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浅口市社会福祉協議会 ・ 浅口市ボランティアセンター 
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応 募 者 の み な さ ん へ （申込方法） 

 

～申込み手順と今後の流れ～ 
 

 

1）参加資料の確認    2019夏のボランティア体験」の参加資料は、次の２種類のものがあります。 

① ボランティア活動先紹介一覧 

② 募集要項（参加申込書を含む） 

 

 

2）活動先を選ぶ    やってみたい活動内容や各自の日程に合わせ、確実に参加できるものを選んで

ください。活動先一覧は、市町別、施設ごとに掲載しています。 

 

 

3）参加申込書の提出  希望する活動先が決まったら、所定の参加申込書に必要事項を記入の上、最寄

り(在住)の市町社会福祉協議会へお申し込みください。 

★★★申込み受付の締め切りは、6月 28日（金）必着★★★ 

申込書の提出とボランティア保険の掛金の受領をもって受付といたします。 

定員を超えた場合は、参加申込みをいただいても後日お断りする場合があり

ます。 

その場合、第２・3希望の活動先で調整することがありますので、 

必ず第２・3希望まで記入してください。 

 

4）事前研修会 
調整会議      浅口市健康福祉センターで実施いたします。 

参加者は「事前研修会・活動調整会議」に必ず参加してください。 
◆不参加の場合は、活動することが出来ません 

 

 

5）実践活動       それぞれの活動先で実践活動に入ります。 

参加者は「ボランティアノート」を活動日ごとに記入し、活用して下さい。 

                   ＊ボランティアノートは、事前研修会の時に参加者へお渡しします。 

 

6）事後研修会への参加  浅口市健康福祉センターで実施いたします。 

 

活動を通しての思いの分かち合いや、お互いの交流を深め、他の参加者と知り合

うチャンスやお互いの情報交換ができます。 

 

 

 

※活動は継続可能※ 

この経験を生かし、今後もボランティア活動を続けたい方は 

活動先の担当者か最寄りの市町村社会福祉協議会へご相談下さい。 

 

 



 

《 活 動 先 一 覧 も く じ 》 

 

◆活動先一覧◆                            

・浅口市金光町         1 ～ 1１ ページ 

・浅口市鴨方町         12 ～ 25 ページ 

・浅口市寄島町         26 ～ 31 ページ 

・浅口郡里庄町         32 ～ 37 ページ 

 

・浅口ブロック社会福祉協議会一覧（参加申込先） 
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◆活 動 先（浅口市金光町・鴨方町） 

設・病院・社協等名 

（種      類） 夏休み！社協こどもサロン 

住     所 
＜金光会場＞ 浅口市金光公民館 

＜鴨方会場＞ 浅口市健康福祉センター 

連絡先（電話・FAX） 
ボランティア事務局【社会福祉協議会 本所】 

TEL：０８６５-４４-７７４４ FAX：０８６５-４４-１１１３ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
小田 義之 / 宇那木 智幸 / 小野 朋子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 

＜金光会場＞ JR山陽本線 金光駅より 徒歩約 １０分 

＜鴨方会場＞ JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩約 １０分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

「夏休み！社協子どもサロン」のお手伝い 

          （サロン対象は小学 3年～6年です） 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）＜金光会場＞ 7月 24日（水）～7月 26日（金） 

      ＜鴨方会場＞ 8月 6日（火）～8月 8日（木） 

（時間） どちらの会場も 8：40～12：30 

募集人員（１日最高受入人数）  4～5名 

募集対象 中学生 2年生以上 

食費の負担 昼までの活動のため不要 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

☆金光・鴨方のどちらの会場も３日間とも参加できる人を 
優先します。申込書に希望する会場を記入してください。 
 

夏休み中の小学生を対象に、【子どもサロン】を開催します。 

 子どもたちの勉強や体験学習のお手伝いをしてくれるボランティアを 

募集します。会場は鴨方・金光の２会場。 
                            

内容は・・・ 

 ◎夏休みの宿題のお手伝い 

 ◎一緒にレクリエーション 

 ◎福祉体験学習をしよう   などなど （只今企画中） 
 

元気いっぱいの小学生と一緒に活動してくれるお兄さん、 

お姉さんをお待ちしています！！！ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 否 
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◆活 動 先 １（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

医療法人 みわ記念病院 

さつきの里 看護小規模ケアホーム 
（地域密着型サービス） 

住     所 浅口市金光町地頭下２８４－１ 

連絡先（電話・FAX） 
TEL：０８６５－４２－６６２２ 

FAX：０８６５－４２－６６２４ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
三宅 明美 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 2ｋｍ（徒歩約 20分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

「通い」、「訪問介護」、「訪問看護」、「泊まり」ができる 

事業所です。 

「通い」（10：00 ～ 16：00）は入浴、レクリエーション、 

手工芸、体操等を行っています。時折、外出やドライブも 

行っています。 

ボランティアの方々には、生活を一緒にすごして、楽しんで 

いただけたらと思います。 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） 毎日  

（時間） 9：00 ～ １６：３０ 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ２名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 ボランティアによる手弁当 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

利用者の皆さんと一緒に楽しく 

過ごしてみませんか？ 
 

 きっと良い経験になると思います。 

 

 

 
 

◎活動は、1日 2名まででお願いします。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 ２（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 寿光園デイサービスセンター 

住     所 浅口市金光町下竹 1775－1 

連絡先（電話・FAX） 
TEL（0865）‐42‐6702 

FAX（0865）‐42‐6311 

ボランティア担当者 

（職      名） 
小原 光博 （デイサービスマネジャー） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 3.5ｋｍ（徒歩約 35分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

デイサービスを利用されている高齢者の方々との 

おしゃべりやレクリエーションのお手伝いなど 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）7／2２（月）～ 8／２４（土） 

（時間）9：30 ～ 16：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ２名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 ボランティアによる手弁当 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 

「今、あなたの笑顔が力になる！ 」 

 

 

1日 2時間～3時間でも OK！ 

時間、内容は相談の上決定 

 

 

 

※特技を生かしたレクリエーション大歓迎！！ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 ３（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

医療法人 みわ記念病院 

さつきの里デイサービスセンター 
（通所介護及び通所予防介護） 

住     所 浅口市金光町地頭下 281－2 

連絡先（電話・FAX） 
TEL（0865）‐42‐6601 

FAX（0865）‐42‐6671 

ボランティア担当者 

（職      名） 
小松原 惠次 （生活相談員） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 2ｋｍ（徒歩約 20分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

通所介護は、利用者（介護保険における要支援者・要介護者）の

日常生活を入浴・レクリエーション・手工芸・体操等の 

プログラムを通してサポートしていく通所の施設です。 

ボランティアの方々には、プログラムを一緒に楽しんでいただき

ながら利用者との交流を体験していただきたいと思います。 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）毎日 

（時間）8：30～1５：30 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ３ ～ ４名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 ボランティアによる手弁当 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 

明るく元気に！ 

高齢者とのふれあい 

交流を楽しんでください。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 ４（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

地域活動支援センター  

「ワーク菩提樹」 

住     所 浅口市金光町大谷３０１－１ 

連絡先（電話・FAX） 
TEL （0865）‐42‐6576 

FAX（0865）‐42‐6576 

ボランティア担当者 

（職      名） 
佐藤 誠（施設長） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 350ｍ（徒歩約 5分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

ワーク菩提樹は、精神保健福祉サービスの利用者（成人）が 

通所し、お菓子の製造・販売を中心に、その他諸活動を行って 

地域活動を豊かにするのを支援する所です。そこで利用者と 

ともに活動し、互いの交流・親睦を深めます。 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） 7月２２日（月）～ 8月 １１日（日） 

8月１９日（月）～ 8月 ３１日（土）（水曜は定休日） 

（時間） ９：３０～１６：００ 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ３名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 昼食各自持参 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

利用者やスタッフに教わりながら、 

手作りのお菓子を一緒に作ることを 

通して、お互いに交流しませんか？ 

 

やったことのない人でも大丈夫ですよ。 

 

◎２日間以上、活動できる方に限らせていただきます。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 ５（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

あお空 
（障害者支援施設） 

住     所 浅口市金光町佐方 2130番地 

連絡先（電話・FAX） 
TEL：０８６５－４２－６３０６ 

FAX：０８６５－４２－６３０７ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
佐藤 寿紀（生活支援員） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 2.6ｋｍ（徒歩約 30分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

施設内見学 

活動体験 

（エコ活動、スヌーズレン、エアロビクス、カラオケ等） 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）  ７月２９日（月）～ ８月９日（金） 

      ８月１９日（月）～ ８月３０日（金） 

（時間） １０：００～１５：００  

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ５名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 

○ボランティアによる手弁当 

○受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

                （徴収額  1 食３００円 ） 

制 限 

活動先紹介等 

 

「障害を持っている方と関わりを持ちたい」 

「いろいろな性格の人とコミュニケーションをとりたい」 

など、障害に対して興味を持たれている方、理解を 

深めたい方、人と関わるのが好きな方 

 お気軽にお越し下さい。 

 

 １日だけ、午前だけ、午後だけでも 

大丈夫です！ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 ６（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

金光町放課後児童クラブ 

（金光のびっこクラブ） 

住     所 浅口市金光町占見新田 288－1（金光幼稚園園庭内） 

連絡先（電話・FAX） 
TEL：０８６５－４２－３１２０ 

FAX：０８６５－４２－３１２０ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
古川 公久（支援員） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 400ｍ（徒歩約 5分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

○ 小学校１年生から６年生までの生活支援 

○ 遊びを中心とした支援 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） ７月２２日（月）から 8月 2３日（金） 

 ① 7/22(月) ～ 7/26(金)  ② 7/29(月) ～ 8/ 2(金) 

 ③ 8/ 5(月) ～ 8/ 9(金） ④ 8/19(月) ～ 8/23(金) 

  ※①～④の期間を選んでください 

（時間） ９：00～17：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ４名 ） ※期間中計 16 名 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 
○ボランティアによる手弁当 

○お茶持参 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 金光のびっこクラブの夏休みは小学校 1年生から６年生まで 

 おおむね 90名が生活しています。 

 遊びを中心に勉強やいろいろな行事も計画しています。 

 支援員の先生の手伝いをしながら、子ども達の輪に 入って 

ドンドン遊んで欲しいと思います！！ 

 

【持参品】 

 弁当、水筒、帽子 

 タオル、着がえ（必要な方） 

◎原則として 期間中毎日こられる方。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 ７（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） きびっ子児童クラブ（学童保育） 

住     所 浅口市金光町須恵１６０（金光吉備小学校内） 

連絡先（電話・FAX） 
TEL：０８６５－４２－６５１３ 

FAX：０８６５－４２－６５１３ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
清水 廣子（支援員） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 1ｋｍ（徒歩約 15分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

小学校 1年生～５年生の児童の生活・遊びの支援 

遊びを主体とした活動 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） ７月 22日（月）から 8月２３日（金） 

     （土・日・祝日、8／13（火）～ 8／16(金)は除く） 

（時間） 9：00 ～ １７：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ３～５名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 ※行事日、昼食日はきびっ子で用意します。 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 

 夏休み期間中、５３人の児童がクラブで過ごします。 

 １～５年生の子ども達が元気いっぱい運動場や体育館、 

 教室で過ごします。 

 夏休みは行事もたくさんあります。 

 

 子ども達が楽しく安全、健康、 

 情緒の安定、豊かな集団生活が 

 送れるように、一緒に遊んで 

 下さい。 

◎夏休みの間で、５日以上参加できる方とさせて 

いただきます。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 否 
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◆活 動 先 ８（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 三和保育園 

住     所 浅口市金光町占見 1001－1 

連絡先（電話・FAX） 
TEL （0865）‐42‐3459 

FAX （0865）‐42‐6580 

ボランティア担当者 

（職      名） 
主任保育士 坂本真希子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 1ｋｍ（徒歩約 15分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

園児たちと遊んだり、一緒に生活したりする。 

職員の手伝いをする。 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）7月２９日（月）～ 8月２３日（金） 
                   ※8/13～8/17 を除く 

（時間） 9：00 ～ 16：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ４ 名） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 
受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額    ２６５円 ） 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

0歳児から 5歳児までの子どもたちが、毎日登園し、 

元気に遊んでいます。 

 

また、園児以外にも一時保育のお友だち 

や地域の方々も毎日出入りしています。 

 

子どもたちと楽しい時間を過ごして 

いただけたらと思います。 

 

1日の受け入れ人数を 4名までと 

させていただきます。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 ９（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

社会福祉法人 明光会 

敬親保育園 

住     所 浅口市金光町佐方１５８１番地 

連絡先（電話・FAX） 
TEL （0865）‐42‐3017 

FAX （0865）‐42‐3017 
ボランティア担当者 

（職      名） 
真田 茜（保育士） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 2.5ｋｍ（徒歩約 30分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

＊保育園児の生活介助 

＊園内の環境づくり 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）7月２2日（月）～ 8月 24 日（土） 

（時間） 8：30～ １７：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ３名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 
受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額    ２３０円 ） 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

☆産休明けから就学前（0～6歳）までの定員 90名の 

保育園です。 

 

☆同法人に知的障害者の施設（あお空）、 

敬親かもがた保育園があり、 

交流を図っています。 

 

☆かわいい園児たちと一緒に 

楽しんで下さい。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 

 



11 

 

◆活 動 先 １０（浅口市金光町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 金光図書館 

住     所 浅口市金光町大谷 320 

連絡先（電話・FAX） 
TEL （0865）‐42‐2054 

FAX （0865）‐42‐3114 
ボランティア担当者 

（職      名） 
岡田 清華 （司 書） 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR金光駅より約 0.5ｋｍ（徒歩約７分） 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

『わくわく 科学 おもちゃづくり』のお手伝い 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） ８月１１日（日） 

（時間） １２：２0～ １５：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ３～５名 ） 

募集対象 中学生・高校生 

食費の負担 昼食を済ませて来てください。 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

「わくわく科学おもちゃづくり」は、講師を呼んで、親子で 

科学工作をする催しです。 

 

会場準備と工作のお手伝いをお願いします。 

 

☆子ども好きで、 

やる気の方をお待ちしています。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 1（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 浅口市かもがた町家公園 

住     所 〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方 240 

連絡先（電話・FAX） 
TEL（0865）‐45‐8040 

FAX（0865）‐44‐6089 

ボランティア担当者 

（職      名） 
園 長   大 室 清 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩 約 20分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

◎園内の清掃 

◎イベントの準備や手伝い 等 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）7／23（火）～ 7／31（水） 

           ※但し、7/29（月）は休園日 

（時間）８：３０ ～ １２：００（午前中） 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ５名 ） 

募集対象 中学生 

食費の負担 午前中のみの活動のため不要 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 
・活動日…上記期間の休園日以外の午前中 

・受入れ…１日５人まで 

 

◆暑い時期なので【水筒・帽子・タオル】

は必ず持参してください。 

◆動きやすい服装（体操服など）で来てください。 

                    

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 否 
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◆活 動 先 2（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

社会福祉法人 岡山千鳥福祉会 

特別養護老人ホームオペラハウス鴨方 
デイサービスセンター 

住     所 〒719-0233 浅口市鴨方町地頭上 567 

連絡先（電話・FAX） 
TEL（0865）‐44‐6336 

FAX（0865）‐44‐1412 

ボランティア担当者 

（職      名） 
生活相談員  尾 関 洋 二 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅 より 徒歩 約 50分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

◎食堂ホールでのふれあい…レクリエーション参加、お話し相手 

◎整容…髪を乾かす 

◎草取り 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）8／1（木）～ 8／24（土） 

            ※日曜日は除く 

（時間）10：00～12：00 または 13：00～15：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ２名 ） 

募集対象 中学生・高校生・大学生・社会人 

食費の負担 不要 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

※活動可能期間の中で希望の期間、活動できます！！ 

 

「オペラハウス鴨方」というネーミングには、 

「オペラハウス劇場」にちなみ、お年寄り一人ひとりが、かけ

がえの無い人生ドラマの主役を演じていただ

きたいという願いが込められています。 

入所者の方々と、ボランティアを通じて触れ合

う中で、少しでもお年寄りの気持ちを感じ取っ

ていただければと思います。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 

 



14 

 

◆活 動 先 3（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

社会福祉法人 聖華会 

聖華こども園 

住     所 〒719-0252 浅口市鴨方町六条院中 2347-1 

連絡先（電話・FAX） 
TEL （0865）‐45‐8400 

FAX （0865）‐45‐8401 

ボランティア担当者 

（職      名） 
主幹保育教諭  杉岡 陽子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅  より 徒歩 約 10分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

・園の環境整備、準備の手伝い 
  （草取り、花の水やり、掃除、遊具作り他） 

・園児の援助 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）7月 18日（木）～ 8月 9日（金） 

（時間） ８：３０ ～ １６：３０ 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ２ 名） 

募集対象 中学生・高校生・大学生 

食費の負担 
お弁当持参 

（子どもたちと一緒に食事をすることもある為、コンビニ弁当

の場合は、お弁当箱に詰め替えてから持参下さい。） 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 

 

 子どもたちと共に過ごし、 

意義のあるボランティア活動にして 

いただきたいと思います。 

 

体調には十分気をつけて下さい。 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可（ただし行事等の都合による） 
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◆活 動 先 4（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

社会福祉法人 明光会 

敬親かもがた保育園 

住     所 〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方 136-1 

連絡先（電話・FAX） 
TEL （0865）‐45‐8315 

FAX（0865）‐45‐8325 

ボランティア担当者 

（職      名） 
園長  石部 みどり 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩 約２５分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

・環境整備及び準備の手伝い 
  （草取り、掃除、午睡用布団の出し入れ、水やり、その他） 

・園児への援助 
  （衣服の着脱の手助け、身の回りの世話） 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） 7月 22日（月）～8月 23日（金） 

（時間） ８：３０～１７：００ 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ４名 ） 

募集対象 中学生・高校生・大学生 

食費の負担 
受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額    ２３０円 ） 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 
★8/13～8/16の 4 日間は受入人数２名です。 

★１日４名 

★１人３日～５日間くらいで受け入れたいと

思います。 
（５日以上希望の方は相談に応じます） 

 

 

◎可愛い園児たちと一緒に楽しんでください◎ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 5（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

社会福祉法人 八幡福祉会 

浅口はちまん認定こども園 

住     所 〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方 1540-1 

連絡先（電話・FAX） 
TEL （0865）‐54‐0200 

FAX（0865）‐54‐0201 

ボランティア担当者 

（職      名） 
園長  丸野 由美子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩 25分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

・園児と一緒に遊んだり、援助したりする 

・環境づくりや水遊び、プール遊びの手伝いをする 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） 7月 24日（月）～8月 8日（木） 

（時間） 9：0０～１6：3０ 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ２名 ） 

募集対象 中学生・高校生・大学生 

食費の負担 
子どもたちと一緒に給食を食べていただきます 

食費のご負担はありません 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

・園内は元気に遊ぶ子どもたちの 

笑い声があふれています。 

 

 

・同法人に八幡保育園、八幡乳児保育園、 

そして姉妹法人に老人施設があり、楽しく交流をしています。 
 

・１人３日間くらいで受け入れたいと思います。（相談に応じます） 

 

・可愛い園児たちと一緒に楽しく過ごしていただきたいと思います。 

・暑い時期ですので、体調に気をつけながらボランティア体験を楽しん

でください。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 否 
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◆活 動 先 6（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

六条院小学校 放課後児童クラブ 

なかよし児童クラブ 

住     所 〒719-0252 浅口市鴨方町六条院中 2072 

連絡先（電話・FAX） TEL・FAX （0865）‐44‐2373 

ボランティア担当者 

（職      名） 
クラブ代表  福田 澄恵 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩 約１０分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容 

または 

プログラム名 

・労働、その他の理由で、帰宅時や昼間に保護者がいない児童

の世話をする仕事 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） ７月 22日（月）～ 8月 23日（金） 

      （土、日、祝日、8/13～16 は除く） 

（時間） ８：３０～１７：００  

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ 4～6名 ） 

募集対象 中学生・高校生・大学生 

食費の負担 持参のこと 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

☆児童とともに生活の中の大切な事柄を指

導するお手伝いです。遊びや生活習慣を通

じて、心身を豊かにし、楽しい夏休みを過

ごせるように力をかしてください。 

  

◆7/22（月）～7/26（金） 4～6名 

 ◆7/29（月）～8/2（金）  4～6名 

 ◆8/5（月）～8/9（金）   4～6名 

 ◆8/19（木）～8/23（金） 4～6名 

  

  

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 7（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

鴨方東小学校 放課後児童クラブ 

にこにこクラブ 

住     所 〒719-0233 浅口市鴨方町地頭上 65 

連絡先（電話・FAX） TEL：０８６５－４４－２２０６ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
クラブ代表  飯田 則子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩 約２５分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

・児童の健全な育成を目的とした活動（町内に３クラブ） 

・労働、その他の理由で、帰宅時や昼間に保護者がいない児童の

世話をする仕事 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） ７月 22日（月）～ 8月 9日（金） 

             （土、日、祝日は除く） 

（時間） ９：００～１7：００  

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ２～３名 ） 

募集対象 中学生・高校生 

食費の負担 持参のこと 

メッセージ 

制限 

活動先紹介 

 

☆児童とともに生活の中の大切な事柄を指

導するお手伝いです。遊びや生活習慣を通

じて、心身を豊かにし、楽しい夏休みを過

ごせるように力をかしてください。 

 
 ※1日 3名程度（1週間のうち 3日～5日間くらいは来られる人） 

 

 ◆7/22（月）～7/26（金） 2～３名 

 ◆7/29（月）～8/2（金）  2～３名 

 ◆8/5（月）～8/9（金） 2～３名 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 8（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

鴨方西小学校 放課後児童クラブ 

たんぽぽクラブ 

住     所 〒719-0241 浅口市鴨方町小坂東 2223-2 

連絡先（電話・FAX） 
たんぽぽクラブ専用 

TEL：０８６５－４４－２１７６ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
ボランティア担当  原田 弘美 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩 約４０分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

・児童の健全な育成を目的とした活動 

・労働、その他の理由で、帰宅時や昼間に保護者がいない児童

の世話をする仕事 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） ７月 22日（月）～8月 9日（金） 

（時間） ９：00～1６：00 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ３～４名 ） 

募集対象 中学生、高校生 

食費の負担 持参のこと 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 

・子どもたちと楽しく遊んでください！！  

・1日 3名程度（1週間の内 3日～5日位来られる人） 

 

 

 ◆7/22（月）～7/26（金） 3～4名 

 ◆7/29（月）～8/2（金）  3～4名 

 ◆8/5（月）～8/9（金） 3～4名 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 9（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
食事ボランティア 【えぷろん】 

住     所 
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方 2244-26 

浅口市健康福祉センター 2F 栄養指導室 

連絡先（電話・FAX） 

ボランティア事務局【社会福祉協議会鴨方本所】 

TEL：０８６５-４４-７７４４ 

FAX：０８６５-４４-１１１３ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
代 表  石井 節子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩約１０分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

・お弁当つくり 

・配達とお年寄りの方への声かけ 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間）7月 30日（水）              

（時間）９：００～１２：3０  

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ 5名～6名 ） 

募集対象 中学生・高校生 

食費の負担 午前中のみの活動のため不要 

メッセージ 

制限 

活動先紹介 

 

 

高齢者の声かけ・見守り・安否確認を目的として、ふれあい弁当

を作り、配食をしています。 

一緒に調理を楽しみましょう！！ 

 
 

 

◆エプロン・三角巾・ハンドタオルを持参してください。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 10（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 収集ボランティア 【ベル】 

住     所 
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方 2244-26 

浅口市健康福祉センター 2F ボランティア研修室 

連絡先（電話・FAX） 

ボランティア事務局【社会福祉協議会鴨方本所】 

TEL：０８６５-４４-７７４４ 

FAX：０８６５-４４-１１１３ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
代表  大角 裕子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩約１０分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 
・古切手、ベルマーク、テレホンカード等の収集、分類整理 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） 8月 2日（金） 

（時間） ９：３０～１１：３０ 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ 約１０名程度 ） 

募集対象 中学生、高校生 

食費の負担 午前中のみの活動のため不要 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 

・「いつでも」「どこでも」「だれでも」できるボランティア、

それが収集ボランティアです。 

つい捨ててしまう古切手、身近な商品についているベルマー

ク、使用済みテレホンカード、それらが低開発国の子どもたち

の医療支援援助や学校等の助成に繋がります。 

 

作業は簡単！ 

ボランティア活動の小さな１歩を 

はじめてみませんか！？ 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 11（浅口市鴨方町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

老人保健施設  

サンパレス桃花 

住     所 〒719-0252 浅口市鴨方町六条院中 1329 

連絡先（電話・FAX） 
TEL：０８６５－４4－８１１１ 

FAX：０８６５－４４－８１１２ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
支援相談員 梶原恭成 / 総務 高田 隆 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩約１５分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 
・高齢者の介護とコミュニケーション 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） 8月 5日（月）～8月 10日（土） 

              ※上記期間内で希望の期間 

（時間） 9：３０ ～ １６：３０（左記時間内相談可） 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ ３名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 
・ボランティアによる手弁当 

・受け入れ側で用意できるが実費は参加者より徴収 

（徴収額  ６００円） 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 福祉に少しでも興味のある、 

 明るく元気な皆さんの 

ボランティアをお待ちしています！！ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 



23 

 

◆活 動 先 12（浅口市鴨方町） 

設・病院・社協等名 

（種      類） 

NPO法人 

ハッピーハウス浅口 

住     所 〒719-0233 浅口市鴨方町地頭上 562 

連絡先（電話・FAX） 
① 鴨方希望の家共同作業所 TEL ０８６５-４４-３１４６ 

② 鴨方町のぞみ作業    TEL ０８６５-４４-６２３１ 

ボランティア担当者 

（職      名） 

① 鴨方希望の家共同作業所    山田 郁子 

② 鴨方町のぞみ作業所      勝田 京子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 

JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩約５０分 

浅口ふれあい号（バス）で仁後下車徒歩３分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

・作業の手伝い、料理クラブの参加を通じて利用者との交流を

図る。 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） ７月 29日（月） 

（時間） 9：００ ～ 14：００ 

募集人員（１日最高受入人数） 通い（ 6名 ） 

募集対象 年齢を問わず 

食費の負担 受入側で用意できる（100円 料理クラブにて） 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 
◎障がいを持たれた方との交流ですので、 

作業所の規約を守ってください。 

 

◎楽しく作業してくださってかまいませんが、 

仕事ですので、指導員の説明をよく聞いて 

取り組んでください。 
 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 13（浅口市鴨方町） 

設・病院・社協等名 

（種      類） 浅口市子ども会指導者クラブ 

住     所 
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方 2244-26 

浅口市健康福祉センター  

連絡先（電話・FAX） 
浅口市教育委員会 生涯学習課内 

子ども会事務局 TEL０８６５-４４-７００１ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
クラブ代表  妹尾 義信 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩約１０分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

① 【放課後子ども体験教室 まなび場】のお手伝い 

② 【夏ＧＡＫＵサプリ】のお手伝い 

活動可能な活動 

期間・時間 

① ８月１７日（土）9：30～12：00 

② ８月２日（金）9：00～12：00 

※どちらか１つでも、２つとも参加でも可能です※ 

募集人員（１日最高受入人数） ① ②ともに、4～5名 

募集対象 中学生・高校生 

食費の負担 午前中のみの活動のため不要 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

 

・夏休みの小学生向け講座のお手伝いになります。 

 

① または②のいずれか１つの申込でも、 
２つとも参加の申込でも可能です。 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 14（浅口市鴨方町） 

設・病院・社協等名 

（種      類） 傾聴ボランティア 

住     所 
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方 2244-26 

浅口市健康福祉センター 2F ボランティア研修室 

連絡先（電話・FAX） 

ボランティア事務局【社会福祉協議会鴨方本所】 

TEL：０８６５-４４-７７４４ 

FAX：０８６５-４４-１１１３ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
代表  松本 寧洋 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR山陽本線 鴨方駅より 徒歩約１０分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

・傾聴（聞くこと）の方法を勉強し、施設に赴き、実践活動を

する。 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期間） 7月 24日（水）・26日（金） 

（時間） 13：30～15：00 

募集人員（１日最高受入人数）  4～5名 

募集対象 中学生・高校生 

食費の負担 昼からの活動のため不要 

メッセージ 

制 限 

活動先紹介等 

 

「傾聴」とは【聞くこと】です。 

カウンセリングの手法を用いて、心に寄り添い、ただ聞くこと。 

その事が心の安定に大きな力をもたらします。 

 

◆7月 24日（水）オペラハウス 

◆7月 26日（金）ハッピーハウス浅口 

での活動になります。 

 

 

 

 

これからのコミュニケーションにきっと役立ちます。 

ぜひ一緒に活動しましょう。 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可 
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◆活 動 先 １（浅口市寄島町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

いるかの家リハビリテーションセンター 

（介護老人保健施設） 

住     所 
〒７１４－０１０１ 

岡山県浅口市寄島町１６０８９－１６ 

連絡先（電話・FAX） 
電話  ０８６５－５４－２００１ 

ＦＡＸ ０８６５－５４－２７０１ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
鈴木真栄（看護・介護部長） 

交通機関・最寄りの駅・

停留所 

ＪＲ山陽本線 里庄駅よりバスで寄島総合支所前まで（平日のみ） 

（朝 6:57 7:40 8:16 の３便）（夕 16:17 17:05 17:56 18:46 の４便）

総合支所より西へ徒歩 12 分 

ＪＲ山陽本線 鴨方駅よりタクシー 

 

◇ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

看護師・介護士と共に 

・話し相手         ・レクリエーション介助 

・シーツ交換         

・ゴミ捨て 

・リハビリテーション介助 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

（期間） ７月中旬～８月下旬の月曜日～土曜日 

 

（時間） ８：３０～１７：３０ 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（３名程度）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

・ボランティアによる手弁当 

・受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額  一食 税込５００ 円） 

・その他（          ） 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 活動先 

・介護老人保健施設 

・通所リハビリテーション 

・グループホーム 

 

○第 21 回 いるか祭り 

11 月の予定 16:00～18:00（この日のみ人数制限なし） 

・利用者の移動介助 

・出店の売り子（おでん・ヨーヨー釣り・輪投げ等） 

・出店の準備 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可（要相談）・   否 
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◆活 動 先 ２（浅口市寄島町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

在宅福祉センターカニ丸の家 

（デイサービス） 

住     所 
〒７１４－０１０１ 

岡山県浅口市寄島町１６０８９－１７ 

連絡先（電話・FAX） 
電話 ０８６５－５４－３１１３ 

FAX ０８６５－５４－３１１４ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
山田実里（生活相談員） 

交通機関・最寄りの駅・

停留所 

ＪＲ里庄駅よりバスで終点寄島総合支所まで（平日のみ） 

（朝 6:57 7:40 8:16 の３便）（夕 16:17 17:05 17:56 18:46 の４便） 

総合支所より西へ徒歩（12 分） 

 

◇ ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

・日常生活の介助、）話し相手など 

 

・手作業やレクリエーションのお手伝い 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

（期間） ７月中旬～８月下旬（日・祭日を除く） 

 

（時間） ９：００～１６：００ 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（ ３名）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

・ボランティアによる手弁当 

・受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額          円） 

・その他（          ） 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カニ丸の家は、お年寄りが住み慣れた地域で生き生きとした生活が送れ

るようお手伝いする施設です。 

 

お年寄りの皆さんに笑顔で過ごしてもらえるよう、お手伝いしてくださ

る方、お待ちしています！ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可   ・   否 
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◆活 動 先 ３（浅口市寄島町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
寄島児童クラブ（オレンジクラブ） 

住     所 
〒７１４－０１０１ 

岡山県浅口市寄島町１６０８９－３（寄島小学校敷地内） 

連絡先（電話・FAX） 電話 ０８６５－５４－２５７７ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
藤澤稚美（支援員） 

交通機関・最寄りの駅・

停留所 

ＪＲ山陽本線 里庄駅よりバスで寄島総合支所前まで（平日のみ） 

（朝 6:57 7:40 8:16 の３便）（夕 16:17 17:05 17:56 18:46 の４便） 

寄島総合支所より西へ徒歩で 10 分 

 

◇ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

小学校６年生以下の児童の親の生活支援 

 

・遊びを中心とした支援 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

（期間） ７月下旬～８月下旬 

 

（時間） １０：００～１６：００ 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（  名）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

・ボランティアによる手弁当 

・受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額          円） 

・その他（          ） 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 
可   ・   否 
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◆活 動 先 ４（浅口市寄島町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
浅口市立 竜南保育園 

住     所 
〒７１４－０１０１ 

岡山県浅口市寄島町３２０３－１ 

連絡先（電話・FAX） 電話・ＦＡＸ ０８６５－５４－２６０１ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
守川隆一（主任保育士） 

交通機関・最寄りの駅・

停留所 
ＪＲ鴨方駅よりタクシーで約１２分 

 

◇ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

 

・乳幼児の保育補助 

 

・園内の環境整備（水やり、草取り、掃除、布団敷きなど） 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

（期間） ７月下旬～８月下旬 

     ※ （土）とお盆の週を除く 

（時間） ８：３０～１３：００ 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（２名）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

・ボランティアによる手弁当 

・受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額   1 日 ２４０ 円） 

・その他（          ） 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑顔の人      

子どもが好きな人   大歓迎 

やる気のある人   

 

 子どもたちも待っています！ 

 

 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可   ・   否 
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◆活 動 先 ５（浅口市寄島町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
浅口市立 寄島こども園 

住     所 
〒７１４－０１０１ 

岡山県浅口市寄島町１６０８９－４ 

連絡先（電話・FAX） 
電話  ０８６５－５４－３９２５ 

ＦＡＸ ０８６５－５４－３９５５ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
柏原美穂（副園長） 

交通機関・最寄りの駅・

停留所 

ＪＲ山陽本線 里庄駅よりバスで寄島総合支所前まで（平日のみ） 

（朝 6:57 7:40 8:16 の３便）（夕 16:17 17:05 17:56 18:46 の４便） 

寄島総合支所より徒歩で 8 分 

 

◇ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

 

・園内の環境整備（水やり、草とり、遊具づくり） 

 

・乳幼児の保育補助 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

（期間） ７月２４日（水）～８月９日（金） 

 

（時間） ８：３０～１３：００ 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（３名）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

・ボランティアによる手弁当 

・受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額           円） 

・その他（           ） 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１日３名程度で、１人３日間くらいで受け入れたいと思います 

 

・子ども達にていねいに接してくれる方、子どもの好きな方、初めての方

も経験のある方も歓迎します。 

 

・子ども達を抱いたり、環境を整備したりと、かなり体力を使う場面もあ

ります。元気を必要とします。 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可   ・   否 
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◆活 動 先 ６（浅口市寄島町） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
園地清掃ボランティア みつやまクリーンクラブ 

住     所 
〒７１４－０１０１ 

岡山県浅口市寄島町１６０１０ 浅口市社協 寄島支所 内 

連絡先（電話・FAX） 電話 ０８６５－５４－３３１７（社協寄島支所事務局） 

ボランティア担当者 

（職      名） 
宇那木智幸（浅口市社会福祉協議会 寄島支所長） 

交通機関・最寄りの駅・

停留所 

ＪＲ山陽本線 里庄駅よりタクシーで１５分（ほかの交通手段があ

りません。交通手段の用意にご注意ください。） 

 

◇ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

 

三郎防波堤（７月２７日）【雨天の場合翌日７月２８日】 

三郎海岸（８月３日）【雨天の場合翌日８月４日】 

 

…の空き缶・ペットボトル・ゴミ拾い。 

 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

（期間） ７月２７日（土） ８月３日（土）の２日間 

     で両日とも参加できる方（雨天の場合は翌日） 

（時間） ８：００～９：００ 

（約１時間程度 ※２日目は記入があるので少し時間がかかります。） 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（３名）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

・ボランティアによる手弁当 

・受入側で用意できるが、実費は参加者より徴収 

（徴収額    円） 

・その他（昼食不要） 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの三郎海岸をキレイにしよう！を合言葉に毎月１回、海岸

と防波堤を交互にゴミ掃除を行っています。 

土日に活動しているので通年での参加も大歓迎です！ 

 

 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可   ・   否 
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◆活 動 先 １ （ 里庄町 ） 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

 

 ボランティアすみれの会 

住     所 

 

〒７１９－０３０１ 

 浅口郡里庄町里見７３５０（介護老人保健施設 里見川荘内） 

連絡先（電話・FAX） 

 

里庄町社会福祉協議会内 ボランティアすみれの会事務局 

 

電話 ０８６５－６４－７２１８ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
ボランティアすみれの会 会長 青木耕治 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
ＪＲ鴨方駅より徒歩約４５分 

◇ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

里庄町介護老人保健施設｢里見川荘｣でのシーツ交換 
 

★お年寄りが安心して生活できる環境づくりのお手伝いです。 

★すみれの会のボランティアさんと 

楽しく交流しながら一緒に行います。 

 

活動可能な活動 

期間・時間 

（期 間）  

令和元年 ８月 ７日（水） 

 

（時 間） ９：００～１１：３０ 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（ ５ 名）    ②宿泊（  名） 

募集対象 年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

 

  

 

 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

 

 

☆ 持ってくる物 

・上履き 

・動きやすい服装（体操服が望ましい） 

 

明るく、元気に 

お手伝いしてくださる方、お待ちしています！ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 否 
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◆活 動 先 ２ ( 里庄町 ) 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
里庄東児童クラブ（きらきらクラブ） 

住     所 
〒７１９－０３０１ 

浅口郡里庄町里見６６１０（里庄東小学校内） 

連絡先（電話・FAX） 電話 ０８６５－６４－７１０１ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
里庄東児童クラブ 主任支援員 山崎真由美 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR 鴨方駅より徒歩約３５分 

 

◇ ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

＜ き ら き ら ク ラ ブ＞ 

～ 子どもたちと元気に遊ぼう ～ 
「きらきらクラブ」では、小学校１年生～５年生までの子ども達が過ご

しています。 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

 

日 時 令和元年７月２９日（月）から令和元年８月８日（木） 

（８月３日（土）除く）のうち何日か  

８：３０～１３：３０か１３：３０～１７：３０のいずれか 

＊時間はクラブ行事のかね合いによって変わります。 

（詳しくは活動調整会議にて） 

 

場 所 里庄東小学校内 

 ≪きらきらクラブ第 1 教室・第２教室 および 運動場≫ 

 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（ ３名程度 ）    ②宿泊（  名） 

募集対象 年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

 

なし 

 

 

★ 人数が多い場合は、調整します 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

子ども達は、ボランティアのお兄さんお姉さんに会えることを 

とても楽しみにしています。 

 

子ども達の安全に気を配りながら、 

保育や行事のお手伝いをお願いします。 

 

＊駅からは遠いので、徒歩や自転車で通える範囲の方 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可 可  ・  否   
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◆活 動 先 ３ ( 里庄町 ) 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
里庄西児童クラブ （パンダクラブ） 

住     所 
〒７１９－０３０２ 

浅口郡里庄町新庄５５３４（里庄西小学校内） 

連絡先（電話・FAX） 電話 ０８６５－６４－５８５２ 

ボランティア担当者 

（職      名） 
里庄西学童ｸﾗﾌﾞ 支援員 仁科千鶴子 山崎公子 天野沙知子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
JR 里庄駅より徒歩１０分 

 

◇ ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

 

★ 遊びを通じ、情操教育 

★ 地域の方々とのふれあい 

★ 安全教育 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

令和元年８月１６日（金）～２３日（金） 

      ８月２３日（金）夏祭りの予定 

   

Am１０：００～Pm５：００ 受入１０名（１日を５名） 

募集人員（１日最高受入人数） ① 通い（ 5 名 ）    ②宿泊（  名） 

募集対象 年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

★ 学童側で用意します。 

 

★ 人数が多かった場合は、調整します。 

★ 体操服または動きやすい服装で 

  （スカート不可） 

★ 運動靴 

★ タオル 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

現在人数は１３８名で、いつも元気いっぱいにサッカー、ドッ

チボール、トランプなど、支援員も毎日一緒に遊びに参加し、

コミュニケーションを図っています。 

参加してくださる皆さんも、子ども達の輪に入って、ドンド

ン遊んで欲しいと思います。 

この夏楽しい思い出を子ども達と一緒に作ってください。 

８／２３（金）夏祭りに何かしていただけるとうれしいです。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可  ・  否   
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◆活 動 先 ４ ( 里庄町 ) 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

  

 子育てひろば“げんキッズ” 

住     所 

 

〒７１９－０３０１ 

   浅口郡里庄町里見１１０７－２（町老人福祉センター内） 

連絡先（電話・FAX） 

 

 

 電話０８６５－６４－７２１８ 

ボランティア担当者 

（職      名） 

 

里庄町社会福祉協議会 担当 杉本 忍 

 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 

 

 

 ＪＲ里庄駅より徒歩１５分 

 

◇ボランティア内容 

活動内容または 

プログラム名 

≪ 子育てひろば“げんキッズ”≫ 
～かわいい子どもたちといっぱい遊ぼう！～ 

子育てひろば“げんキッズ”では、０歳児～５歳ぐらいまでの子ども

たちが元気に遊びに来ています。一緒に楽しく子どもたちと遊んでね。 

楽しいイベントも盛りだくさん！一緒に楽しく参加しよう！ 

  

活動可能な活動 

期間・時間 

 

① 令和元年７月２３日（火）「お誕生日会」でのお手伝い 

              

② 令和元年７月２９日（月）イベント「おもちゃ病院」でのお手伝い 

③ 令和元年８月 ９日（金）ﾏﾏﾘﾌﾚｯｼｭ「スクラップブッキング作り」 

             の講習会での託児のお手伝い 

                 

 

★各３人まで 

★ひろば開催時間：９：３０～１２：００（集合時間９：３０） 

★集合場所：里庄町老人福祉センター ２階 児童室 

※動きやすい服装で参加 
 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（ ３～５ 名）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

・ 各自負担 

  

＊１日３名まで（多数の場合は日程を調整します） 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

かわいい子ども達と一緒に遊ぼう！ 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可    
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◆活 動 先 ５ ( 里庄町 ) 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 
 社会福祉法人 かすみ保育園 

住     所 

 

〒７１９－０３０２ 

   浅口郡里庄町新庄１１１０ 

連絡先（電話・FAX） 

 

電 話０８６５－６４－２２０４ 

FAX ０８６５－６４－２２５１ 

ボランティア担当者 

（職      名） 

 

 渡辺 照子 （職名：主任保育士） 

 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 

 

 

 ＪＲ里庄駅より徒歩約１０分 

 

◇ ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

 

 

 

・子どもたちと活動を共にする 

 

 ・園舎、園庭のそうじ 
 

 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

 

（期 間） 

＊令和元年７月２０日（土）～８月２０日（火） 

    （８月１３日、１４日、１５日を除く） 

     

＊７月２０日（土）は夏祭りの為９：００～１２：００  

（予定） 

         

（時 間）９：００～１６：３０ 
 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（ ３名程度 ）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

 

 お弁当持参 
 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 １日３名で１人２～３日間位で受け入れたいと思います。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可  ・  否   
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◆活 動 先 ６ ( 里庄町 ) 

施設・病院・社協等名 

（種      類） 

 里庄町立図書館 

 手作りボランティア エルマーの工房 

住     所 

 

〒７１９－０３０１ 

   浅口郡里庄町里見２６２１（里庄町立図書館内） 

連絡先（電話・FAX） 電話０８６５－６４－６０１６ 

ボランティア担当者 

（職      名） 

 手作りボランティア  エルマーの工房 

 田 辺 雅 子 

交通機関・最寄りの

駅・停留所 
ＪＲ里庄駅より徒歩約２０分 

 

◇ ボランティア内容 

 

 

活動内容または 

プログラム名 

 

図書館ボランティアの 

手作りボランティア体験 

（壁面工作やかんたんな手芸のお手伝い） 

活動可能な活動 

期間・時間 

 

 

 

★ 令和元年７月２６日（金）１３：３０～１５：３０ 

 

 

 
 

募集人員（１日最高受入人数） ①通い（２～３名 ）    ②宿泊（  名） 

募集対象  年齢を問わず・中学生・高校生・大学生・社会人 

（食費の負担） 

 

な し 
 

 

 

応募多数の場合は、調整します。 

 

 

 

 

メッセージ・制

限・活動先紹介等 

 

 

 

水分補給のために、お茶を持ってきてください。 

７～８月以外で、年間を通じて活動受入の可否 可  ・  否   

 

 

 



 

浅口ブロック社会福祉協議会一覧（参加申込先） 

 

①浅口市社会福祉協議会 

鴨方本所 
浅口市鴨方町鴨方 73 

℡ 

0865‐44‐7744 

②浅口市社会福祉協議会 

金光支所 

浅口市金光町占見新田 751 

浅口市役所金光総合支所内 

℡ 

0865‐42‐7308 

③浅口市社会福祉協議会 

寄島支所 

浅口市寄島町 16010 

浅口市役所寄島総合支所内 

℡ 

0865‐54‐3317 

④里庄町社会福祉協議会 
浅口郡里庄町里見 1107-2 

里庄町役場内 

℡ 

0865‐64‐7218 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


