
県内全域 子ども② 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（スポーツ安全保健）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 



室戸市 子ども④ 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  



室戸市 子ども⑤ 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  



室戸市 動物① 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/ 



安芸市 障害者⑦ ナツボラガイド９ページ掲載 

タイトル 
やさしい気持ちとその笑顔で素敵な出会いを見つけませんか 

メッセージ 

あなたを活かせる場所、あなたのやさしい気持ちとその笑顔で私たちと一緒に過ごしてみません

か？ 

活動内容 

障害のある方への日常生活のお世話（補助的業務） 

例：シーツ交換やレクリエーション活動等の補助 

場所 

障害者支援施設あき 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日（時間応相談） 

締切日 10 日前 

条件 
高校生以上希望 ボランティア保険当方で加入 

費用  

 

連絡先 

団体名 障害者支援施設あき 

担当 小松・笹岡 

TEL 0887-34-3736 

FAX 0887-35-4697 

所在地 〒784-0033 安芸市赤野甲 564番地 

メール aki@tosakouseikai.or.jp 

URL http://www.tosakouseikai.or.jp/aki/ 



香南市 障害者⑧ ナツボラガイド１０ページ掲載 

タイトル 
障害者ヨット教室 

メッセージ 

日常生活では電動車いすを利用するような重度の障害のある方も、風を読んでヨットの操船をし

ます。活動を通じて、障害のある方の可能性を感じていただけるとうれしいです。 

活動内容 

アクセスディンギーというオーストラリア製の転覆しづらいヨットを利用した教室です。浜辺で

乗り降りしますので、ヨットへの乗降時に艇を沖から引いてきてもらったり、海の中へ入りヨッ

トを浅瀬から押し出したりという事が主な内容になります。 

場所 

香南市夜須町手結ヨットハーバー 

活動日時 

8 月 8,17,30 日、9月 14 日（教室の時間 10：00～15：00） 

締切日 10 日前 

条件 

特別にはありませんが、夏の浜辺での活動ですので、一定の体力が必要になります。また特別な

技術はいりませんが、水物の教室ですので安全管理が第一になります。最低限の条件として、指

導者の指示を守れる方を希望します。 

費用  

 

連絡先 

団体名 高知県立障害者スポーツセンター 

担当 北村大河 

TEL 088-841-0021 

FAX 088-841-0065 

所在地 〒781-0313 高知市春野町内ノ谷 1-1 

メール taiga@kochi-scfd.com 

URL http://www.kochi-scfd.com/ 



香南市 障害者⑨ ナツボラガイド１０ページ掲載 

タイトル 
・障害のある子どもたちと楽しい夏の思い出づくりを 

・一緒にショッピングに出かけよう 

メッセージ 

香南市にある障害者支援の事業所です。相談支援と日中活動を行っています。地域で生活する障

害者・障害児と共に過ごし、楽しい夏の思い出づくりに参画してみませんか？ 

活動内容 

・香南市在住の障害児を対象とした「障害児長期休暇支援事業」です。学校が夏休みに入ると、

障害のある子たちは昼間過ごす場所に困ってしまいます。親御さんたちも安心して仕事に行けま

せん。そんな声に答えて、夏休み期間中（平日の昼間）お子さんを預かり、楽しく過ごしていた

だく事業、通称「こなつクラブ」を実施しています。期間中にお楽しみイベントを企画していま

すので、その時一緒に遊んでくれるボランティアさんを募集します。 

・障害のある人たちにも「自分でお店に行って好きなものを選んで買う」そんな当たり前の機会

を持ってもらいたい。8月 1 日の午後、お買い物ツアーに出かけます。 

場所 
オリエンテーションにて伝えます 

活動日時 

7 月 22～25、28～31（こなつクラブ：13：００～16：00） 

8 月 1 日 （お買い物ツアー13：00～15：00サニーアクシス南国現地集合） 

8 月 7 日（こなつクラブ・遠足 10：30～14：00 わんぱーくこうち現地集合） 

8 月 12日（こなつクラブ・工作の日 13：00～16：00） 

8 月 22日（こなつクラブ・遠足 9：00～15：00 ヤ・シィパーク現地集合） 

締切日 7 月 22日（火） 

条件 

・子ども好きで体力のある方 

・当日現地（サニーアクシス南国店）に自力で集合できる方 

・共に事前にオリエンテーションを行います 

費用  

 

連絡先 

団体名 土佐あけぼの会地域活動支援センターあけぼの 

担当 佐々木由賀・小松麻里 

TEL 0887-57-7180 

FAX 0887-57-7181 

所在地 〒781-5452 香南市香我美町下分 684-1 

メール akebono@ca.pikara.ne.jp 

URL  



香南市 障害者⑩ ナツボラガイド１０ページ掲載 

タイトル 
あつい夏をまんきつしよう♪enjoy 海遊交流会 

メッセージ 

「一緒に」を楽しみましょう！！ 

活動内容 

香南市に在住の障害者とその家族を対象に、カヤック・ヨット体験を行い、自然に接し、楽しい

一日を過ごします！！テントの設営や机・イスの準備、ライフジャケット着用のお手伝い。一緒

に体験を行う、食事の準備、片付けなどを行います。 

場所 

香南市マリンスポーツ施設シースポ（夜須町手結ヨットハーバー） 

活動日時 

8 月 1 日（金）(準備、午後予定）8月 2 日（土）（本番 8：00～16：00） 

締切日 ７月１８日（金） 

条件 
興味・関心のある方、やる気のある方どなたでも！！ 

費用  

 

連絡先 

団体名 香南市社会福祉協議会海遊交流会 

担当 小川公可 

TEL 0887-57-7300 

FAX 0887-57-7305 

所在地 〒781-5241 香南市吉川町吉原 95 

メール  

URL  



香南市 高齢者⑨ ナツボラガイド１５ページ掲載 

タイトル 
猛烈クッキング～♪ 

メッセージ 

1 人暮らしの高齢者宅に毎月手作りのお弁当を配っています。その中でボランティアさんに料理

を作っていただいています。あなたも料理をおぼえよう～♪ 

活動内容 

「高齢者の給食作り」 

・8：30～10：30の間で、約 40～45食を作る。 

・後片付けとお掃除をして 11 時過ぎ頃に終わる。 

場所 

吉川総合センター 

活動日時 

7 月 23日（水）、8月 27 日（水）8：30～11：30 

締切日 5 日前 

条件 
興味のある方、やる気のある方。エプロン持参でお願いします。 

費用  

 

連絡先 

団体名 香南市社会福祉協議会吉川町給食サービス 

担当 村井摩弥 

TEL 0887-57-7300 

FAX 0887-57-7305 

所在地 〒781-5241 香南市吉川町吉原 95 

メール  

URL  



香南市 高齢者⑩ ナツボラガイド１５ページ掲載 

タイトル 
ふみだせ！！お達者への道☆ 

メッセージ 

皆さんでわきあいあいと楽しく過ごしましょう！！ 

お達者教室では、介護予防メニューを取り入れて仲間と楽しみながら、転倒予防や認知症予防・

閉じこもりの予防をしています。 

活動内容 

・お茶の用意、食事の準備（配膳、下膳）、話し相手、レクリエーションや体操の見守り等 

場所 

・のいちふれあいセンター・みかんの里・夜須福祉センター・吉川総合センター 

活動日時 

・のいちふれあいセンター（月～金）・みかんの里（月～金） 

・夜須福祉センター（月、火、水、金） 

・吉川総合センター（金）10：00～15：00(数時間でも可） 

締切日 1 週間前 

条件 
元気な方どなたでも。お話し好きな方大歓迎！！ 

※お昼を一緒に過ごされる方はお弁当持参でお願いします。 

費用  

 

連絡先 

団体名 香南市社会福祉協議会お達者教室事業 

担当 上田若葉 

TEL 0887-57-7300 

FAX 0887-57-7305 

所在地 〒781-5241 香南市吉川町吉原 95 

メール  

URL  



香南市 高齢者⑪ ナツボラガイド１５ページ掲載 

タイトル 
心と心で会話しませんか？ 

メッセージ 

香南市のグループホーム等を訪問し、高齢者や障害のある方の話し相手を行っています。やさし

い気持ちと気持ちのやりとりをしませんか？訪問の前に、事前に 1 時間程説明の時間をもうけ

れればと思っています。皆さん笑顔で待ってくれています。 

活動内容 

個人宅、香南市内のグループホームにて認知症高齢者や一人暮らしの高齢者、障害のある方の話

し相手を行っている。一回の訪問につき約 30～40 分。 

場所 

香南市内 

活動日時 

・8 月 6日 13：30～ のいちふれあいセンター定例会 

・8 月 14 日、9 月 11日 14：00～ グループホームかがみ訪問 

・8 月 21 日 14：00～ グループホームサンライズ訪問 

締切日 1 週間前 

条件 
高校生以上で活動内容に関心がある方。一回の活動に 4～5 人 

費用  

 

連絡先 

団体名 傾聴ボランティアひまわり（香南市社会福祉協議会） 

担当 田所 

TEL 0887-57-7300 

FAX 0887-57-7305 

所在地 〒781-5241 香南市吉川町吉原 95 

メール  

URL  

 



香美市 高齢者⑫ ナツボラガイド１５ページ掲載 

タイトル 
自分のできる時間やできることがきっとあります 

メッセージ 

人生の大先輩であるご利用者（高齢者）の方々と関わってみませんか？きっと充実した夏休みに

なると思います。短時間でも可能ですのでぜひご連絡をお願いします。 

活動内容 

・コミュニケーション 

・食事、入浴、水分補給の補助 

・レクリエーション 

・環境整備等 

場所 

・特養ウエルプラザやまだ荘 

・ケアハウス好日館（お話好き） 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 時間応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
高齢者施設での体験等を希望する方なら大歓迎です。 

費用  

 

連絡先 

団体名 特別養護老人ホームウエルプラザやまだ荘 

担当 佐井健二 

TEL 0887-52-2112 

FAX 0887-52-2882 

所在地 〒782-0043 香美市土佐山田町 550番地 2 

メール tosakami52@smaile.ocn.ne.jp 

URL  



香美市 高齢者㉚  

タイトル 
ときめくあなたが主役です！ 

一芸ボランティアさん大募集！！ 

メッセージ 

古民家で利用者様と職員が家族のようなアットホームなデイサービスです。いつも楽しく過ごし

ていただけるように、職員一同がんばっていますが、利用者様にもっともっと楽しい時間を過ご

していただける、お手伝いをしてくださる方を探しています。静かで古民家という環境の中で、

一緒に楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

活動内容 

利用者様のお誕生日会など、季節に合った催しに一芸を披露していただき、利用者様と一緒に楽

しめる会です。 

踊り、歌、マジック、切り絵、似顔絵等どんな一芸でも OK です。 

場所 

デイサービスときめき土佐山田店 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日は除く）14:00～15:00 

締切日 1 週間前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 デイサービスときめき土佐山田店 

担当 原 香 

TEL 0887-52-9119 

FAX 0887-52-9117 

所在地 〒782-0006 香美市土佐山田町景山 168番地 

メール hanamomo-9131-jyon@tulip.ocn.ne.jp 

URL  



香美市 環境③ 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/ 



南国市 子ども⑥ 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 



南国市 子ども⑦ 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 

 



南国市 子ども⑬  

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） 



南国市 障害者⑪ ナツボラガイド 10 ページ掲載 

タイトル 
きぼうの輪を広げませんか 

メッセージ 

暑い夏！眩しい夏！希望の夏！！この夏人との繋がり（輪）を広げてみませんか。笑顔あふれる

土佐希望の家でお待ちしています。 

活動内容 

・介護手伝い（車いす散歩、風呂上がりのドライヤーがけ等） 

・日中活動手伝い（レクリエーション、創作活動、音楽、ゲーム） 

・話し相手、掃除 

※相談に応じます 

場所 

土佐希望の家 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 時間応相談 

締切日 前日（申込みは平日にお願いします） 

条件 
・ボランティア保険加入者が望ましい 

・1 日ボランティアの方には昼食をご用意します 

費用  

 

連絡先 

団体名 土佐希望の家 

担当 神田
か ん だ

祐子 

TEL 088-863-2131 

FAX 088-863-2133 

所在地 〒783-0022 南国市小籠 107 番地 

メール  

URL  



南国市 高齢者⑬ ナツボラガイド 16 ページ掲載 

タイトル 
介護福祉の大切さを感じてみませんか？ 

メッセージ 

高齢者の方と接して笑顔を見ることで介護福祉の大切さを感じる事ができます。 

活動内容 

・高齢者とのコミュニケーション 

・高齢者の水分補給等の身の回りのお世話 

場所 

有料老人ホーム野いちご南国 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日（日曜は除く）9：00～16：00 時間応相談 

締切日 2 週間前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 有料老人ホーム野いちご南国 

担当 髙木 俊 

TEL 088-863-1800 

FAX 088-863-1181 

所在地 〒783-0006 南国市篠原 1954-1 

メール takagi@noichigo-odani.com 

URL  



南国市 高齢者⑭ ナツボラガイド 16 ページ掲載 

タイトル 
デイサービスをご利用の高齢者との交流、見守り 

メッセージ 

デイサービスご利用の高齢者さまの生きがい作り、趣味活動の手助けをしてみませんか？ 

活動内容 

・コミュニケーション、見守り・手芸、碁、将棋、園芸、歌などを通じた交流（ご利用者さまが

笑顔になる活動ならなんでも OK） 

場所 

西田順天堂デイサービスセンター 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 時間応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 西田順天堂デイサービスセンター 

担当 川上雄三 

TEL 088-880-6477 

FAX 088-880-6488 

所在地 〒783-0005 南国市大埇乙 1249-4 

メール nishida.dei@image.ocn.ne.jp 

URL  



南国市 高齢者⑮ ナツボラガイド 16 ページ掲載 

タイトル 
みんなで若返ろう 

メッセージ 

参加者、サポーターさんも一緒に和気あいあいとした楽しい教室です。 

活動内容 

介護予防事業として毎週火曜日に「わかガエる体操教室」、金曜日に「筋力向上教室」をしてい

ます。体操やレクリエーションのサポートをお願いしたいです。 

場所 

南国市社会福祉センター3 階 

活動日時 

7 月 22日～9月 12日（毎週火・金曜日）9:30～12:00 

締切日 3 日前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 南国市社会福祉協議会 

担当 北野友也 

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 kitano@nanshakyo.or.jp 

URL  



南国市 高齢者⑯ ナツボラガイド 16 ページ掲載 

タイトル 
みんなで「にんにん」しませんか？ 

メッセージ 

みんなでにんにんできる場所を一緒につくってくださる方を大募集しております！！ 

活動内容 

あったかふれあいセンター「ひいといにんにん」ではいろいろな人が集まってトランプや囲碁将

棋、卓球等を楽しんでいます。 

場所 

南国市社会福祉センター3 階 

活動日時 

7 月 22日～9月 15日（7 月 23、24日、土日は除く） 10:00～16:00 

締切日 1 週間前 

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://www.nanshakyo.jp 



安田町 高齢者⑰ ナツボラガイド１７ページ掲載 

タイトル 
この夏、新しい自分探し！！ 

メッセージ 

集いの中のどの分野をお手伝いいただいてもかまいません。明るくお話し好きな方は、おしゃべ

りをしてもらい、静かにコツコツなタイプの方には調理やお掃除、庭の手入れなどもあります。

また、子ども好きな方は、子どもたちの勉強を見たり、一緒に遊んだり、様々な活動があります。

自分のやりたい分野、かかわりたいことが必ず見つかるはずです。老若男女問わず募集していま

す。どなたでもお気軽にどうぞ。短時間でも構いません。 

活動内容 

高齢者の集いの場（体操、レクリエーション、創作等）の補助や障害者の集いの場（喫茶運営、

創作）の補助、調理の補助、子どもたちの居場所作り（宿題、遊び）、夏休みの交流イベント等

あったかふれあい事業のサテライト会場でさまざまな取り組みをしています。参加者さんとコミ

ュニケーションをとったり、手助けしながら、楽しい集いの場作りをしています。 

場所 

安田町保健センターなどサテライト会場 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日(土日除く)時間応相談 

締切日 前日 

条件 
ボランティア保険加入 

費用 昼食代自己負担（400円）程度 

 

連絡先 

団体名 安田町社会福祉協議会 

担当 前田千尋・面
おも

谷
たに

理香 

TEL 0887-38-5500 

FAX 0887-38-6878 

所在地 〒781‐6423 安芸郡安田町西島 40－2 

メール yasudashakyo@mx82.tiki.ne.jp 

URL  



土佐町 子ども⑪  

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。子どもたちの引率や体験準備等をお手伝いしてください。一緒に体験することもあるの

で、ぬれてもよい服装を準備してください。カメラ撮影も歓迎。 

場所 

土佐町 

活動日時 

8 月 22日 10:00～23日 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/ 



土佐町 イベント⑥  

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、議員さん等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/ 



土佐町 イベント⑦  

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/ 

 


