


土佐市 障害者⑫ ナツボラガイド 11 ページ掲載 

タイトル 
あなたの力がきらりと光る 

メッセージ 

経験は自分の力になります。子供が好きな方は参加お待ちしています。8 月 2 日以外にもイベ

ントがありますので、お問い合わせ下さい。 

活動内容 

夏祭り等、行事の手伝いや施設のイベントでの活動をお手伝い（体を動かす場面もあります） 

場所 

わかぎ寮 

活動日時 

8 月 2 日（土） 時間応相談 

締切日 ２週間前 

条件 
・ボランティア保険加入要（事前に加入して下さい） 

・将来保育士又は社会福祉士、教員免許取得予定の方 

費用 給食を頼むときは自己負担 

 

連絡先 

団体名 社会福祉法人光の村わかぎ寮 

担当 川﨑美月 

TEL 088-856-1060 

FAX 088-856-1905 

所在地 〒781-1154 土佐市新居 2798-6 

メール saeko.takeno@hikarinomura.net 

URL  



四万十市 子ども⑧ 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 



四万十市 障害者⑬ ナツボラガイド１１ページ掲載 

タイトル 
夏休みだ！いっぱい遊ぼう！ 

メッセージ 

元気いっぱいの子どもたちと一緒に遊んでみませんか。 

活動内容 

当事業所は知的障害児入所施設と通所施設を併設しています。普段は学校へ通っていますが、夏

休み期間中はずっと施設で過ごすようになります。例年夏はプールをメインに活動しておりま

す。また近くの体育館で軽いスポーツを行っています。 

場所 

障害児入所施設 わかふじ寮 

活動日時 

7 月 19日～8月 30日 9：00～17：00（応相談） 

締切日 2 日前 

条件 
外でいっぱい遊べる方 

費用  

 

連絡先 

団体名 社会福祉法人一条協会 

担当 森みどり 

TEL 0880-35-4092 

FAX 0880-35-4091 

所在地 〒787-0010 四万十市古津賀 1801 番地 1 

メール yu-sei@ceres.ocn.ne.jp 

URL http://www.wakafuji.com 



四万十市 高齢者㉙  

タイトル 
四万十支流の中山間地域 人生経験豊富な高齢者の話し相手ボランティア募集！ 

メッセージ 

【施設の運営方針】 

昨日と明日を紡いで願いという糸を作る。 

笑いと喜びを紡いで温かさという糸を作る。 

心と思いを紡いで優しさという糸を作る。 

人と人を紡いで絆という糸を作る。 ～中略～ 

紡いだ糸を一人一人ここに持ち寄って今日という大切な一日を作り上げていく このいちいの

郷に。 

＊＊認知症の方も笑って過ごせる地域づくりの一人になってくれませんか？＊＊ 

活動内容 

・認知症対応型グループホームの入居者さんの話し相手になっていただき、充実した時間を過ご

していただけるようお手伝いをお願いします。（紡ぎの家） 

・お出かけ行事の際、一緒に付き添って楽しんでくれる方（紡ぎの家・あったか） 

・子ども向けイベントのお手伝い・夏の行事のお手伝い（あったか） 

・いちいの田んぼの草取り等のお手伝い 

場所 

認知症対応型グループホーム紡ぎの家 

いちい 

あったかふれあいセンターNPO いちいの郷 

活動日時 

7 月 22日～9月 12日（土日は除く）のほぼ毎日 時間応相談 

※詳細は「いちいの郷」のホームページをご覧ください 

締切日 5 日前 

条件 
社会福祉の勉強をされている方、認知症理解に興味のある方はベター 

費用 交通費は自己負担 

 

連絡先 

団体名 NPO いちいの郷 

担当 あったかふれあいセンター：須山、認知症対応型グループホーム紡ぎの家：山本 

TEL あったか：0880-53-2020、紡ぎの家：0880-53-2002 

FAX 0880-53-2020 

所在地 〒787-1615 四万十市西土佐大宮 594-3 

メール あったか：attakaichii@mb.gallery.ne.jp、紡ぎの家：ghichii@mb.gallery.ne.jp 

URL http://www.gallery.ne.jp～ichiinosato/ 



土佐清水市 環境② 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/ 



土佐清水市 動物② 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/ 



いの町 子ども⑨ 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  



いの町 子ども⑩ 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/ 



いの町 障害者⑭ ナツボラガイド１１ページ掲載 

タイトル 
あなた自身の可能性を試してみませんか！ 

メッセージ 

あなたの力、優しさ、あたたかさ、心を少しでも貸してください。 

活動内容 

作業内容 

・ティッシュの袋詰め、外袋テープ貼り 

・バーベキュー用網洗い 

・アルミ缶回収と潰す作業 

・文化活動のお手伝い 

・たこ焼き、コロコロ鰹の詩出向販売 

・その他話相手 

場所 

作業所ら・ら・ら 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日は除く）9：30～16：00 

締切日 1 週間前 

条件 

・学生（高校生以上） 

・ボランティア保険加入をお願いします 

・1 週間程度続けて参加できる方 

費用 お弁当代自己負担 

 

連絡先 

団体名 NPO 法人ら・ら・ら会就労継続支援 B 型事業所作業所ら・ら・ら 

担当 早
はや

藤
ふじ

久美子 

TEL 088-893-6411 

FAX 088-893-6411 

所在地 〒781-2110 吾川郡いの町 6032番地 3 

メール ino-lalala@nexyzbb.ne.jp 

URL  



いの町 障害者⑮ ナツボラガイド 11 ページ掲載 

タイトル 
笑顔咲く作業所「なのはな」 

メッセージ 

一日中にぎやかで高知で一番楽しい作業所です。 

活動内容 

のぞまぬ障害を持った人達と作業を通じて就労のお手伝いをします。（軽作業、ティッシュの袋

詰め等一緒に作業する） 

場所 

「なのはな」 

活動日時 

7 月 22日～9月 12日（土日、8月 14、15 日は除く）、8月 9日 9：00～16：20 

締切日 3 日前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 就労継続支援 B 型事業所なのはな 

担当 尾
お

﨑
さき

隆洋 

TEL 088-850-4950 

FAX 088-850-4951 

所在地 〒781-2110 吾川郡いの町 6032番地 3 

メール  

URL  



いの町 高齢者⑱ ナツボラガイド１７ページ掲載 

タイトル 
～この夏あなたの時間、少し使ってもらえるかな～ 

いっしょに過ごそう夏の清流苑！！ 

メッセージ 

若いパワーを少しわけてください。清流苑でお年寄りと一緒の時間を過ごしてみて下さい。お年

寄りも貴方とのふれあいで安らぎ、貴方もきっと何か学びがあるのではないかと思います。 

活動内容 

入所棟やデイサービスでレクリエーションの参加、新聞の読み聞かせ、話し相手など 

場所 

いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑 

活動日時 

7 月 22日～9月 15日（土日は除く） 9:00～17:00 

締切日 1 週間前 

条件 
中学生以上、ボランティア保険加入 

費用  

 

連絡先 

団体名 いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑 

担当 黒岩みち 

TEL 088-893-3443 

FAX 088-893-3444 

所在地 〒781‐2110 吾川郡いの町 1482‐2 

メール niyodo-seiryuen@town.ino.kochi.jp 

URL http://www.town.kochi.jp/niyodo-hospital/index.html 



いの町 高齢者⑲ ナツボラガイド１７ページ掲載 

タイトル 
ちょこっとボランティア♥ 

メッセージ 

“ちょこっとボランティア♥できる時にできることを” 

活動内容 

・高齢者の見守り、話し相手 

・生きがい活動（創作、菜園での野菜作り、体操等）のお手伝い 

場所 

いの町あったかふれあいセンター 

活動日時 

7 月 28、30 日、8 月 4、6、11、13 日 9:00～16:00 時間応相談 

締切日 7 月 18日（金） 

条件 
ボランティア保険加入 

費用 昼食代自己負担 

 

連絡先 

団体名 いの町あったかふれあいセンター 

担当 佐竹瑞枝 

TEL 088-893-5920 

FAX 088-893-5920 

所在地 〒781-2120 吾川郡いの町 1400番地 

メール attakaino1400@live.jp 

URL  



いの町 高齢者⑳ ナツボラガイド１７ページ掲載 

タイトル 
楽しみをもった高齢者ケア 

メッセージ 

デイサービスにて利用者さんと接し、介護（ケア）のやりがいや楽しさを実感されませんか？ 

活動内容 

デイサービスにおいて、利用者さんとレクリエーション、体操を通じ、高齢者の方とのコミュニ

ケーション。創作活動等。 

場所 

社会福祉法人伊野福祉会デイサービスセンター関田さん家 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 時間応相談 

締切日 15 日前 

条件 
ボランティア保険加入 

費用  

 

連絡先 

団体名 社会福祉法人伊野福祉会デイサービスセンター関田さん家
ち

 

担当 細川和彦 

TEL 088-879-4685 

FAX 088-879-0180 

所在地 〒781-2110 吾川郡いの町 205 サニーアクシスいの店 2階 

メール  

URL  



いの町 高齢者㉑ ナツボラガイド１８ページ掲載 

タイトル 
「いきいき すこやか」 

メッセージ 

職員も利用者も家族のような温かい雰囲気の中、ボランティアをしてみませんか？ 

活動内容 

デイサービス利用者の将棋の相手、９月１５日の敬老の日に踊りやダンスを一緒にしてくれる方

（1 時間程度） 

場所 

吾北デイサービスセンター「すこやか」 

活動日時 

7 月 23日、8月 6、20日、9月 3 日 12:50～13:30、9 月 15 日のみ 13:00～14:00 

締切日 1 週間前 

条件 
・（できることなら）ボランティア保険への加入をお願いします。 

・若い方から高齢者までどなたでも（特に 60代以上の方歓迎） 

費用  

 

連絡先 

団体名 吾北デイサービスセンター「すこやか」 

担当 浅川美喜 

TEL 088-867-3116 

FAX 088-867-3119 

所在地 〒781-2321 吾川郡いの町小川東津賀才 53-1 

メール gohoku_sukoyaka@dream.ocn.ne.jp 

URL  



いの町 高齢者㉒ ナツボラガイド１８ページ掲載 

タイトル 
介護のお仕事を経験してみませんか。 

メッセージ 

将来福祉関係の職場をお考えでしたら、介護施設の現場を経験してみるのもいいと思います。高

齢者の方と楽しい時間を過ごしましょう。 

活動内容 

通所介護施設で、高齢者の食事や入浴、排泄、衣類の脱着や移動の介助やレクリエーションの実

施等 

場所 

いの町社会福祉協議会本川支所デイサービスセンター「朝霧荘」 

活動日時 

7 月 28日、8月 4、11、18、２５日 8:30～16:30 

締切日 1 週間前 

条件 
ホームヘルパー2 級、介護職の経験者 

費用 昼食持参もしくは 500円で準備できます 

 

連絡先 

団体名 いの町社会福祉協議会本川支所デイサービスセンター「朝霧荘」 

担当 野田由利子 

TEL 088-869-2929 

FAX 088-869-2038 

所在地 〒781-2601 吾川郡いの町長沢 254-20 

メール  

URL  



いの町 イベント① 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 



いの町 イベント② 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 



佐川町 障害者⑯ ナツボラガイド１２ページ掲載 

タイトル 
一期一会 

メッセージ 

肩の力を抜いて参加してみませんか？ 

活動内容 

当施設では様々な障害を持った方が作業活動や社会参加などを通じ自立に向けた取り組みを行

っています。基本は作業が中心で、内容は、みつば下葉取り、ナス加工、精密部品組立、製紙関

連（袋入れ）自販機清掃、木工品制作など、利用者の方と行っていただきます。その日の日程や

参加者の希望にもよりますが、時間的余裕があれば車イス体験や隣接している生活介護事業所の

見学をしたいと思います。 

場所 

さくら福祉事業所施設内 

活動日時 

7 月 22日～9月 12日（土日、8月 14、15 日は除く）8:50～16:30時間応相談 

締切日 前日 

条件 
社会福祉施設総合保険に加入。第三者や財物の損害に対する補償はありますが、ボランティアさ

ん自身の保証はありません。（ボランティア保険については今後検討予定）年齢制限なし。 

費用 昼食持参 

 

連絡先 

団体名 社会福祉法人さくら福祉事業会就労継続支援 B 型事業所さくら福祉事業所 

担当 中岡聡 

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  



佐川町 障害者⑰ ナツボラガイド１２ページ掲載 

タイトル 
「イイ汗」かいてみませんか？ 

メッセージ 

障害があっても顔を上げて頑張っている人達と一緒に今年の夏は「体と心でイイ汗かいてみませ

んか！？」 

活動内容 

・障害福祉サービス事業所（就労継続支援 B 型）での生産活動 

・農産物仕分け下請作業 

・自主生産品製造、販売 

・施設農場での農作業 

場所 

施設作業所、農場 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日、8月 14、15 日は除く）時間応相談 

締切日 前日 

条件 
20 歳以上（未成年者は保護者の同意がいただける方） 

費用  

 

連絡先 

団体名 障害者支援施設こじゃんとはたら来家
こ や

さかわ 

担当 白石圭一 

TEL 0889-22-7887 

FAX 0889-22-9901 

所在地 〒789-1204 高岡郡佐川町加茂 671-3 

メール kojanto-65geva@way.ocn.ne.jp 

URL  



佐川町 高齢者㉓ ナツボラガイド１８ページ掲載 

タイトル 
お年寄りと余暇活動を楽しみましょう 

メッセージ 

特技や趣味を活かしてともに楽しみ、お年寄りを笑顔にできたら自分も幸福になれますよ。 

活動内容 

施設入所者とのレクリエーション（ボール転がし、歌など）を通しての交流 

場所 

特別養護老人ホーム春日荘 

活動日時 

7 月 22日～9月 15日（土日は除く） 14:00～15:00 

締切日 3 日前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 特別養護老人ホーム春日荘 

担当 中越慶 

TEL 0889-22-3456 

FAX 0889-22-7172 

所在地 〒789-1202 高岡郡佐川町乙 2340 

メール kasugaso@m2.dion.ne.jp 

URL  



佐川町 高齢者㉖  

タイトル 
始めませんか？みのりのわ作りを！ 

メッセージ 

ひととのわを大切にと考えているデイサービスです。一緒に考えてみませんか。 

活動内容 

デイサービス利用者との交流（いろいろな活動を通して） 

場所 

みのりのデイ 

活動日時 

７月１９日～９月１３日（日祝は除く）10:00～16:00 応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 みのりのデイ 

担当 山中洋一 

TEL 0889-20-9811 

FAX 0889-20-9811 

所在地 〒789-1202 高岡郡佐川町乙 2050-10 １階 

メール minorinodai@quartz.ocn.ne.jp 

URL  



佐川町 イベント③ 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  



佐川町 イベント④ 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  



佐川町 災害① 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  



佐川町 スポーツ② 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 



越知町 高齢者㉔ ナツボラガイド１８ページ掲載 

タイトル 
気軽にボランティア 

メッセージ 

地域や社会に開かれたホームを目指しています。どんどん新鮮な空気を流し入れて下さい！そん

な中で入居者の方々の違った一面を発見して、日々の介護に活かしてゆけたらと思っております

ので、是非ともご協力頂きたく存じます。 

活動内容 

・敬老会アトラクションへの参加 

・レクリエーション（一緒にできるゲームや遊び、工作、習い事等） 

・お話し相手（軽度～重度の認知症）の方とのコミュニケーション 

場所 

医療法人若槻会グループホーム希望の里 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日（8 月 17 日は除く） 13:30～15:30 

締切日 2 週間前 

条件 
 

費用 交通費支給（1人 500円まで） 

 

連絡先 

団体名 医療法人若槻会グループホーム希望の里 

担当 若槻知子 

TEL 0889-26-1375 

FAX 0889-26-1955 

所在地 〒781-1301 高岡郡越知町越知甲 1725-1 

メール ton88-w@sky.plala.or.jp 

URL  



四万十町 障害者⑱ ナツボラガイド１２ページ掲載 

タイトル 
真夏の日中支援活動～障害者の皆さんと一緒に～ 

メッセージ 

様々な活動をしておりますので、あなたも何か発見があるかもしれません。日にちや時間帯につ

きましては、お気軽にご相談下さい。ご連絡をお待ちしています。 

活動内容 

オイコニアは主に身体的に障害を持たれた方が入所されている施設です。ご利用者の生活の充実

を図るため、日中に様々な活動を提供させていただいておりますが、職員だけでは行き届かない

ところがあります。ぜひボランティアの皆さまのお力をお借りして、よりご利用者が喜びや生活

の幅の広がりを感じていただければと思いますので、ご協力をお願いします。 

内容：月～金（手芸、クッキング、スポーツレク等のお手伝い） 

第 1・2・4 日曜日午後（買い物外出のお手伝い） 

場所 

施設内外 

活動日時 

8 月 1 日～9月 15 日（土,第 3日曜日は除く）時間応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
・ボランティア保険加入有 

・ボランティアに興味があり、人との関わりがお好きな方 

費用  

 

連絡先 

団体名 障害者支援施設オイコニア 

担当 敷地
し き じ

美佳 

TEL 0880-22-8382 

FAX 0880-22-8271 

所在地 〒786-0021 高岡郡四万十町仁井田 462 

メール oikonia@hyper.ocn.ne.jp 

URL http://www11.ocn.ne.jp/~oikonia/ 



四万十町 障害者⑲ ナツボラガイド１２ページ掲載 

タイトル 
「オイコニア」で喫茶ボラ 

メッセージ 

特別な資格などは不要。顔なじみのスタッフと楽しく交流するのは当たり前。何処から来たの？

に始まる、爽やかな「風」お待ち致しております。 

活動内容 

「由菜の里」の出前喫茶での（オイコニア利用者の）食事の介助と傾聴 

場所 

障害者支援施設オイコニア（四万十町仁井田 462） 

活動日時 

7 月 24日～9月 11日（毎週木曜日）13：30～15：30 

締切日 前日 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 あしたの会 

担当 中平美知子 

TEL 0880-23-0400 

FAX  

所在地 〒786-0095 高岡郡四万十町米奥 922 番地 

メール iroguro55musume@shimanto.tv 

URL  



四万十町 高齢者㉕ ナツボラガイド１９ページ掲載 

タイトル 
生きがいサロンで四万十町内を巡り楽しく交流しましょう 

メッセージ 

特別な資格などは、不要。顔なじみのスタッフと楽しく交流するのは、当たり前。何処から来た

の？に始まる、爽やかな「風」お待ち致しております。 

活動内容 

各地の公民館などに集まり看護師に依る血圧測定をして、軽く体操や難読漢字や歌に合わせたお

手玉遊びなどをして、後昼食。昼休みの後ゲームや、百歳体操、歌、紙芝居、など好みに合わせ

て楽しむ。 

場所 

四万十町内の公民館・集会所 

活動日時 

7 月 22日、8月１、２２、２９日、9月９、12 日 10:00～15:00 

締切日 前日 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 あしたの会 

担当 中平美知子 

TEL 0880-23-0400 

FAX  

所在地 〒786-0095 高知県高岡郡四万十町米奥 922番地 

メール iroguro55musume@shimanto.tv 

URL  



四万十町 イベント⑤ 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  



大月町 子ども⑫  

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 

 


