
イベント① いの町 ナツボラガイド１９ページ掲載 

タイトル 
いの町民祭仁淀川まつりボランティア 

メッセージ 

野外のイベントで暑いですが、イベント自体も一緒に楽しむことができますので、是非参加をお

願いします。 

活動内容 

いの町民祭 8 月 3 日（日）、雨天の場合の予備日 8 月 31日（日）の開催補助 

・会場清掃（花火翌日の早朝） 

・会場準備（杭打ち等力仕事です） 

・スタッフ（福俵レース小学生大会の補助、トイレ水汲み等） 

場所 

伊野地区仁淀川沿い 

活動日時 

準備：7 月 31 日、8 月 1 日 13:00～17:00、当日：8 月 3日 13:30～22:30 

清掃：8 月 4日 7:00～7:30 

※雨天延期の場合 

準備：8 月 28、29日 13:00～17:00、当日：8 月 31日 13:30～22:30 

清掃：9 月 1日 7:00～7:30 

締切日 1 週間前 

条件 
スタッフ傷害保険加入あり、力仕事がありますので体力に自信のある方 

費用  

 

連絡先 

団体名 いの町産業経済課 

担当 杉本奈奈世 

TEL 088-893-1115 

FAX 088-893-1440 

所在地 〒781-2190 吾川郡いの町 1700-1 

メール n-sugimoto@town.ino.lg.jp 

URL http://www.town.ino.kochi.jp 



イベント② いの町 ナツボラガイド１９ページ掲載 

タイトル 
夏だ！！夏を一緒に楽しもう！！ 

メッセージ 

外の川原でのイベントで暑いですが、イベント自体も一緒に楽しむことができますので、是非参

加をお願いします。 

活動内容 

第 11 回仁淀川国際水切り大会のテント貼り、受付 

場所 

いの町波川公園（いの町波川仁淀川橋下） 

活動日時 

8 月 24日（日）時間応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
力仕事がありますので、体力に自信のある方 

費用  

 

連絡先 

団体名 いの町観光協会 

担当 筒井静一郎 

TEL 088-893-1211 

FAX 088-893-1205 

所在地 〒781-2120 吾川郡いの町大国町 145 

メール kanko@inofan.jp 

URL http://www.inofan.jp 



イベント③ 佐川町 ナツボラガイド１９ページ掲載 

タイトル 
あなたもチャリティー募金活動に参加してみませんか？ 

メッセージ 

高校生からベテランの方まで多くの方々が参加されています。ひと夏の思い出に、ぜひお気軽に

ご参加下さい！ 

活動内容 

今年で 18 回目となります佐川募金所では、毎年多くのボランティアの方々にご協力いただきま

してチャリティー活動を行っています。催しや出店等で地域の皆様が気軽に募金に来て頂けるよ

うに取り組んでいます。 

場所 

サンプラザ佐川店駐車場（佐川町甲 1037-1） 

活動日時 

8 月 30日（土）16:00～ 

締切日 1 週間前 

条件 
 

費用 チャリ Tシャツ（1500円）を購入、必要な経費（食費、交通費等）は原則自己負担 

 

連絡先 

団体名 24 時間テレビ佐川実行委員会 

担当 下村浩介 

TEL 0889-22-2113 

FAX 0889-22-5369 

所在地 〒789-1201 高岡郡佐川町甲 1037-1 

メール s-k-r@ec5.technowave.ne.jp 

URL  



イベント④ 佐川町 ナツボラガイド２０ページ掲載 

タイトル 
「昔ながらの七夕まつり」に参加して夏の思い出を作ろう！！」 

メッセージ 

佐川町斗賀野地区では、地域住民が日ごろから楽しく交わる機会をもつことで、日々の生活を豊

かにし、いざという時の助け合いの力になるようにという思いで地域の女性たちが立ち上がり

「とかの女子会」が発足しました。今年初めて旧の七夕の日（８/２）に昔ながらの七夕まつり

を開催することになりました。あったかふれあいセンターとかのもそのお手伝いをしたいと考え

ています。笑顔を集めて元気発信！！一緒に楽しい思い出を作りましょう！！お待ちしていま

す。 

活動内容 

会場設営、あったかふれあいセンターとかのが出店するカレー作りの手伝い、出店の手伝い 

場所 

斗賀野あおぞら公園 

活動日時 

8 月 2 日（土） 時間応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
18 歳以上の男女各 1 名、交通費自己負担 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人とかの元気村あったかふれあいセンターとかの 

担当 森田有紀 

TEL 0889-22-0448 

FAX 0889-22-0448 

所在地 〒789-1232 高岡郡佐川町東組 2692 

メール Attaka.tokano@gmail.com 

URL  



イベント⑤ 四万十町 ナツボラガイド２０ページ掲載 

タイトル 
ボランティアの夏まつり！24 時間テレビチャリティーイベント 

メッセージ 

四万十川窪川地区で行われる 24時間テレビチャリティーイベントは、募金会場他、各ボランテ

ィア団体が出店（焼き鳥、バーベキュー、射的、食べ物いろいろ、アーチェリー）また、フラダ

ンス、子どもみこし、民踊などが盛りだくさんのお祭り広場になっています。色々な人と交流で

きて楽しいですよ。 

活動内容 

24 時間チャリティー当日の会場準備及び運営を手伝っていただきたい。 

場所 

四万十町農村環境改善センター（四万十町榊山町 3-7） 

活動日時 

8 月 30日（土）13:00～20:00 頃 

締切日 8 月 16日（土） 

条件 
ボランティア保険に加入、交通費等自己負担 

費用 会場までの交通費等自己負担 

 

連絡先 

団体名 くぼかわボランティア連絡協議会 

担当 牧野利恵子 

TEL 0880-22-1195 

FAX 0880-22-1138 

所在地 〒786-0003 高岡郡四万十町茂串町 11-30 しまんと町社会福祉協議会内 

メール  

URL  



イベント⑥ 土佐町  

タイトル 
第 34 回早明浦湖水祭シンポジウム 

メッセージ 

カメラだけのお手伝い、大歓迎です。 

活動内容 

四国四県の知事、水機構、議員さんが出席して上下流の交流、今後の嶺北地域の発展・課題を基

調講演。パネルディスカッションを通して考えてもらうシンポジウム。 

当日の駐車場、受付、カメラ撮影、ステージ運営等 

場所 

土佐町農村環境改善センター 

活動日時 

8 月 2 日（土）9:30～17:00 

締切日 7 月 25日（金） 

条件 
自力で現地まで往復できる方 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人れいほく活性化機構（通称：れいほくNPO） 

担当 田上
たのうえ

由佳 

TEL 0887-70-9820 

FAX 0887-70-9821 

所在地 〒781-3406 土佐郡土佐町高須 305番地 

メール r-npo@blue.ocn.ne.jp 

URL http://www.reihoku.org/ 



イベント⑦ 土佐町  

タイトル 
第 30 回やまびこカーニバル 

メッセージ 

カメラマンも大歓迎！！！寝袋を持参すれば泊まれます。 

活動内容 

早明浦ダム直下で開催する夏まつり。 

ステージパフォーマンス、土佐あかうしバーベキュー、大花火等。 

主にバーベキュー部門のスタッフとしてのお手伝い（チケット交換や七輪などを渡す）、れいほ

くNPO 出店のスタッフ、カメラ撮影歓迎。 

 

場所 

ダム直下ふれあい広場 

活動日時 

8 月 2 日（土）応相談～22:00 

締切日 7 月 25日（金） 

条件 
自力で土佐町まで往復できる方 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人れいほく活性化機構（通称：れいほくNPO） 

担当 田上
たのうえ

由佳 

TEL 0887-70-9820 

FAX 0887-70-9821 

所在地 〒781-3406 土佐郡土佐町高須 305番地 

メール r-npo@blue.ocn.ne.jp 

URL http://www.reihoku.org/ 



環境① 高知市 ナツボラガイド２０ページ掲載 

タイトル 
ムーンナイトコンサート 

メッセージ 

準備のみ、コンサート当日のみの参加も可能です。手作りキャンドルや竹のランタン作りは特別

な技術は必要としません。作り方等はサポートしますので未経験者 OK です。また現在、コン

サート実施についての詳細な内容を検討中ですので、事務局スタッフと一緒にアイデアを出し合

って楽しいコンサートを開催しましょう。 

活動内容 

中秋の名月の週に合わせて各施設の照明や、看板等のライトアップの消灯と家庭での不必要な消

灯を呼びかけるムーンナイトコンサートを実施します。コンサート当日はろうそくや月明かりを

取り入れることにより、人にも環境にもやさしい時間を共有し電気を使用しない中での楽しみを

提供します。 

【コンサート当日の運営業務】 

・キャンドルのセッティングや会場の設営、演奏者へのサポート、来場者への応対 

【準備など】 

・手作りキャンドル、竹のランタン等の作製 

・打合せ、企画アイデア出しやチラシ制作など 

・実施後のアンケート集計や取りまとめ 

場所 
打合せ：当事務所（ソーレ） 

開催：高知城（予定） 

活動日時 

打合せ：7月 19 日～9月 6 日の間で数回（1回 2 時間程度） 

事前準備：7 月 19日～9 月 6 日の間で都合の良い時 

コンサート当日：9月 7日（日）15:30～21:30 

実施内容のとりまとめ等：9 月 8日～12 日（応相談） 

 

締切日 7 月 31日（木） 

条件 コンサート当日は残暑が予想されるため健康な方 

費用 交通費支給 

 

連絡先 

団体名 NPO 法人環境の杜こうち 

担当 中村将大 

TEL 088-802-2201 

FAX 088-802-2205 

所在地 〒780-0935 高知市旭町 3-115 高知男女共同参画センター「ソーレ」３階 

メール center@ecolabo-kochi.jp 

URL 

http://www.npo-kankyonomori.com/ 

http://www.ecolabo-kochi.jp/ 

http://npo-kankyonomori.com/ondanka/ 



環境② 土佐清水市 ナツボラガイド２０ページ掲載 

タイトル 
ネイチャーゲームリーダーをめざしたい人・募集！ 

メッセージ 

自然体験が好きで自然案内人を目指したい方、ネイチャーゲームリーダーやインストラクターを

目指したい方、私たちは「自然をともにわかちあう」という考え方に支えられた活動のひとつ「ネ

イチャーゲーム」を通して、自然を楽しみ、自然と遊び、自然から学ぶよろこびを知る活動を広

めています。ぜひお手伝いをお願いします。 

活動内容 

ネイチャーゲームを中心とした自然体験塾を楽しむ行事（ネイチャーゲーム自然学校、入門講座、

自然塾等）のスタッフとして参加 

場所 

土佐清水周辺「自然学校」 

活動日時 

8 月１～３日 9:00～16:00 ほぼ日中 

締切日 各行事の 3日前 

条件 
18 歳以上、ボランティア保険加入、車の運転ができる方 

費用  

 

連絡先 

団体名 高知県シェアリングネイチャー協会 

担当 兼松
かねまつ

憲一 

TEL 090-4789-7448 

FAX  

所在地 〒781-0241 高知市横浜新町 4-203 

メール kkeichan@shirt.ocn.ne.jp 

URL http://www.naturegame.or.jp/ 



環境③ 香美市 ナツボラガイド２０ページ掲載 

タイトル 
ネイチャーゲームリーダーをめざしたい人・募集！ 

メッセージ 

自然体験が好きで自然案内人を目指したい方、ネイチャーゲームリーダーやインストラクターを

目指したい方、私たちは「自然をともにわかちあう」という考え方に支えられた活動のひとつ「ネ

イチャーゲーム」を通して、自然を楽しみ、自然と遊び、自然から学ぶよろこびを知る活動を広

めています。ぜひお手伝いをお願いします。 

活動内容 

ネイチャーゲームを中心とした自然体験塾を楽しむ行事（ネイチャーゲーム自然学校、入門講座、

自然塾等）のスタッフとして参加 

場所 

甫喜ヶ峰森林公園 

活動日時 

7 月 26、27 日、8 月 23、24 日 9:00～16:00 ほぼ日中 

締切日 各行事の 3日前 

条件 
18 歳以上、ボランティア保険加入、車の運転ができる方 

費用  

 

連絡先 

団体名 高知県シェアリングネイチャー協会 

担当 兼松
かねまつ

憲一 

TEL 090-4789-7448 

FAX  

所在地 〒781-0241 高知市横浜新町 4-203 

メール kkeichan@shirt.ocn.ne.jp 

URL http://www.naturegame.or.jp/ 



国際① 高知市 ナツボラガイド２１ページ掲載 

タイトル 
伝えたいおもてなしの心！～高知の魅力、日本の素晴らしさを遠来のお客様に～ 

メッセージ 

通訳ボランティアで高知の良さ、魅力を外国のお客様にお伝えしませんか？まずは、勉強会に参

加して、高知城などの観光地についての知識を学んで、実際にガイドをしてみませんか？ 

活動内容 

・ガイド…外国の方に、観光地を英語、中国語、韓国語で通訳ガイドをしています。毎週日曜日

や GW に高知城案内所で実施するお城案内では、年間約 250 名、30 か国の外国人観光客をご

案内。 

・勉強会…コミュニケーションスキルを上げるためにネイティブ講師による講座や観光地の知識

を高める学び、研修などを部会ごとに行っています。 

・異文化交流事業…地域の方々と共に、さまざまな高知の伝統、文化を外国の方にお伝えしてい

ます。バスツアー、10月予定。国際交流イベント、1月予定。 

・翻訳事業…土佐の食に関するパンフレットや高知城のパンフレット等。 

 

場所 

・ガイド…高知城観光案内所等 

・勉強会…英語（高知県国際交流協会、高知市市民活動サポートセンター）韓国語（龍馬の生ま

れたまち記念館）中国語（高知大学等） 

活動日時 

・ガイド…毎週日曜日９：００～１５：３０ 

・勉強会…英語（第１、２、３水曜日と第２、３、４土曜日の 10:00～12:00）韓国語（月３

回 14:00～16:00）中国語（月２回 17:00～19:00） 

ただし、変更される場合もあります。担当者まで事前に問い合わせ下さい。 

締切日 こうち SGGホームページにて各勉強会の日程を確認して、勉強会の 1 週間前まで 

条件 
１８歳以上、高知県内在住で、英語、韓国語、中国語等の語学を活かしてボランティア活動を希

望する方。ボランティア保険加入。 

費用 資料コピー代自己負担 

 

連絡先 

団体名 高知 SGG 善意通訳クラブ 

担当 木下くみ子 

TEL 090-4507-7537 

FAX 088-833-4198 

所在地 〒780-8083 高知市石立町 26-2 

メール kino01@athena.ocn.ne.jp 

URL http://www.kochisgg.web.fc2.com 



災害① 佐川町 ナツボラガイド２１ページ掲載 

タイトル 
もしものとき、どうしたらいいが？災害ボランティアセンター 

メッセージ 

知っちゅう？災害が起こったとき、県内のどこの市町村にも設置される災害ボランティアセンタ

ー！それって何なが？何するが？この夏、佐川町で災害ボランティアセンター模擬訓練をしま

す。一緒に学んで、体験してみませんか？ 

活動内容 

実践を想定して、ご要望があったご家族の家具の移動・庭の草引き等を行います。 

場所 

佐川町黒岩地区 

活動日時 

9 月 7 日（日）8：00～16：00 予定 

※雨天中止 

締切日 8 月 20日（水） 

条件 
屋外で作業のできる方 

費用  

 

連絡先 

団体名 佐川町社会福祉協議会 

担当 麻田皓美 

TEL 0889-22-1510 

FAX 0889-22-5621 

所在地 〒789-1202 高岡郡佐川町乙 2310 

メール asadaterumi@gmail.com 

URL  



医療① 高知市 ナツボラガイド２１ページ掲載 

タイトル 
「自分のために」ボランティアをしてみませんか？ 

メッセージ 

病気の子どもとそのご家族をサポートするために皆様からの寄付とボランティアで運営してい

る滞在施設です。患者さんとそのご家族のためのサポートをしてみませんか。 

活動内容 

施設内の掃除、洗濯、お花の水替え、庭の手入れ（草引きや花の手入れ）、ベッドメイキングな

ど 

場所 

ドナルド・マクドナルド・ハウスこうち 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 9:00～18:00 時間応相談 

締切日 3 日前 

条件 
高校 2年生以上 

費用  

 

連絡先 

団体名 ドナルド・マクドナルド・ハウスこうち 

担当 宮地あゆみ 

TEL 088-837-3650 

FAX 088-837-3652 

所在地 〒781-0111 高知市池 953-10（高知医療センター隣） 

メール dmh_kochi@yahoo.co.jp 

URL http://www.dmhcj.or.jp 



動物① 室戸市 ナツボラガイド４ページ掲載 

タイトル 
イルカ体験プログラムを手伝ってみよう！ 

メッセージ 

NPO 法人としてイルカとの触れ合いを多くの方に提供しています。イルカと人が触れ合い、コ

ミュニケーションをとりながら一緒に楽しむことを目指して活動しています。施設内では、イル

カとの触れ合いプログラムや発達障害児対象のイルカ介在活動の特別プログラムなどを実施し

ています。ボランティア体験を通して、いろいろなことを感じてみませんか？ 

 

活動内容 

イルカプログラム体験者の誘導及びウエットスーツ着用の補助 

場所 

室戸ドルフィンセンター 

活動日時 

8 月 1 日～31日（時間応相談） 

締切日 前日 

条件 
元気に来場者のお世話ができる方 

費用 昼食は準備します 

 

連絡先 

団体名 NPO 法人室戸ドルフィンセンター 

担当 上山
うえやま

精雄 

TEL 0887-22-1245 

FAX 0887-22-1245 

所在地 〒781-7101 室戸市室戸岬町 6810-162 

メール toiawase@muroto-dc.jp 

URL http://www.muroto-dc.jp/ 



動物② 土佐清水市 ナツボラガイド３ページ掲載 

タイトル 
馬の暮らしをお手伝いしてみませんか？ 

メッセージ 

馬と間近にふれあったことがありますか？彼らも私たちと同じように、1 頭 1 頭それぞれ個性

があります。マイペースだったり、やんちゃだったり、甘えん坊だったり…。そんな馬たちが快

適に暮らすためのお手伝いをしてみませんか？馬たちと過ごす時間は、心に潤いを与えてくれる

はずです。 

活動内容 

ダディー牧場は馬の養老牧場です。馬の扱いに慣れた方には、お手入れや乗り運動をお願いする

こともあります。全く経験がない方や不慣れな方でも、馬房の掃除、厩舎・放牧場等の整備、牧

草栽培のお手伝い等々、馬を扱わない仕事もたくさんあります。特に夏は、馬の餌となる牧草の

収穫が忙しい季節なので、人手があったら助かります。活動内容を簡単に言うと、『馬が快適に

暮らすためのお手伝い』です。 

場所 

あしずりダディー牧場 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 

6:00～17:30 の間で 6時間程度（休憩あり）長期の方は 1週間に 1日お休み 

※宿泊場所は準備します 

締切日 5 日前 

条件 
18 歳以上（保護者の承諾があれば高校生も可） 

健康で体力に自信のある方 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人あしずりダディー牧場命の会 

担当 宮崎栄美 

TEL 0880-85-1556/090-3182-4138 

FAX 0880-85-1556 

所在地 〒787-0450 土佐清水市三崎字西シリソメ 659-1 

メール rh34.xmb09@rondo.ocn.ne.jp 

URL http://www.horsetrust-ashizuri.com/ 



スポーツ① 高知市 ナツボラガイド５ページ掲載 

タイトル 
高知から本気で J リーグ！（アイゴッソ高知と共に J リーグ入りを目指そう！） 

メッセージ 

J リーグ入りするまでには、まだまだ果てしなく長い道のりですが、共に戦い、一歩ずつ前に進

んでいきたいと思います。皆さまのお力をお貸しください！ 

活動内容 

２０１４年「アイゴッソ高知」は新たに J リーグ入りを目指すクラブとして誕生。そして早期

の JFL・J リーグ昇格に向け、高知県の皆さまと一緒に戦っています！ 

ボランティア内容としては、運営スタッフと共にホームゲームでの会場準備やグッズの販売、駐

車場案内係、受付案内係等。 

場所 

春野球技場 

 

活動日時 

9 月 7 日（日）8：00～15：00 

 

締切日 8 月 25日（月） 

条件 
昼食は準備してきてください 

費用  

 

連絡先 

団体名 アイゴッソ高知 

担当 窪内靖治 

TEL 050-3504-1728 

FAX 088-855-5066 

所在地 〒780-0084 高知市南御座 9-5 ２階 

メール info@nkfc.jp 

URL http://www.nkfc.jp 



スポーツ② 佐川町 ナツボラガイド５ページ掲載 

タイトル 
こうちから本気で Jリーグ！（アイゴッソ高知と共に Jリーグ入りを目指そう！） 

メッセージ 

J リーグ入りするまでには、まだまだ果てしなく長い道のりですが、共に戦い、一歩ずつ前に進

んでいきたいと思います。皆さまのお力をお貸しください！ 

活動内容 

２０１４年「アイゴッソ高知」は新たに J リーグ入りを目指すクラブとして誕生。そして早期

の JFL・J リーグ昇格に向け、高知県の皆さまと一緒に戦っています！ 

ボランティア内容としては、運営スタッフと共にホームゲームでの会場準備やグッズの販売、駐

車場案内係、受付案内係等。 

場所 

スポーツパークさかわ 

活動日時 

9 月 14日（日）11:00～17:00 

締切日 8 月 25日（月） 

条件 
昼食は準備してきてください 

費用  

 

連絡先 

団体名 アイゴッソ高知 

担当 窪内靖治 

TEL 050-3504-1728 

FAX 088-855-5066 

所在地 〒780-0084 高知市南御座 9-5 ２階 

メール info@nkfc.jp 

URL http://www.nkfc.jp 

 


