
子ども① 高知市 ナツボラガイド 2 ページ掲載 

タイトル 
子どもが運営するまち「とさっ子タウン」で子どもたちを支えるボランティアスタッフになりま

せんか！ 

メッセージ 

「子どもが好き！」「子どもと関わることがしたい！」そんな方にピッタリです。和気あいあい

と楽しみながら活動をしています！ボランティア「第一歩目」としてぜひお気軽に参加してみて

下さい。 

活動内容 

子どもが運営するまち「とさっ子タウン」では、子どもたち（小 4～中 3）に、お仕事や遊びを

「楽しく」体験してもらい、地域への愛着や社会への関心を持ってもらうことを目的として、毎

年夏休みの 2 日間開催しています。 

場所 

高知市文化プラザかるぽーと（高知市九反田 2-1） 

活動日時 

8 月 14日（木）～17日（日）（14日、15日は準備日）9：00～17：30（予定）参加日応

相談 

締切日 7 月 22日（火）（締切以降も応相談） 

条件 

・学生限定：高校生～大学生（院生含む） 

・事前に行うボランティアスタッフ説明会（7 月下旬～8 月上旬予定）に来ていただける方（「と

さっ子タウン」の紹介と担当の割り振りを行います。） ※特例個別対応有 

費用  

 

連絡先 

団体名 高知市市民活動サポートセンター 

担当 尾崎昭仁 

TEL 088-820-1540 

FAX 088-820-1665 

所在地 〒780-0862 高知市鷹匠町 2-1-43 高知市たかじょう庁舎 2階 

メール npojm4@siminkaigi.com 

URL http://www.tosacco-town.com 



子ども② 県内全域 ナツボラガイド６ページ掲載 

タイトル 
子どもをキラキラさせる活動です！ 

メッセージ 

大学生や地域の皆様に小学校の児童クラブや子ども教室、中学校の学習室で教育活動のサポート

（有償ボランティアの場合あり）をしていただきます。「地域の子どもたちをもっと輝かせたい」、

そのために自分の特技や経験を役立てたいという方をお待ちしております。（郡部にお住いの方、

郡部出身の方、大歓迎です）あなたのお力を地域の宝・高知の宝、子どもたちのためにお貸しく

ださい！！ 

活動内容 

県内の児童クラブ（学童）や子ども教室・学習室等で小学生や中学生の宿題・学習のアドバイザ

ー。子ども（小学生）の遊び相手、スポーツ、本の読み聞かせなどの文化活動のサポーター。 

夏休みの出前講座・社会学習・体験学習等の講師。 

場所 

県内の小・中学校の児童クラブ等 

活動日時 

7 月 21日～8月 29日（8 月 13 日～15 日、土日は除く）8：00～18：00（時間応相談） 

締切日 第一次：7月 7 日 第二次：7月 11日 

条件 

特に資格、年齢等は問いませんが、子どもが好きな方、将来、教職・保育士等を目指している方

や教員 OB・OG、楽器演奏、漫画、書道、昔遊び等々、一芸をお持ちの方大歓迎。ボランティ

ア保険（スポーツ安全保険）主催者負担。昼食持参の場合あり。 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人高知県生涯学習支援センター 

担当 濱﨑博志・岡田英治 

TEL 088-855-7595 

FAX 088-833-0023 

所在地 〒780-8031 高知市大原町 132番 高知県教育センター分館 

メール kodomo-p@kolec.jp 

URL http://www.kolec.jp 



子ども③ 高知市 ナツボラガイド６ページ掲載 

タイトル 
子どもたちの笑顔に囲まれてみませんか！ 

メッセージ 

子どもを「あずける」のではなく、「あそびにつれていく」、親も子どもも笑顔になる、アミュー

ズメントパークのような場所で、子どもたちの笑顔にかこまれて、一緒に活動してみませんか？ 

活動内容 

高知を子育てにやさしい地域にするため、義務保育の実現を目指して NPO にて託児所を運営し

ております。（食事、遊び等保育士の補助） 

場所 

託児所ルナソル 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 10：00～16：00（応相談） 

締切日 5 日前 

条件 
高校生可（保育、看護を目指す学生歓迎） 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人アルコイリス 

担当 黄
こう

基秀 

TEL 088-855-4998 

FAX  

所在地 〒780-0062 高知市新本町 1丁目 15-7 

メール info@lunasol.kochi.jp 

URL http://www.lunasol.kochi.jp 



子ども④ 室戸市 ナツボラガイド６ページ掲載 

タイトル 
3 県フレンドシップ・アクティビティフェスタ 

メッセージ 

子どもたちが友情と協力を学ぶ場にあなたも参加しませんか！ 

活動内容 

高知県、徳島県、香川県の小学生が一堂に会し、スポーツ活動や、野外活動を通じて交流を深め

ていくプログラムを実施。（野外炊事、スポーツ等を子どもと一緒に楽しみながらお手伝い） 

場所 

室戸市内 

活動日時 

7 月 26日（土）、27日（日）（時間応相談） 

締切日 7 月 10日（木） 

条件 
意欲のある人歓迎。若干の交通費、謝金あり。 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人夢
ゆめ

創房
そうぼう

室戸
む ろ と

迎
げい

鯨
げい

の杜
もり

 

担当 横山昌三 

TEL 090-8694-9104 

FAX  

所在地 〒781-7103 室戸市浮津 823-2 

メール geigeinomori@yahoo.co.jp 

URL  



子ども⑤ 室戸市 ナツボラガイド６ページ掲載 

タイトル 
チャレンジ・アドベンチャーワールド 

メッセージ 

子どもたちとともに自然体験を堪能し夏の思い出に！ 

活動内容 

室戸ジオパークの各サイトをステージに、海・山・川での自然体験を行うグリーンツーリズムを

実施。（野外炊事、川遊びや海遊び等子どもと一緒に楽しみながらお手伝い） 

場所 

室戸市内 

活動日時 

8 月 20日（水）、21日（木）、22 日（金）（時間応相談） 

締切日 8 月 5 日（火） 

条件 
意欲のある人歓迎。若干の交通費、謝金あり。 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人夢
ゆめ

創房
そうぼう

室戸
む ろ と

迎
げい

鯨
げい

の杜
もり

 

担当 横山昌三 

TEL 090-8694-9104 

FAX  

所在地 〒781-7103 室戸市浮津 823-2 

メール geigeinomori@yahoo.co.jp 

URL  



子ども⑥ 南国市 ナツボラガイド７ページ掲載 

タイトル 
小学生に夏休みの宿題を教えて下さい！ 

メッセージ 

宿題だけでなく交流も大切にしたいと思っています♪ 

活動内容 

あったかふれあいセンター「ひいといにんにん」では夏休み中の小学生を対象とした宿題の日を

毎週火曜日に行っています。 

場所 

南国市社会福祉センター 

活動日時 

7 月 22日、29日、8月 5 日、12日、19日、26 日 10：00～16：00 

締切日 前日 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 南国市社会福祉協議会 

担当 惟
これ

康
やす

もとこ 

TEL 088-863-4444 

FAX 088-863-4445 

所在地 〒783-0001 南国市日吉町 2丁目 3 番 28号 

メール koreyasu@nanshakyo.or.jp 

URL http://nanshakyo.jp 



子ども⑦ 南国市 ナツボラガイド７ページ掲載 

タイトル 
ワークキャンプ仲間を募集しています！！ 

メッセージ 

キャンプと言えば…あのイベントも考えています！！童心に戻りつつも、一緒に「ふだんのくら

しのしあわせ」を考えてみませんか？ 

活動内容 

香美市の高知県立青少年の家で、小学 4 年生～6 年生を対象に「ふ
・

だんのく
・

らしのし
・

あわせ」

をちょっと考えてみるワークキャンプを行います。障害者疑似体験や非常時の食について等々を

予定しています。 

場所 

南国市社会福祉センター～香北青少年の家 

活動日時 

7 月 24日（木）10：00～、26日（土）夕方 

締切日 7 月 10日（木） 

条件 
 

費用 宿泊費等自己負担 

 

連絡先 

団体名 南国市社会福祉協議会 

担当 惟
これ

康
やす

もとこ 

TEL 088-863-4444 

FAX 088-863-4445 

所在地 〒783-0001 南国市日吉町 2丁目 3 番 28号 

メール koreyasu@nanshakyo.or.jp 

URL http://nanshakyo.jp 



子ども⑧ 四万十市 ナツボラガイド７ページ掲載 

タイトル 
この夏は四万十川の自然豊かな環境で過ごしてみませんか？ 

メッセージ 

8 月 18日～8月 30日の間「子どもキャンプ」を予定しています。四万十の夏を子どもたちと

精一杯野外活動を楽しみましょう！！  

①ネイチャーキッズ 5 泊 6 日、横浜の子どもたち 

②ウォッチング 3 泊 4 日、高知市内の子どもたち 

活動内容 

当方は廃校後の校舎を利用した宿泊と自然体験を提供する自然学校です。若いスタッフ陣でアッ

トホームな利用客受入を行っています。食事の提供、宿泊準備、利用客の受入お世話等々多岐に

わたる活動です。 

場所 

四万十楽舎施設内 

活動日時 

8 月 17日～8月 30日（時間応相談） 

締切日 3 日前 

条件 
できるだけ連続した日数での参加をお願いします。 

基本泊まり込みでお願いします。 

費用 食事、宿泊費当方で負担します。 

 

連絡先 

団体名 一般社団法人四万十
し ま ん と

楽舎
がくしゃ

 

担当 西本五十六（ロクさん） 

TEL 0880-54-1230 

FAX 0880-31-9788 

所在地 〒787-1323 四万十市西土佐中半 408-1 

メール shimantogakusya@gmail.com 

URL http://www.gakusya.info 



子ども⑨ いの町 ナツボラガイド７ページ掲載 

タイトル 
児童会で子どもと力いっぱい遊んでみませんか？ 

メッセージ 

暑い夏を元気いっぱいな子どもたちと「アツい児童会」で過ごしませんか？！ 

活動内容 

・いの町内にある 4つの児童会で、子どもとのふれあいや遊び相手（室内外） 

・夏休みは人手不足になるため、児童会指導員のサポート（夏休みは多くの子どもが児童会に来

ます。子どもたちは室内外でいっぱい遊びたいので、子どもの安全を第一に守りながら遊んでい

ただけると幸いです） 

場所 

伊野小学校・枝川小学校・川内小学校・吾北小学校 

活動日時 

7 月 19、22、23、24、25、28、29、30、31 日  

8 月：土日を除く毎日（ただし 16 日（土）のみあり） 

9 月：土日を除く毎日 8:30～18:00（応相談） 

締切日 2 日前の 17:00 

条件 

・子どもの安全を第一に考え、遊び相手になっていただける方。 

・子どもの言動に対して理解していただける方。（甘えたい年頃なので時には暴言、暴力があっ

たりします） 

・教育委員会や指導員の指示を順守していただける方。 

費用  

 

連絡先 

団体名 いの町教育委員会社会教育課 

担当 中平信明 

TEL 088-893-2012 

FAX 088-893-2013 

所在地 〒781-2110 吾川郡いの町 3597 

メール n-nakahira@town.ino.lg.jp 

URL  



子ども⑩ いの町 ナツボラガイド８ページ掲載 

タイトル 
子ども好きな方、「この指とまれ❤」 

メッセージ 

子どもたちといっしょに夏の遊びや生活を楽しみながら子どもの未知なるパワーを肌で感じて

みませんか！？ 

活動内容 

・子育て支援センター内で、主に子どもとのふれあいや遊び相手（乳幼児～小学生） 

・夏休みを利用して、兄弟連れで訪れる保護者のサポート・特に人手不足になる、8/1～8/15

間の、ひろばの準備や片付けのお手伝い（公私が無く、休憩の無い日々の家事や育児に心身の負

担を感じているママたちに、少しでもホッとできる時間を与えてあげられるようお手伝いいただ

けると幸いです） 

場所 

いの町地域子育て支援センター ぐりぐらひろば 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日は除く）8：30～16：00（応相談） 

締切日 2 日前の 17:00 

条件 

・子育て中の保護者支援に共感して下さる方 

・子どもの抱っこやおんぶ、遊び相手を楽しめる方 

・子どものいろいろな言動に対して、理解を示し、優しく接して下さる方 

費用  

 

連絡先 

団体名 いの町地域子育て支援センターぐりぐらひろば 

担当 畠山あゆみ 

TEL 088-892-3151 

FAX 088-892-3151 

所在地 〒781-2110 吾川郡いの町 1510-1 

メール gurigura@town.ino.kochi.jp 

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



子ども⑪ 土佐町  

タイトル 
第 34 回早明浦湖水祭「四国の子ども交歓会」 

メッセージ 

子どもが好きな方、大歓迎 

活動内容 

早明浦湖水祭の行事として、高松の小学生と嶺北地域の小学生の上下流交流。 

今年度は土佐町で活動。早明浦ダム見学→カヌー体験、宿泊はさめうら荘。次の日はあめごつか

み予定。子どもたちの引率。 

場所 

土佐町 

活動日時 

8 月 22日（金）10:00～23 日（土）13:30 

締切日 8 月 15日（金） 

条件 
自力で土佐町まで往復できる方 

費用 宿泊・食事付き 

 

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/ 



子ども⑫ 大月町  

タイトル 
柏島で海の体験お手伝い 

メッセージ 

子ども達とのふれあいや柏島の美しい海で活動できます。海好き、子ども好きの人、お待ちして

います。 

活動内容 

サマースクールやエコツアー等のサポート 

海の体験活動を行う際の子どもたちのサポートや施設の掃除、洗濯などを行ってもらいます。 

場所 

大月町柏島 

活動日時 

7 月 19日～23日、7月 29 日～8月 2 日、8月 5 日～31日、9月 3日 時間応相談 

締切日 3 日前 

条件 
シュノーケリングや海での活動が好きな方、心身ともに健康な方、責任感をもって取り組める方 

費用 食費自己負担 

 

連絡先 

団体名 NPO 法人黒潮実感センター 

担当 神田
か ん だ

優 

TEL 0880-62-8022 

FAX 0880-62-8023 

所在地 〒788-0343 幡多郡大月町柏島 625 

メール kuroshio@divers.ne.jp 

URL http://www.orguesta.org/kuroshio 

 



子ども⑬ 南国市  

タイトル 
ＮＰＯ法人高知市こども劇場 

 

メッセージ 

昨年より、高知市こども劇場と高知競馬騎手会は、施設寄贈など色々な目的をもってお米を作っ

ています。ボランティアの方もそばで、なかなか見ることのできない騎手さんの笑顔や、子ども

たちが生き生きと屋外で活動する様子を見ることは、ボランティア活動の温かい思い出としてき

っと心に残るはずです。広い田んぼは気持ちいいですよ！ 

 

活動内容 

①新米収穫時のお手伝い 8 月 5日（火）※荒天の場合 8 月 7 日（木）順延 

②高知競馬場での収穫報告イベントのお手伝い 未定（8 月～9 月初旬） 

 

場所 

①ＪＡ南国市日章支店そばの田んぼ（南国市田村乙 1760-2） 

②高知市競馬場（高知市長浜宮田 2000番地） 

 

活動日時 

①8 月 5日（火）10:00～14:00※荒天の場合 8月 7 日（木） 

②未定（8月～9月初旬） 

 

締切日 7 月 31日（木） 

条件 
①新米収穫もしくは、①新米収穫と②高知競馬場の収穫報告イベントの両方お手伝い可能な方。

②高知競馬場の収穫報告イベントのみの参加はご遠慮ください。 

費用 
交通費・食費などの経費は、恐れ入りますがご自身でご負担をお願いします。収穫時には新米お

にぎりの試食ができます。 

 

連絡先 

団体名 ＮＰＯ法人高知市こども劇場 

担当 高橋美佐子 

TEL 088-879-7160 

FAX 088-879-7161 

所在地 
〒780-0056 高知市北本町 1-5-8 

開局時間 火～金 10:00～18:00、土 10:00～17:00 

メール npokgkochi@mc.pikara.ne.jp 

URL http://kgkochi.com（8月開設予定） 


