて積極的に取り組んで行きたいと考えています。
地域や地域の人々と、“ともに生き、ともに支える…。” 私どもは常に地域貢献の視点に立ち、
みなさまの信頼に深く応えられるよう前進してまいります。

私たちは〔人が人を支えながら生きる〕との基本理念を掲げ、人が生まれ、育ち、成長し、やがて人生を終えるまでの間、人間の
営みや命を大切に、人間の営みや命のために、地域と共に、地域の人々に対して、精一杯活動することを使命としています。
子どもたち、高齢者の方々、地域の人々・・・。人が人として、人と共に、豊かに生きることが出来るように、私たちが大切にし
ているのは “その人が輝くその人らしさ”。そのために私たちに出来ることは何だろうかとつねに模索し、新たな課題に取り組
んできました。地域を支え、地域に根差した社会福祉法人として、私たちはこれからもよりよい社会の実現に向けていっそうの
地域貢献を果たしていきます。

社会福祉法人　都島友の会

理事長　渡久地　歌子



教育・保育

療育

保育理念
療育理念

地域社会と連携を密にし、地域福祉の推進と向上に努める

　●児童憲章を遵守し、子ども達を慈しむ

　　　・人として尊ばれる

　　　・社会の一員として重んぜられる

　　　・良い環境の中で育てられる

　●一人ひとりの発達を援助する

　●ふるきをたずねて新しきを知る

　●子どもも育ち、我も育つ

発達、子育て、地域生活の三つの支援を基本とする

　●子ども一人ひとりに応じた療育支援を行う

　●保護者を尊重し、保護者へ子どもの援助方法や情報などを提供し、

　　子育て支援を行う

　●生活と遊びを通じて、基本的な生活習慣を獲得するために支援を行う

知・徳・体、三位一体の教育・保育で
子どもたちの未来を育みます。

幼保連携型認定こども園・保育園

乳児保育センター（保育園）

放課後児童クラブ

かけがえのない子どもたちのために。一人ひとりの可能性を広げる療育をー。

日本の乳児保育はここから始まりました。

心の豊かさとたくましく生きる力を育みます。

子どもたちは無限の可能性を秘めています。人としての人格形成の最も大切な時期に、自主性・
協調性・社会性、そして創造性をもった教育・保育で、知・徳・体、三位一体となったバランス
の良い成長を育み、子どもたちそれぞれに与えられた天分を将来充分に発揮できるための土台
づくりのお手伝いをしています。

子どもの育つ力を信じ、大切に育みながら、子どもたちの気持ちに寄り添い、
一人ひとりきめ細やかなサポートをすることで、個々に持っている力を引き
出し、生活経験の場を広げ、子どもの集団の中で豊かな発達を促す療育を
行っています。

いまから半世紀以上前、高度成長によって女性進出が進み、乳児保育要求が
保育運動として高まってきた時代、私たち法人は日本で最初の乳児保育の専
門施設、都島乳児保育所を開設、0歳児保育を始めました。以来、乳児保育の
エキスパートとしてさまざまなノウハウを蓄積するとともに理想の乳児保育を
めざして、先進的な取り組みを行っています。

保護者が昼間家庭にいない小学生が安全に過ごす生活の場とし
て、働く親の安心と子どもたちの健全な成長のための支援をして
います。

児童発達支援センター・児童発達支援・放課後等デイサービス

Together with

都島児童館

Ryoiku

児童施設

認定こども園 都島児童センター

認定こども園 友渕児童センター

認定こども園 成育児童センター

都島東保育園

都島桜宮保育園

渡保育園（沖縄）

松島保育園（沖縄）

都島乳児保育センター

都島第二乳児保育センター

都島友渕乳児保育センター

都島生活クラブ

高倉生活クラブ

中野生活クラブ

友渕生活クラブ

教育クラブ

こども発達サポートステーション　それいゆ

都島児童デイサービス　あっぷる・れいんぼー

児童デイサービス　せいいく

Kyoiku
Hoiku

&
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高齢者施設

地域貢献事業
介護理念

家庭のような安らぎ、もうひとつのわが家

　●一人ひとりに応じた自立支援を行う

　●やさしくゆとりのある暮らしと生きがい・喜びを見いだせる施設

　●人格を尊重した自立・助長を促進する

　●地域福祉の拠点となる施設づくり

比嘉正子地域貢献事業研修センター　ひまわりネット

もう一つのわが家のように、安心で生きがいを見いだせる環境を提供します。

地域の小さな支えあい

子育て・障がい・介護・なんでも相談室
創設者比嘉正子の志を継ぎ、様々な問題を抱え苦しんでいる人たちに寄り添い、
専門機関の橋渡し役となり、より敷居の低い地域の窓口として「心」の居場所づく
りを目指しています。

地域の高齢者の方々の“暮らしと健康”をテーマに、高齢者の方々が住み慣れた環境の中で、健康で安心できる暮らしを送ることのでき
るよう、法人の各施設が連携し、力を合わせることにより、地域に開かれ地域に根差した高齢者支援事業を行っています。

入居者や利用者の皆様が、住み慣れた“わが家”に暮らせるように、入居者とご家族、そして地域とのつな
がりを大切にしています。入居者やご家族の声を積極的にお聞きし、入居者やご家族の身になって考える
ことで、「入居者一人ひとりに応じた自立支援」「入居者の人格を尊重した自立・助長の促進」につながる
と考えています。また地域の方や当法人の保育施設の子どもたちとの親密な交流と共に、こちらからも積
極的に地域へ出向くことで、地域とのつながりを強め、地域に根差した高齢者支援に取り組んでいきたい
と考えています。

ケアプランの作成をはじめ、在宅高齢者へのさまざまな介護支援を
行うと共に、地域の人々が“わが街”で安心して暮らせるように、社会
生活上のあらゆる問題の相談窓口として関係機関と連携しながら活
動をしています。

デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、総合相談窓口〈友渕ブランチ〉、
3つの複合的な機能を相互に連携し、高齢者の方が住み慣れた地域やご自宅
で、自分らしく生きがいをもってイキイキと暮らすことが出来るよう、高齢者を
支える地域拠点として活動しています。

デイサービスセンター
居宅介護支援事業所
総合相談窓口〈友渕ブランチ〉

ひまわりの郷 ひまわり

ひまわりⅡ

介護老人福祉施設
ショートステイ
社会貢献事業

特別養護老人ホーム ひまわりの郷

ケアプランセンター  ひまわりⅡ

友渕地域在宅サービスステーション ひまわり

美味しいお食事と健やかで楽しい時間を
過ごしていただけるように…。

デイサービスセンター

自分らしさを大切にした生活を目指して、一人ひとりのかけがえのない人
生の実現を目標としています。

入居サービス（特別養護老人ホーム）

ご利用者様が安心して日々を過ごしていただけるように、またご家族様の
身体的、精神的負担をやわらげるためのお手伝いをさせていただきます。

ショートステイ（短期入所生活介護）

ケアプランを作成し、そのプランに基づい
て適切なサービスが提供されるよう、事業
者や関係機関との連絡・調整を行います。

居宅介護支援事業所
地域の福祉と生活を支える総合相談窓口
です。

総合相談窓口〈友渕ブランチ〉

Kaigo

Chiiki



History

幼保連携型認定こども園・保育園

乳児保育センター（保育園）

放課後児童クラブ

児童発達支援センター・児童発達支援・放課後等デイサービス

児童施設

高齢者施設

地域貢献事業

法人の創設者　比嘉正子について

受け継がれていく精神と伝統があります。

都島友の会の歩み

比嘉正子

特別養護老人ホーム　ひまわりの郷

友渕地域在宅サービスステーション　ひまわり

ケアプランセンター　ひまわりⅡ

比嘉正子地域貢献事業研修センター　ひまわりネット

都島児童センター

友渕児童センター

成育児童センター

都島東保育園

都島桜宮保育園

渡保育園（沖縄）

松島保育園（沖縄）

都島乳児保育センター

都島第二乳児保育センター

都島友渕乳児保育センター

都島児童館

こども発達サポートステーション　それいゆ

都島児童デイサービス　あっぷる・れいんぼー

児童デイサービス　せいいく

比嘉正子は明治 38 年（1905）沖縄県首里市金城町に生まれます。17 歳の時に
洗礼を受け、大阪十三今里にあったバプテスト女子神学校（現在のミード社会
館）に入学。校長ミス・ミード（一生涯を日本の女子教育とキリストの伝道に捧げ
た）の影響を受けるも、「社会的な不平等と貧困がある限り、人間は救われない」
と煩悶し、教会を飛び出し、社会事業に参加。日本におけるセツルメント第 1号
として有名な大阪市立北市民館保育組合の保母となり、当時の北市民館長志賀
志那人先生と出会います。
志賀志那人先生から託児施設のない都島地域で保育所を作るべきとの強い勧
めもあり、昭和６年（1931 年）都島の地に青空保育園を設立。昭和 9年には幼稚
園のもつ教育的要素と託児所のもつ保護的要素を兼ね備えた都島友の会の前
身、私立都島幼稚園を創設します。以降、無一文から始めた保育事業を嚆矢とし
て、戦前、戦中、戦後を幼児教育、社会福祉活動に身を捧げます。

また戦後には、焼け野原の中でまだ憲法も児童福祉法もない時代にあって、お
腹をすかせ教育も何も受けられない、さ迷う子どもたちを何とかしようと法人の
戦後の原点である「都島児童館」を設立、日本で初めて乳児保育を始めるなど、
乳児から幼児、学童、教育、そして母の会といった今日の認定こども園や学童クラ
ブの先駆的事業を始めます。晩年には念願であった高齢者福祉の分野にも進出
し、彼女の社会事業の理念であった “揺り籠から墓場まで”人の生涯にわたる社
会福祉を行うとの夢をようやく実現することになりました。また日本の消費者運
動、婦人運動、女性教育のリーダー
としても活躍、1979年（昭和54年）
には長年の功績を認められ、勲三
等瑞宝章を授章。1992 年（平成 4
年 11月12日）、87 歳で逝去。昭和
から平成にかけて波乱万丈に駆け
抜けた人生を全うしました。

ひ　　が　　まさ　　こ

Together with

比嘉正子と子どもたち

都島児童館（1950 年）

1931 年

1934 年

1949 年

1950 年

1952 年

1960 年

1961 年

1966 年

1972 年

1973 年

1974 年

1976 年

1981 年

1982 年

1983 年

1988 年

1991 年

1992 年

1998 年

1999 年

2001 年

2002 年

2010 年

2011 年

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

都島に青空保育園を開設

都島幼稚園認可

都島児童館を設立

財団法人都島友の会認可。都島保育園が園児50名で保育開始

財団法人都島友の会から社会福祉法人都島友の会に変更

都島乳児所開設　生後4カ月～3歳児の35名が入所

障がい児保育開始

都島乳児保育センター開設

都島児童館・保育所新築し、都島児童センターに

都島第二乳児保育センター開設

沖縄県那覇市首里金城町に渡保育園開設

大阪市より経営委託を受け、都島東保育園・都島こども園開設

50周年記念

沖縄県那覇市松島に松島保育園開設

都島友渕保育園開設

延長保育開始

都島桜宮保育園開設

比嘉正子理事長死去

のびのび地域子育て支援センター

友渕地域在宅サービスステーションひまわり開設

都島友渕乳児保育センター開設

特別養護老人ホームひまわりの郷開設

成育保育園（城東区）開設

80周年記念式典

ひまわりネット設立

ひまわりⅡ開設

都島児童センター建替え

比嘉正子地域貢献事業センター開設

都島児童デイサービス開設

都島児童センター、都島友渕保育園、
成育保育園が幼保連携型認定こども園に移行

都島こども園、大阪市から運営移管され、
名称を「こども発達サポートステーション　それいゆ」に変更

都島桜宮保育園分園開設
児童デイサービスせいいく開設

都島小公園の青空園舎

都島児童センター（2013年）

都島友の会

施設概要



Together with

幼保連携型認定こども園
都島児童センター
TEL. 06（6921）5323
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 3-4-3
FAX.06（6921）5783
E-mail：jidoucenter@sirius.ocn.ne.jp

■定員　309人
■対象年齢　0歳児～5歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/jido

幼保連携型認定こども園
友渕児童センター
TEL. 06（6924）4788
〒534-0016　大阪市都島区友渕町 1-3-141
FAX.06（6924）4791
E-mail：mtt07@skyblue.ocn.ne.jp

■定員　253人
■対象年齢　0歳児～5歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

特別事業
大阪市つどいの広場事業
「フレンドリーともぶち」

特別事業
大阪市つどいの広場事業
「フレンドリーせいいく」

特別事業
地域子育て支援センター「のびのび」
一時保育「すくすく」

http://miyakojima.or.jp/tomobuchi

幼保連携型認定こども園
成育児童センター
TEL. 06（6786）1211
〒536-0007　大阪市城東区成育 1-6-12
FAX.06（6786）1212
E-mail：mt-seiiku@citrus.ocn.ne.jp

■定員　96人
■対象年齢　0歳児～5歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/seiiku

乳児保育センター（保育園）
都島友渕乳児保育センター
TEL. 06（6929）1580
〒534-0016　大阪市都島区友渕町 1-6-3
FAX.06（6929）1581
E-mail：tomonyu@royal.ocn.ne.jp

■定員　30人
■対象年齢　0歳児～2歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/tomonyu

児童発達支援センター
こども発達サポートステーション それいゆ

児童デイサービス せいいく

TEL. 06（6925）5510
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 4-10-12
FAX.06（6925）5600
E-mail：mtk06@skyblue.ocn.ne.jp

■定員　30人
■対象年齢　2歳児～5歳児
■保育時間　9：00～17：00
事業内容
児童発達支援・療育相談・就園児療育

地域支援
保育所等訪問支援事業
相談支援事業

特別事業
乳幼児健康支援デイサービス
病後児ルーム「ひまわり」

http://miyakojima.or.jp/kodomo

児童発達支援・放課後等デイサービス
都島児童デイサービス
あっぷる・れいんぼー
TEL. 06（6924）9991
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 3-25-7-8　FAX.06（6924）9992

TEL. 06（4255）6660
〒536-0007　大阪市城東区成育 2-6-17-1　FAX.06（4255）6661

事業内容
親子通園・単独通園・学習支援・余暇支援

事業内容
親子通園・単独通園・学習支援・余暇支援

http://miyakojima.or.jp/soleil

保育園
都島東保育園
TEL. 06（6922）7332
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 4-10-27
FAX.06（6928）3030
E-mail：mhh@silver.ocn.ne.jp

■定員　120人
■対象年齢　0歳児～5歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/higashi

保育園
都島桜宮保育園
TEL. 06（6922）2670
〒534-0027　大阪市都島区中野町 5-10-80
FAX.06（6922）1453
E-mail：mts08@skyblue.ocn.ne.jp

■定員　130人
■対象年齢　0歳児～5歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/sakura

保育園
渡保育園（沖縄）
TEL. 098（886）4060
〒903-0815　沖縄県那覇市首里金城町 2-71
FAX.098（882）1330
E-mail：m-wataru@juno.ocn.ne.jp

■定員　120人
■対象年齢　0歳児～5歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・一時保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/wataru

保育園
松島保育園（沖縄）
TEL. 098（886）1366
〒902-0069　沖縄県那覇市松島 2-1-12
FAX.098（886）3860
E-mail：m-matushima@dolphin.ocn.ne.jp

■定員　110人
■対象年齢　0歳児～5歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・一時保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/matsushima

乳児保育センター（保育園）
都島乳児保育センター
TEL. 06（6922）4120
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 3-16-8
FAX.06（6922）6078
E-mail：mtn03@skyblue.ocn.ne.jp

■定員　60人
■対象年齢　0歳児～1歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/nyuji

乳児保育センター（保育園）
都島第二乳児保育センター
TEL. 06（6921）7221
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 3-16-10
FAX.06（6921）7216
E-mail：mtn04@skyblue.ocn.ne.jp

■定員　60人
■対象年齢　1歳児～2歳児
■保育時間　7：00～19：00
主な取組
延長保育・障がい児保育・地域子育て支援

http://miyakojima.or.jp/daininyuji

放課後児童クラブ
都島児童館
都島生活クラブ
TEL. 06（6921）4385
〒534-0021
大阪市都島区都島本通 3-16-10　4F

高倉生活クラブ
TEL. 06（6925）6150
〒534-0016
大阪市都島区友渕町 2-7-17-103

中野生活クラブ
TEL. 06（6358）0230
〒534-0027
大阪市都島区中野町 3-10-32

友渕生活クラブ
TEL. 06（6925）4857
〒534-0015
大阪市都島区善源寺町 2-8-17　3F

http://miyakojima.or.jp/jidokan

TEL. 06（6924）8880
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 4-10-19
FAX.06（6924）8883
E-mail：himawarinosato@soleil.ocn.ne.jp

■入所　80名
■短期入所　10名
事業内容
介護老人福祉施設・ショートステイ・社会貢献事業

TEL. 06（4253）8861
〒534-0016　大阪市都島区友渕町 1-3-108
FAX.06（4253）2263
E-mail：mtz09@pearl.ocn.ne.jp

TEL. 06（6925）1304
〒534-0021　大阪市都島区都島本通 3-16-8
E-mail：himawarinet2@wing.ocn.ne.jp

■定員　35名
事業内容
デイサービス・居宅介護支援事業・総合相談窓口

TEL. 06（6926）6501
〒534-0021
大阪市都島区都島本通 3-16-8　４F
FAX.06（6926）6502

事業内容
居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

事業内容
子育て・障がい・介護・なんでも相談支援
講演・講座・研修の企画実施

http://miyakojima.or.jp/himawarinosato

http://miyakojima.or.jp/day_himawari

http://miyakojima.or.jp/day_himawari/himawari2.html

比嘉正子地域貢献事業研修センター
http://miyakojima.or.jp/himawari

特別養護老人ホーム
ひまわりの郷

友渕地域在宅サービスステーション
ひまわり

居宅介護支援
ひまわりⅡ

ひまわりネット

児童施設

高齢者施設

地域貢献事業



社会福祉法人　都島友の会

社会福祉法人　都島友の会
〒534-0021　大阪市都島区都島本通3-4-3
TEL.06（6921）0321　FAX.06（6924）2055
http://miyakojima.or.jp

Together with
法人のご案内

認定こども園　都島児童センター

認定こども園　友渕児童センター

認定こども園　成育児童センター

都島東保育園

都島桜宮保育園

都島乳児保育センター

都島第二乳児保育センター

都島友渕乳児保育センター

都島児童館（都島生活クラブ）

こども発達サポートステーション それいゆ

都島児童デイサービス あっぷる・れいんぼー

児童デイサービス せいいく

特別養護老人ホーム ひまわりの郷

友渕地域在宅サービスステーション ひまわり

比嘉正子地域貢献事業研修センター ひまわりネット
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沖縄／渡保育園・松島保育園

幼保連携型

幼保連携型

幼保連携型


