
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 



 高知市 子ども① 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。） ※予定が合わない方は個別対応します 

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 



高知市 子ども③ 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 



高知市 障害者① 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/ 



高知市 障害者② 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 



高知市 障害者③ ナツボラガイドペ８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。 

夏まつり…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/ 



高知市 障害者④ 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  



高知市 障害者⑤ 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/ 



高知市 障害者⑥ 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  



高知市 高齢者① ナツボラガイド１３ページ掲載 

タイトル 
誰かのために輝く！！自分発見！！～自己形成力アップ～ 

メッセージ 

未経験の方でも大歓迎です。ボランティアを通して新たな自分を発見してみませんか。あなたの

笑顔を待っています。 

活動内容 

・食事介助・水分、おやつ介助 

・散歩（車イス）介助 

・居室清掃 

・レクリエーション活動参加、見守り 

・話し相手 

場所 

はるの若菜荘 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 8：00～19：00 

締切日 3 日前 

条件 
明るく元気な方 

費用  

 

連絡先 

団体名 社会福祉法人高春福祉会特別養護老人ホームはるの若菜荘 

担当 田中正文 

TEL 088-842-7555 

FAX 088-842-7625 

所在地 〒781-0315 高知市春野町東諸木 3058 番地 1 

メール takaharu-wakana@ninus.ocn.ne.jp 

URL  



高知市 高齢者② ナツボラガイド１３ページ掲載 

タイトル 
笑いヨガに参加してみませんか？ 

メッセージ 

ボランティアの方にはコミュニケーション、笑いヨガ、水分摂取の支援のお手伝いをお願いいた

します。 

活動内容 

アルコデイトレセンターは、 

・パワーリハビリテーション 

・学習療法 

・笑いヨガ  

で頭と体とこころのリハビリをするデイサービスです 

場所 

アルコデイトレセンター愛宕山 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日は除く） 8：30～12：30、13：00～16：45 

締切日 5 日前 

条件 
上はポロシャツまたは Tシャツ 下はジャージ等の動きやすい服装  

履物は上履き（運動靴）持参を持参してください 

費用  

 

連絡先 

団体名 アルコデイトレセンター愛宕山 

担当 木村 

TEL 088-856-5338 

FAX 088-856-5336 

所在地 〒780-0024 高知市前里 335-15 

メール t-kimura@alco-smile.com 

URL  



高知市 高齢者③ ナツボラガイド１３ページ掲載 

タイトル 
笑いヨガに参加してみませんか？ 

メッセージ 

ボランティアの方にはコミュニケーション、笑いヨガ、水分摂取の支援のお手伝いをお願いいた

します。 

活動内容 

アルコデイトレセンターは、 

・パワーリハビリテーション 

・学習療法 

・笑いヨガ  

で頭と体とこころのリハビリをするデイサービスです 

場所 

アルコデイトレセンター旭 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日は除く）8：30～12：30、13：00～16：45 

締切日 5 日前 

条件 
上はポロシャツまたは Tシャツ 下はジャージ等の動きやすい服装  

履物は上履き（運動靴）持参を持参してください 

費用  

 

連絡先 

団体名 アルコデイトレセンター旭 

担当 片岡 

TEL 088-855-8470 

FAX 088-854-8570 

所在地 〒780-095１ 高知市西塚ノ原 29-1 

メール t-kimura@alco-smile.com 

URL  



高知市 高齢者④ ナツボラガイド１３ページ掲載 

タイトル 
「自律」と「自立」を支援します！ 

メッセージ 

パワーリハビリ、くもんの学習療法、笑いヨガをおこなっています。利用者さまが元気になる施

設です。 

活動内容 

ご利用者さまとのコミュニケーション、お茶の準備 

場所 

アルコデイトレセンター瀬戸 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日（土日は除く）8：30～17：30 

締切日 1 週間前 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 アルコデイトレセンター瀬戸 

担当 吉村恵美 

TEL 088-855-8270 

FAX 088-855-8269 

所在地 〒781-0253 高知市瀬戸南町 2 丁目 1-5 

メール info@alco-smile.com 

URL  



高知市 高齢者⑤ ナツボラガイド１４ページ掲載 

タイトル 
おはなし聞き隊 

メッセージ 

デイ利用者の高齢者に寄り添って高齢者の方のお話に耳を傾けて下さい。創作の際は出来るだけ

自立援助をして頂きたいと思います。 

活動内容 

・傾聴、昔話の本読み 

・創作活動（小物作り）の援助 

場所 

デイサービスセンター介良なの花 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日（日曜除く）10：00～15：00 

締切日 前日 

条件 
健康で明るい方、シニア世代歓迎 

費用  

 

連絡先 

団体名 デイサービスセンター介良なの花 

担当 藤田 

TEL 088-878-4165 

FAX 088-878-7096 

所在地 〒781-5106 高知市介良乙 3137-5 

メール nanohana@earth.ocn.ne.jp 

URL http://www.nanohanaplan.co.jp 



高知市 高齢者⑥ ナツボラガイド１４ページ掲載 

タイトル 
みんなで楽しい時間を過ごしましょう 

メッセージ 

広くてきれいな施設でお年寄りと楽しい時間を過ごしませんか。これを機会にお年寄りを理解し

ましょう。 

活動内容 

百歳体操、レクリエーションへの参加、外出の同伴、話し相手等 

場所 

介護付有料老人ホームはるか 

活動日時 

7 月 22日～9月 12日（毎週月・水・金曜日） 

※その他の日も相談してください 

締切日 2 日前 

条件 
お年寄りの好きな人 

費用  

 

連絡先 

団体名 介護付有料老人ホームはるか 

担当 岡林正美 

TEL 088-878-3316 

FAX 088-878-3317 

所在地 〒781-5103 高知市大津乙 2705-1 

メール  

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



高知市 高齢者⑦ ナツボラガイド１４ページ掲載 

タイトル 
高齢者と一緒にいきいき・かみかみ百歳体操をして体力をつけませんか！ 

メッセージ 

「いきいき百歳体操」をして足腰をきたえ、「かみかみ百歳体操」をしてチャーミングな笑顔を

作りませんか？おばあちゃんの知恵袋のお話も聞けますよ。 

活動内容 

毎週金曜日 14:00 にうぐるす集会所の鍵を開け、会場準備（イス、DVD、お茶等）14：30

～いきいき百歳体操（貸出、おもり有）かみかみ百歳体操を皆でテレビを見ながら実施。お茶の

準備、記録手伝い、会場後片付け、16：00前には終わります。※体操終了後時々お茶会有。 

場所 

鵜来巣集会所（高知市鵜来巣 3-58） 

活動日時 

7 月 25日～9月 12日（毎週金曜日） 14：00～16：00 

締切日 前日 

条件 
人と接することが嫌でない方 

費用  

 

連絡先 

団体名 うぐるすサクラの会 

担当 長田のぶ代 

TEL 090-7623-9186 

FAX 088-844-6885 

所在地 〒780-8083 高知市鵜来巣 3-58 

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

URL  



高知市 高齢者⑧ ナツボラガイド１４ページ掲載 

タイトル 
入居者、地域の方の生活を支える楽しみのボランティア 

メッセージ 

活動内容には、地域の方向けと当施設で生活をされている入居者の方向けがありますが、入居者

の生活に楽しみやリハビリの一環として取り組んでますレクリエーションは童謡や演歌を一緒

に唄い、風船やおじゃみ等を使い体を動かすことや、昔なつかしい映画や歌番組を鑑賞するなど、

レクリエーションの楽しさは様々。また、入居者が使っている車いす等の不具合を修理すること

が得意な方、お掃除が好きな方、皆様が選択していただき、自分に合ったボランティアに参加し

てみてください。 

活動内容 

・いきいき百歳体操応援講座（毎週木曜 10 時～12 時）：DVDを観て、おもりを使って体操を

行いますので、体操の補助。体操終了後の昼食の配膳、下膳。 

・脳の健康教室（毎週木曜 10 時～12 時）：認知症予防として、ひとり 30 分程度の学習時間

の中でテキストを使い、短い文章の音読、簡単な計算問題を等を取り組まれている方への、テキ

ストの採点や宿題のチェック、学習時の時間確認等のサポーター 

・レクリエーション（週に 1 回）：レクリエーションに参加される入居者に付き添って楽しんで

いただく。また職員の補助。 

・営繕：（月に 2～3回程）：入居者の車いすや生活の中で使われているものの営繕。 

・掃除（毎週日曜 10時半～11時半）：入居者が生活されているフロアや車いすの掃除。 

・掃除（不定期）：アザミの里の外、駐車場等の草むしり等 

場所 

あざみの里交流ホール、フロア 

活動日時 

7 月 23日～9月 14日（月火は除く）※営繕については応相談 

締切日 1 週間前 

条件 
上履きやお茶、タオル等を持参、動きやすい服装でお願いします。 

費用  

 

連絡先 

団体名 特別養護老人ホームあざみの里 

担当 間
ま

城
しろ

和毅・松井彩音 

TEL 088-803-1122 

FAX 088-803-1115 

所在地 〒781-0011 高知市薊野北町 2 丁目 25-8 

メール fuku4-h-s-junbi@mwe.biglobe.ne.jp 

URL  



高知市 高齢者㉗  

タイトル 
将棋好きの方、大歓迎！ 

メッセージ 

都合のよい日でかまいません。利用者さんと一緒に将棋をして楽しい時間を過ごしてみません

か？お待ちしています。 

活動内容 

高齢者と一緒に将棋を楽しむ 

場所 

認知症対応型デイサービスよりそい 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日 13:00～16:00 

締切日 当日 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 認知症対応型デイサービスよりそい 

担当 西森玲子 

TEL 088-841-7005 

FAX 088-841-6647 

所在地 〒781-0250 高知市瀬戸 2 丁目 13番 47 号 

メール green-house@peace.ocn.ne.jp 

URL  



高知市 高齢者㉘  

タイトル 
気軽に高齢者と楽しもう 

メッセージ 

都合のつく日でかまいません。利用者さんと一緒に遊んだり、楽しく過ごしませんか。 

活動内容 

傾聴（コミュニケーションをとる） 

散歩や買い物にスタッフと同行する 

（認知症の高齢者が入所している施設です） 

場所 

グループホームぐりーんはうす 

活動日時 

7 月 19日～9月 15日（8 月 26 日～29 日は除く）時間応相談 

締切日 7 月 20日（日） 

条件 
 

費用  

 

連絡先 

団体名 グループホームぐりーんはうす 

担当 佐藤美恵 

TEL 088-841-7005 

FAX 088-841-6647 

所在地 〒781-0250 高知市瀬戸 2 丁目 13番 47 号 

メール green-house@peace.ocn.ne.jp 

URL  

 



高知市 高齢者㉛  

タイトル 

TKS（つくし）48 一期生募集（あなたの力でつくしの里のお年寄りを笑顔にしてくれません

か？） 

 

メッセージ 

グループホームはどうしても閉鎖的になってしまいがちです。ボランティアの方々が来てくれる

ことで、入居者さんも職員以外の方々と触れ合うことができ、職員にとってもよい刺激になると

思います。興味のある方は、この機会に気楽に遊びに来てみて下さい。 

 

活動内容 

得意なことがある方は得意なことを、得意なことがない方もホームの入居者さん達とお話をした

り、歌を歌ったり、体操したり、お茶したり、ドライブや買い物と、特別難しいことはありませ

ん。常に職員が傍にいてフォローさせていただきます。 

「みんないつかは高齢者」です。この機会にグループホームがどんなところかのぞきに来てみま

せんか？ 

 

場所 

グループホームつくしの里 

たまにドライブや近くの店に買い物等 

 

活動日時 

7 月 21日～9月 15日 1３:00～1７:00頃で応相談 

 

締切日 1 週間前 

条件 
 

費用 冷茶、コーヒー飲み放題、少しお菓子付 

 

連絡先 

団体名 グループホームつくしの里 

担当 山﨑百合子 

TEL 088-850-0087 

FAX 088-850-7717 

所在地 〒780-8050 高知市鴨部 1079-1 

メール  

URL  

 



高知市 高齢者㉜  

タイトル 
高齢者と一緒に楽しい時間を過ごしませんか？ 

 

メッセージ 

高齢者と一緒に百歳体操に参加し運動のサポート活動しませんか？ 

 

活動内容 

・「いきいき百歳体操」体操会場の準備（お茶の準備、イス運び、ＤＶＤ）、運動の補助 

・ご利用者さまとのコミュニケーション 

・環境整備 

 

場所 

ステラ桟橋 1階 宅老所 ステラの家 

 

活動日時 

7 月 22,25,29 日、 

8 月 1,5,8,12,22,26,29 日、 

9 月 2,5,9,12 日（火、金 9:30～16:00） 

締切日 前日 

条件 
ボランティア保険加入。年齢不問。 

 

費用 交通費自己負担、昼食持参ください。 

 

連絡先 

団体名 ＮＰＯ法人ステラ 

担当 長﨑、吉門 

TEL 088-834-0177 

FAX 088-834-0177 

所在地 〒780-8010 高知市桟橋通 5-6-12 

メール  

URL http://www.ne.jp/asahi/kochi/stella 

 



高知市 環境① 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など 

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/ 



高知市 国際① 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、研修などを各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 



高知市 医療① 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 



高知市 スポーツ① 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 

 


