


　２面から４面にかけて、夏ボラの活動先の紹介です。高齢者・障がい者

の福祉施設、保育園、医療機関、ボランティア団体など全部で７１の活動

先・プログラムがあります。自分がどのような活動を体験してみたいのか、

じっくり考えてお申込みください。また、夏ボラの実施に当たって、多く

の施設・団体の方にご協力いただいています。参加される方は、ボランテ

ィア活動を体験するだけでなく、活動先の施設・団体に対して感謝の気持

ちを持って、活動のルールやあいさつ、マナーを守るように心がけましょう。
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区
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番
号 施設・団体名（活動場所） 活動内容（メッセージ） 活動期間・時間 受入人数（1日につき） 

オリエンテーション日程  

費用等 

高

 

齢

 

者

 

関

 

係

1
特別養護老人ホーム 
あたご苑 

（入野 811） 

利用者と一緒に、おしぼりたたみやエプロンたたみのお手伝
いや、日課となっている朝の会への援助、食事介助、シーツ
交換等、お手伝いに協力いただける方お待ちしています。 

8/8～8/26 ※土日祝を除く
9：30～16：00（応相談） 
★期間中 2日～7日まで 

小学 4年生 
～社会人 6名 

活動初日

2
特別養護老人ホーム 
麦久保園 

（草花 2219） 

清掃や昼食の下膳等、間接的援助の手伝いやクラブ活動等に
おいて、ご利用者と触れ合いながら特別養護老人ホームを知
って頂き、又ご意見等を頂く機会になればと思います。 

7/21～8/31  
10：00～15：30 
★期間中 1日～5日まで 

小学 5～6年生 2名 
中学生～社会人 2名 

活動初日

3
特別養護老人ホーム 
福楽園 

（網代 326-1） 

利用者さんとの話し相手やレクリエーションの補助、また車
椅子の移動介助、居室の清掃等が主な内容ですがその時の状
況で出来る事をお願いしたいと考えています。 

7/28～8/29 ※土日を除く 
10：00～15：00 
★連続 2日～5日まで 

小学 4～6年生 2名 
中学生～社会人 2名 
★低学年の場合は 
 兄姉がいれば参加可能 

活動初日

4
特別養護老人ホーム 
こもれびの郷 

（雨間 385-2） 

ホームにお住まいになっている利用者様のお話し相手やレ
レリエーションに参加していただきます。楽しく活動できる
ようにお手伝いいたします。 

7/25～8/31 ※土日祝を除く 
14：00～16：00 
★期間中 1日～5日まで 

中学生～社会人 2名 活動初日

5
特別養護老人ホーム 
紫水園 

（留原 396） 

ご利用者の話し相手や、簡単な職員のお手伝いをして頂きま
す。将来施設でのお仕事を考えている方、興味のある方は間
近で介護の仕事を見てみませんか？お待ちしております。 

8/1～8/31 ※土日を除く 
9：00～15：00（応相談） 
★期間中 1日～3日まで 

中学生～社会人 2名 活動初日

6
特別養護老人ホーム 
第二紫水園 

（高尾 516） 

ボランティアとして、利用者様のお話し相手やレクリエーシ
ョンのお手伝いなどを体験してみませんか？興味をお持ち
の方の参加を心よりお待ちしております。 

8/1～8/31 
※土日祝を除く
10：00～16：00（応相談） 
★期間中 1日～制限なし 

小学 4～6年生 3名 
中学生～社会人 2名 

活動初日

7
特別養護老人ホーム 
五日市ホーム 

（三内 436-1） 

入居者の皆様とお話しをしたり歌をうたったりしませんか。
私たちの知らない事をたくさんお話しして下さいますよ。夏
休みの思い出を一緒に作りませんか。 

7/16～8/31  
8：50～15：00 
★期間中 1日～制限なし 

中学生、大学生 4名 活動初日

8
特別養護老人ホーム 
南聖園 

（三内 705） 

南聖園老人ホームでは 100 人の高齢者の方がいらっしゃいま
す。施設の職員だけでは手の届かない所があります。ボラン
ティアの皆様のお力をお貸し下さい。お待ちしてます。 

8/1～8/31 ※土日を除く 
9：30～15：00 
★期間中 1日～制限なし 

中学生～社会人 2名 
7/25（月）  
14：30～  
筆記用具  

9
特別養護老人ホーム 
ほたるの郷 

（菅生 1453） 

100 名の利用者の方が生活されています。話し相手、洗濯物
の整理、行事・クラブ活動等のお手伝いなどで交流を持って
頂ける方をお待ちしております。 

8/1～8/31  
9：00～16：00 
★連続 2日～制限なし 

中学生～社会人 4名 活動初日  

10
特別養護老人ホーム 
和敬園 

（菅生 1159） 

利用者と一緒におしゃべりをしたり行事・クラブ等のお手伝
いをしませんか？皆さんの笑顔をとても楽しみにしていま
す。初めての方でも職員がそばにいるので大丈夫です。 

7/22～8/31  
9：30～16：00 
★期間中 2日～制限なし 

小学 4～6年生 5名 
中学生、高校生 5名 

7/20（水）  
14：30～  
上履き、筆記用具  

11
特別養護老人ホーム 
コスモホーム 

（菅生 1159） 

この夏、コスモホームのみなさまとふれあいながらボランテ
ィア体験をしてみませんか？あなたの笑顔を楽しみにお待
ちしています。 

8/2～8/31 ※土日祝を除く 
10：00～15：30（応相談） 
★期間中 1日～制限なし 

中学生～社会人 3名 活動初日  

12
養護老人ホーム 
松楓園 

（菅生 1159） 

養護老人ホームはお元気なお年寄りが生活しています。一緒
に散歩をしたりガーデニングや手工芸を楽しみませんか？
今年も皆さんとの出逢いを楽しみに待っています。 

7/25～8/31 ※土日を除く 
10：00～15：00（応相談） 
★期間中 1日～応相談 

小学 5～6年生 5名 
中学生～社会人 5名 

活動初日  

13
特別養護老人ホーム 
増戸ホーム 

（三内 485-1） 

入居者の方々との触れ合いを通して介護への理解と役割、や
りがいを是非体験してください。皆さんの参加をお待ちして
います。 

７/25～8/26 ※土日祝を除く 
10：00～16：00 
★期間中 1日～制限なし 

中学生～社会人 5名 活動初日  

14
介護老人保健施設 
さくら 

（草花 3079-5） 

介護老人保健施設とは？1 日の生活を通して考えてみましょ
う。小学生から社会人の多くの方々に体験していただければ
と思います。 

7/25～7/29 ※土日を除く 
10：00～16：00 
★連続 5日（状況に応ず） 

小学 5～6年生 2名 
中学生～社会人 2名 

活動初日  

15 あすなろみんなの家 
（原小宮 2-6-3） 

お年寄りの皆さんと一緒にゲームや体操・散歩をしたり、お
食事の配膳や掃除のお手伝いをして頂きます。お年寄りの
方々は皆さんが来るのを楽しみに待ってます。 

7/18～8/27 ※日を除く 
9：00～16：00 
★1週～2週まで 

小学 5年生 
～社会人 3名 

活動初日  
昼食代 1食 400 円 

16
あきる台 
グループホーム秋川 

（秋川 6-8-5） 

ご利用者と一緒に買い物や料理、レクリエーション、散歩、
おしゃべりを楽しみながら一日を過ごしましょう。お待ちし
ています。 

7/25～8/20 ※土日及び 8/10
～8/17を除く 
10：00～16：00 
（小学生 15：00 まで） 
★期間中 1日～3日まで 

小学 4年生 
～社会人 2名 

実施しないい  
昼食代 1食 150 円 

17
あきる台 
グループホーム滝山 

（秋川 5-1-8） 

個性豊かなご利用者と一緒にお買い物やお料理などサポー
トしたり、会話を楽しんだりして生活しています。お気軽に
いらしてください。 

7/25～8/20  
10：00～16：00 
（小学生 14：00 まで）
★期間中 1日～2日まで 

小学 4～6年生 2名 
中学生～社会人 2名 

実施しない  
昼食代 1食 150 円 

18 デイサービス悠優 
（野辺 305-6） 

ご利用者様の中にはいろいろな障がいを持つ方がいます。し
かし、その中で一生懸命に活動したり楽しみを見つけようと
頑張られています。是非接してみて皆さんから学んでくださ
い。 

7/22～8/31 ※日を除く 
10：30～15：00 
★連続 2日 

小学 5～6年生 1名 
中学生～社会人 1名 

活動初日  

19 
五日市センター 

（舘谷台 17） 

お元気な高齢者とゲームをしたり話し相手をして頂きなが
ら活動のお手伝いをお願い致します。明るく楽しいセンター
ですので多くの方の参加をお待ちしています。 

7/25～8/26 ※土日祝を除く 
10：00～16：00 
★期間中 2日～制限なし 

小学 4～6年生 3名 
中学生～社会人 2名 

活動初日  

20
開戸センター 

（渕上 332-1） 

自立した元気な高齢者の皆様と会話を楽しみながら手工芸
の手伝いや活動を一緒に行なっていただきます。笑顔いっぱ
いの楽しい職員と共に過ごしてください。 

7/21～8/31 ※土日祝を除く 
9：30～15：30 
★期間中 3日～ 

小学 4～6年生 4名 
中学生～社会人 3名 

活動初日  

21
萩野センター 

（雨間 533-1） 

元気な高齢者のサービスセンターです。お話し相手や諸々の
活動のお手伝いをして頂きます。とても楽しくお仕事できま
す。是非体験してみて下さい。 

7/22～8/31 ※土日祝を除く 
9：30～16：00 
★連続 3日～制限なし 

小学 4～6年生 2名 
中学生～大学生 1名 

活動初日  

22
応援家族 あきる野 

（小川 633-6） 高齢者の方のお話し相手になって下さい。 
8/1～8/10  
14：00～16：00 
★期間中 1日～制限なし 

小学 1年生 
～社会人 2名 

活動初日  
（13：30～）  

23 デイサービス マリモ 
（油平 148-1） 

高齢者の方が日常どのように暮らされ、どのような事を必要
としているのかスタッフと一緒に考え、手助けをしてくれる
方、元気と明るさも一緒に提供してもらえる方を待ちしてい
ます。 

7/25～7/30、8/22～8/31 
※土日を除く 
9：00～15：00 
★期間中 1日～制限なし 

小学 5～6年生 2名 
中学生～社会人 2名 

活動初日  
昼食代 1食 200 円 

24
社協 ふれあい食事サービス 
配食ボランティア(秋川) 
（秋川ふれあいセンター） 

調理ボランティアさんが作ったお弁当を高齢者の方や障が
いを持った方に届けて頂きます。 

7/27～8/25 ※水・木のみ 
10：50～12：00 
★1日のみ 

小学 1年生 
～社会人 2名 

活動初日  

25
社協 ふれあい食事サービス
配食ボランティア（五日市) 

（五日市事務所） 

調理ボランティアさんが作ったお弁当を高齢者の方や障が
いを持った方に届けて頂きます。 

7/27～8/25 ※水・木のみ 
11：00～12：00 
★1日のみ 

小学 1年生 
～社会人 2名 

活動初日  

26
社協 ふれあい食事サービス
調理ボランティア 
（秋川ふれあいセンター） 

高齢の方々にお届けするお弁当を一緒に作っていただきま
す。料理に興味のある方、お待ちしています。 

7/27～8/31 ※水・木のみ 
8：30～12：00 
★期間中 1日～制限なし 

大学生～社会人 2名 活動初日  
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