
障害者① 高知市 ナツボラガイド８ページ掲載 

タイトル 
おおなろ祭り 

メッセージ 

高知市の神田の山奥で自然豊かな場所です。春には桜・夏には蝉・秋には紅葉・冬には「たまに

イノシシ」に出会えます。今までは夏に祭りをしていましたが、今年より秋に変更して最初の祭

りです。障害者の方々と一緒に、秋の夜長に祭りを楽しみませんか… 

活動内容 

お祭りでのゲームコーナーや飲食の販売のお手伝い 

場所 

福祉牧場 おおなろ園 

活動日時 

9 月 13日（土） 13:00～20:30 

締切日 8 月 15日（金）17時 

条件 
 

費用 夕食はお祭りで使えるチケット配布 

 

連絡先 

団体名 福祉牧場 おおなろ園 

担当 佐々木和秀 

TEL 088-831-0200 

FAX 088-831-9977 

所在地 〒780-7080 高知市神田 2485-2 

メール Ohnaro-2002@sweet.ocn.ne.jp 

URL http://wwb.jp/showakai/ 



障害者② 高知市 ナツボラガイド８ページ掲載 

タイトル 
障害のある子どもと共に活動するナツボラ 

メッセージ 

ボランティア、それは「あなた」をひとまわり大きくする体験です。 

活動内容 

障害のある子ども達が、楽しく夏休みを過ごすための活動をお手伝い下さい。公園やプールなど

での活動を行います。 

場所 

すずめ共同作業所 

活動日時 

7 月 22日～8月 29日（土日は除く）9：30～15：30 

締切日 7 月 11日（金） 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 すずめ共同作業所 

担当 西村昇・久光加奈子 

TEL 088-883-6011 

FAX 088-883-6024 

所在地 〒780-0802 高知市丸池町 1番 1-15号 

メール suzume-kyoudou@chic.ocn.ne.jp 

URL http://suzume-works.com 



障害者③ 高知市 ナツボラガイド８ページ掲載 

タイトル 
ちょこっとハビリ 

メッセージ 

高知県内にまだ広く知られていない高知ハビリテーリングセンターですが、児童から障害者まで

幅広い自立支援を行っています。春野という自然に恵まれた環境の中で利用児者との交流からノ

ーマライゼーションを発見してみませんか？きっと心に残る夏になるはずです。 

活動内容 

障害児の日中活動…障害児と屋外活動（散歩やサッカー等）、屋内活動（本の読み聞かせやゲー

ム）を一緒に行って頂きます。 

夏祭り…8/24 に行う夏祭りに設営等のスタッフとして  

美化整備…ハビリ内の草引き等の整備  

日中活動…利用者さんとのコミュニケーションや生産活動を共に行って頂きます 

場所 

高知ハビリテーリングセンター 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日は除く）、8 月 24日（日）時間応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
年齢性別問いませんが体力のある方。昼食の支給あり。 

費用  

 

連絡先 

団体名 社会福祉法人 ファミーユ高知 高知ハビリテーリングセンター 

担当 尾﨑弘章 

TEL 088-842-1921 

FAX 088-842-2601 

所在地 〒781-0313 高知市春野町内ノ谷 63 番地 6 

メール syurou-habil@chikamori.com 

URL http://www.famille.chikamori.com/ 



障害者④ 高知市 ナツボラガイド９ページ掲載 

タイトル 
共に生き、育つ社会をめざし、次のステージへ 

メッセージ 

知的発達障害のある人たちの活動範囲を大きく広げてくれます。教えることより、教わることの

多さに驚きます。ボランティアはもう一人の自分を気づかせてくれる。楽しめなければ、やめる

ことができるのがボランティア。「できることを、できるときに！」が合言葉。こんな仲間がい

てもいいでしょう。 

活動内容 

知的障害のある人たちに、年間を通じてオリンピック競技種目に準じたさまざまなスポーツトレ

ーニングと競技の場を提供することにより、アスリートの健康を増進し、自立と社会参加の促進

を図るというスペシャルオリンピックス（以下 SO という）の使命に則り、米国ワシントン特別

区の非営利法人である「スペシャルオリンピックス」（以下 SO 国際本部」という）に認証を受

けた国内本部組織スペシャルオリンピックス日本（以下、SO 日本）と協定を交わし、認証を受

け、SO 日本が定める諸規則に基づき運営し、担当地域全域にその事業を拡大するものとする。

また、スポーツ活動の他、教育・文化的プログラム及びレクリエーション活動や地域社会におけ

る知的障害理解促進を図る活動等を通じ、多様な人々が互いに尊重し合い共に生きていく社会の

実現に寄与することを目的とする。活動スポーツプログラムは水泳、ボウリング、バスケットボ

ール、陸上、フロアーホッケー 

 

場所 

水泳「高知市営プール」、ボウリング「ボウルかづらしま」、バスケットボール「高知市立養護学

校体育館」、陸上「高知大学グラウンド」、フロアーホッケー「障害者スポーツセンター」 

活動日時 

7 月 25日、8月 1,8,22,29,30,31 日、9月 6,7,13,14 日（時間応相談） 

※スポーツによって異なるので電話かメールでお問い合わせください 

締切日  

条件 
ボランティア保険当方で加入 

費用  

 

連絡先 

団体名 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・高知 

担当 矢野泰彦 

TEL 088-803-2232 

FAX 088-894-3135 

所在地 〒781-0321 高知市春野町秋山 2801-15 あじさい園内 

メール son_kochi@son.or.jp 

URL  



障害者⑤ 高知市 ナツボラガイド９ページ掲載 

タイトル 
障害者カヌー教室 

メッセージ 

気軽に楽しんでもらえる非日常体験として実施しています。参加者の「楽しかった」「もう 1回

乗りたい」の声がスタッフのやりがいです。 

活動内容 

高知市運動場前の鏡川河畔で、夏の夕暮れに障害者カヌー教室を開催します。体験型の教室で、

発達障害のお子さんや、視覚障害の方が例年参加してくれます。ボランティアさんの活動内容は、

艇庫からの使用艇の出し入れと、艇の乗降時に転覆しないように艇を固定したり、浅瀬で艇を引

っ張ってもらう等の活動になります。 

場所 

高知市鏡川緑の広場近辺 

活動日時 

7 月 20日、8月 3,20,27 日（13：30～16：30） 

締切日 10 日前 

条件 
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/ 



障害者⑥ 高知市 ナツボラガイド９ページ掲載 

タイトル 
あなたといっしょにすごしたい 

メッセージ 

あなたも私たちも楽しい時間を共有しませんか！ 

活動内容 

障害児者の機能回復訓練会（5 泊 6 日の宿泊あり）を行うにあたり、訓練時のサポート、食事

があるのでその時の準備片付け、障害児の遊び相手、入浴の手伝い。宿泊可能な方は是非お願い

します。親の参加ができない時の親代わり（心配しなくても大丈夫です） 

場所 

高知若草養護学校 

活動日時 

8 月 16日～8月 21日 9：00～17：00（時間応相談） 

締切日 8 月 10日（日） 

条件 

・障害者の手助けをお願いしたいので体力のある方 

・やさしく明るい方 

・子ども好きな方 

※ボランティア保険あり 

費用  

 

連絡先 

団体名 高知県フェニックス親の会 

担当 野中さよ子 

TEL 090-5910-8017 

FAX 088-855-0946 

所在地 〒781-1134 土佐市家俊 1025-2 

メール mumumu07211@shirt.ocn.ne.jp 

URL  



障害者⑦ 安芸市 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/ 



障害者⑧ 香南市 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/ 



障害者⑨ 香南市 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 

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  



障害者⑩ 香南市 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(準備、午後予定）8 月 2日（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  



障害者⑪ 南国市 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  



障害者⑫ 土佐市 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  



障害者⑬ 四万十市 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 



障害者⑭ いの町 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  



障害者⑮ いの町 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 尾﨑隆洋 

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  



障害者⑯ 佐川町 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  



障害者⑰ 佐川町 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  



障害者⑱ 四万十町 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/ 



障害者⑲ 四万十町 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  


