
高齢者① 高知市 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  



高齢者② 高知市 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 
上着：ポロシャツまたは T シャツ 下：ジャージ等の動きやすい服装 履物：上履き（運動靴）

持参お願いします 

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  



高齢者③ 高知市 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 
上着：ポロシャツまたは T シャツ 下：ジャージ等の動きやすい服装 履物：上履き（運動靴）

持参お願いします 

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  



高齢者④ 高知市 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  



高齢者⑤ 高知市 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 



高齢者⑥ 高知市 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 



高齢者⑦ 高知市 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。お茶出

し、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  



高齢者⑧ 高知市 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、火を除く）※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  



高齢者⑨ 香南市 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  



高齢者⑩ 香南市 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  



高齢者⑪ 香南市 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取りをしませんか？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  



高齢者⑫ 香美市 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  



高齢者⑬ 南国市 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  



高齢者⑭ 南国市 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  



高齢者⑮ 南国市 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  



高齢者⑯ 南国市 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 



高齢者⑰ 安田町 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  



高齢者⑱ いの町 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 



高齢者⑲ いの町 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  



高齢者⑳ いの町 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  



高齢者㉑ いの町 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  



高齢者㉒ いの町 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  



高齢者㉓ 佐川町 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  



高齢者㉔ 越知町 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  



高齢者㉕ 四万十町 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  



高齢者㉖ 佐川町  

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  



高齢者㉗ 高知市  

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  

 



高齢者㉘ 高知市  

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  

 



高齢者㉙ 四万十市  

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】 

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１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いちい：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/ 



高齢者㉚ 香美市  

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  

URL  

  



高齢者㉛ 高知市  

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  

  



高齢者㉜ 高知市  

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 

 


