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～申込み・問い合わせはこちら ～ 
 

静岡県ボランティア協会「サマーショートボランティア」係 
〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1-70 静岡県総合社会福祉会館２階 

ＴＥＬ．０５４－２５５－７３５７ 

～ 新型コロナウイルスへの対応について ～ 

 実施にあたっては、施設および参加者の安全を第一に考えてまいります。 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、サマーショートボランティアの一部内容の変更、実施の見合わせ、施設の

受入の見合わせをさせていただくことがございます。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。また、これによ

り活動ができなくなった方に対しては、協会より別の活動をご提案させていただく予定です。（感染状況を注視した上で判断させ

ていただきます。） 

 



ページを開く前に

サマーショートボランティアってなんだろう？

サマーショートボランティア活動計画（SSV）は、夏休みを利用したボランティア活動体験プログ
ラムです。
受入施設はお年寄りの施設、障がいのある人の施設、子どもの施設などの福祉施設や社会教育施設

です。施設の活動を通して、参加した皆さんが施設を利用する人や働く人のこと、ボランティアや福
祉について理解を深める機会です。

☆ 参加対象：中学生以上の学生・一般社会人。（施設によって対象は変わってきます。）
☆ 参 加 費：1,000円（資料代や通信費、情報処理費等として）

→事前研修会にてお支払いください。
☆ ボランティア保険：加入料 ３５０円

→活動中、自宅と施設の行き帰りの事故に備えるため、自己負担でかならず
加入してください。事前研修会で加入手続きをしていただきます。

参加する皆さんにお願いしたいこと

今回、参加する皆さんに最も重視していただきたいことは、

「ウイルスを施設内に持ち込まない」ことです。

今、福祉施設ではコロナウイルス拡大前よりも一層、感染症対策に力を入れています。新型コロナ
ウイルス感染症は施設を利用する人の命を危険にさらしかねないからです。

そこで、参加する皆さんには、P.３の「予防の約束」をかならず守って活動していただきます。

今後、新型コロナウイルス感染症にまつわる理由で、施設が急きょサマーショートボランティア
を受け入れられなくなる可能性があります。感染拡大防止のため、ご理解くださいますようお願いし
ます。

責任感を持って取り組みましょう！

施設に行く日が近づくにつれて、日々の体調管理など感染予防対策が大変だと感じることがあるか
もしれません。ですが、施設の職員さんはこうした体調管理を日頃からおこなって、施設にウイル
スを持ち込まないようにしています。
ボランティアに取り組む皆さんも施設にかかわる一員として、責任感を持った行動を心がけてくだ

さい。

かならず
お読みください



予防の約束

● 施設に行く前に・・・

➢ 施設のオリエンテーションの日、２週間前から体調チェックし、活動

最終日まで記録してください。体調チェックシートは、活動先の決定

通知と併せてお送りいたします。

＜チェック項目＞（予定）

体温チェック、せき、息苦しさ、喉の痛み、強いだるさの有無、味やにおいを

感じるか、新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触の有無、同居家族や

知人で感染が疑われる方の有無、海外や感染者多発地域への移動あるいは当該

地域居住者との濃厚接触の有無

● 施設に行く時は・・・

➢ マスクを必ず着用してください。

➢ 施設の指示する感染予防対策に協力してください。

➢ 施設の中に入る時や施設の方から求められた時には、

簡易防護服（ビニールエプロン）を着用してください。

※ビニールエプロンのつくり方は、事前研修会でお伝えします。

➢ 手洗い、うがい、手指消毒を徹底してください。

➢ 人との距離をとってください。

➢ 少しでも体調が悪い時には、施設の方にもそのことを伝えた上で、

活動を休んでください。



かならずご確認ください！申込みから参加までの流れ

Check‼ 申込みには条件があります！
以下の(1)~(6)の条件をすべてクリアできることを確認してから、募集

内容をじっくり見てみてください。あなたが興味を持てる活動がきっと見
つかると思います。

✧SSVに申込むための条件

(1)①事前研修会、②施設のオリエンテーション、③実際の活動（活動
期間の全日程）３つすべてに参加できること

(2)自分が通える施設を選ぶこと
遠い施設だと移動時間と交通費が大幅にかかります。
本書には施設の略図が記してあります。参考にしてください。

(3)自分だけでも活動ができること
友人同士でお申し込みをいただいても、一緒に活動できない場合が
あります。一人で活動できない方はご遠慮ください。（オンライン活動を

除く）

(4)申込みの前に参加することを家族に相談し、了解を得ていること
緊急事態が起きた時、家族がボランティアに行っていることを把握
していないとスムーズな対応が難しくなってしまいます。

(5)協会や施設が提示する感染症予防対策、「予防の約束」（P.3参照）

に協力できること
(6)感染症にまつわる理由により、急きょ施設での活動が内容変更・

中止になることを了解していること

※ SSVに参加することで福祉医療の資格を取得することはできません。
※ 今年度は静岡県初級青少年指導者級別認定は取得できません。
※ わからない点は、ボランティア協会にお問合せください。施設への

お問合せはご遠慮ください。

６月８日～ 参加者募集期間

７月８日 参加者募集締め切り！！（申込書必着）

STEP２
申込書を記入し
申し込もう

参加したい活動が見つかったら、参加申込書に記入しましょう。
申込書裏面の記入例を見ながら、記入漏れがないようにご記入ください。

※オンライン活動を希望する場合には、P.8をよく読んでからお申し込みく
ださい。

参加者の希望をふまえて、活動先の調整を行います。
活動先調整のために連絡をさせていただくことがあります。

７月９日～ 活動先の調整

STEP1
募集要項を読もう

【送付先】
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館２階

静岡県ボランティア協会 サマーショートボランティア係
(７月８日（金）必着)

※参加申込は、静岡県ボランティア協会への郵送あるいは持ち込みで受付ます。
FAXやメールでの受付はできませんのでご注意ください。



必ずご参加いただきます。研修会では、SSVのオリエンテーションや
ボランティアの心得、簡易防護服のつくり方をお伝えします。

７月２２日～ 事前研修会（かならず参加していただきます）

STEP4までクリアしたら、いよいよ活動です！！
施設より提示された日程で活動してください。
施設に出かける活動の場合、食費や交通費は自己負担です。

STEP3
事前研修会に
参加しよう

※ 会場の詳細はP.44をご覧ください。

８月４日～ 施設のオリエンテーション（かならず参加していただきます）

施設のオリエンテーションは、活動する施設のことを直接施設の職員さん
から紹介していただく機会です。施設によって日が違いますので、本書でか
ならず確認してください。

STEP4
オリエンテーション
に参加しよう

日 時 会 場 参加対象者

7月23日（金・祝）
14：00～16：00

沼津労政会館
３階 ホール

〒410-0055
沼津市高島本町1-3

活動先が
伊東市・三島市・沼津市

7月25日（日）
14：00～16：00

富士市交流プラザ
２階 会議室１

〒416-0915
富士市富士町20-1

活動先が
富士市・富士宮市

7月27日（火）
14：00～16：00

島田市民総合施設
「プラザおおるり」
３階 大会議室

〒427-0042
島田市中央町5-1

活動先が
島田市・藤枝市・焼津市

7月28日（水）
14：00～16：00

県総合社会福祉会館
「シズウエル」
７階 ７０３会議室

〒420-0866
静岡市葵区駿府町1-70

活動先が
静岡市

7月30日（金）
14：00～16：00

御殿場市民会館
１階 小ホール

〒412-0042
御殿場市萩原183-1 

活動先が
御殿場市・裾野市・小山町

8月2日（月）
14：00～16：00

県総合社会福祉会館
「シズウエル」
７階 ７０３会議室

〒420-0866
静岡市葵区駿府町1-70

上記研修会に出席
できない参加者

７月中旬 活動先決定通知

あなたがどこで活動するか、活動通知先の決定通知が届きます。
事前に施設のことを調べておくと、活動のイメージがしやすいですよ！
また、体調チェックシートもお送りしますので、施設のオリエンテー
ション ２週間前から記録をつけてください。感染症予防の取り組みも
より念入りに実施していきましょう。

行き方も再確認
しよう！



Summer Short Volunteer MEMO 
Vol.1 施設を選ぶ前に（前編） 

Step 1  
サマーショートボランティアは、 

   ①事前研修会 ②施設のオリエンテーション ③実際の活動 

   すべてに参加するプログラムです！ 

自分の予定を確認して、①～③すべてに参加できるか確かめましょう！ 

 

Step 2  
 行きたい施設が決まったら、活動時間や施設までの交通手段・移動時間を確かめましょう。 

 活動先が決まってから、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

といった相談を受けることがあります。 

 

活動先が決まってからの辞退は、忙しい中で受け入れの準備してくださっている施設に多

大な迷惑をかけてしまいます。 

 

活動先が決まってから困らないようにしましょう。 

 

施設が遠くて 

通えない！！ 

親に送迎をしてもらうつもり 

だったのに、送迎はできないと 

言われてしまい困っている…。 

朝が早くてバスが 

ありません 



オンライン
活動について

施設

参加者

インター
ネット

パソコン・タブレット

スピーカーマイク

ビデオカメラ

施設によって求められる
活動は変わってきます。
活動内容をよく見て応募して
ください。

今年度は参加者と施設との接触を避けるために、
一部の施設ではインターネットを使ったオンライン
活動が可能です。

オンライン活動は、ビデオ会議アプリを利用して
施設と参加者がつながり、その場にいなくてもお互
いの顔が見えるかたちで交流することができます。

実施するためには、事前の準備が必要です。

本番前にはかならず施設との接続を確認して
いただきます。

パソコン

使用端末には、スマホや
タブレットも使えます。
その場合、活動場所の
ネット回線が安定してい
ることを確認してくださ
い。

スマホ タブレット

✧ インターネット環境（有線あるいはWi-Fi）

✧ 動画を送受信できる機器
（パソコン・タブレット・スマートフォン）

✧ ビデオ会議アプリ（LINEやSkype、Zoom等）

※ スピーカー（施設からの音声を聴くため）

※ カメラ（参加者の様子を施設を見せるため）

※ マイク（参加者の声を届けるため）

※印のものは、タブレットやスマートフォンに内蔵
されています。確認してみてください。

操作が不安な場合には、身近な人と試してみてくださ
い。もちろん、ボラ協への相談もお気軽にどうぞ！

オンライン活動を申し込む前に、
必要なものを確認しよう！

・施設とつながるには、使用端末（パソコ
ン・タブレット・スマートフォン等）に
ZoomやSkypeなどのビデオ会議アプリを入れ
ておく必要があります。施設によって使うア
プリは違います。

・アプリを使用する上で、推奨される機器の
環境があります。使用端末が古すぎたり、イ
ンターネットが途切れやすかったりすると、
うまく通信できない場合があります。アプリ
によって違うため確認が必要です。

・データ通信を大量に使うため、安定した
Wi-Fiを用意できるか、キャリア回線を使う
場合には料金プランの確認をしてください。
オンライン活動によってかかる費用、通信料
も参加者負担です。

部活やグループ、団体単位での活動ができます！！



タイプ別活動先紹介 
★児童福祉の施設★ 

児童養護施設 

保護者のいない児童、虐待を受けている児童、家庭環境や様々な事情により家庭

での養育が難しい児童が入所し生活する施設。家庭に替わる生活の場であり、協

調性や思いやりの心を育みながら生活している。学校等にも施設から通う。 

乳児院 
保護者がいない、または様々な事情により家庭での養育ができない赤ちゃんを預

かって育てる施設。 

児童自立支援施設 
非行や生活上の課題を抱えた児童の自立を支援する施設。日常の生活を支えると

ともに学校に代わって勉強の指導や、職業指導などが行われてる。 

児童心理治療施設 
軽度の情緒障がい（感情や気分をコントロールすることが難しい等）のある児童

について、専門スタッフの支援が受けられる施設。 

母子生活支援施設 

子育て支援とあわせて母親と子どもの自立を支援する施設。さまざまな事情の母

親と子どもに対して、生活安定のための相談や援助をしながら、自立にむけた支

援をしている。 

保育所 
保護者が働いていたり病気等の理由で、家庭で十分な養育が受けられない赤ちゃ

ん・幼児を預かって、保護者に代わって保育をする通所型の施設。 

幼保連携型認定こども園 
幼稚園と保育園との両方の機能をもつ施設。保育所とは違い、保護者が働いてい

る・いないに関わらず利用することができる。 

児童館 
遊びを通して子どもたちの健やかな成長を支援する施設。たくさんある児童福祉

施設の中で、唯一子どもが自分の意志で自由に利用することができる。 

放課後児童クラブ 

共働き家庭やひとり親家庭など昼間保護者が家庭にいない子どもたちが、放課後

や土曜日、春・夏・冬休み等学校が休みの日に家庭に代わる生活の場所として、

遊びを中心とした活動を行い、心身共に健全に育つことを支援する施設。 

放課後等デイサービス 

放課後や長期休み中の障がい児をサポートするサービス。生活能力の向上のため

に必要な訓練や社会との交流の機会を提供し自立を促進するとともに、放課後の

居場所づくりをしている。 

  

★高齢者福祉の施設★ 

特別養護老人ホーム 
（介護老人福祉施設） 

「生活の場」と「介護サービス」を提供する施設。寝たきりや認知症など、様々
な事情で自宅での生活が難しい方が利用している。食事・排泄・入浴などの日々
の生活に必要な介護を通じて、より良い生活のための支援をする。 

養護老人ホーム 
生活の環境や経済的な理由で、自宅で生活することが難しい高齢者を対象とした
施設。原則として、自宅に戻ることを目指してケアを行っていく。 

軽費老人ホーム 
（ケアハウス） 

日帰りで介護や生活機能訓練を行っている。心身が弱くなり、家にひきこもりが
ちになっている高齢者に、趣味や仲間づくり、健康増進に役立つサービスを提供
している。 

老人デイサービスセンター、
老人デイサービス事業所
（通所介護） 

自分で食事をつくることが難しいといった身体の機能低下があり、一人で生活す
るには不安がある、さらに家族からの助けを受けるのが難しい 60歳以上の人が利
用している。 

ホームヘルプサービス
（訪問介護） 

住み慣れた自分の家で利用できる基本的なサービス。ホームヘルパーが利用者の
自宅を訪問して、入浴・排泄・食事・掃除・洗濯などを行い、介護や家事を援助
する。 

介護老人保健施設 
リハビリなどで自立を支援し、自宅復帰を目指すための施設。利用者の身体の状
態に合わせた計画に基づき、医学的管理のもとで看護、リハビリテーション、入
浴・排泄・食事といった生活するうえで必要な介護を受けることができる。 

有料老人ホーム 

高齢者の心身の健康・暮らしの安定のため必要な、入浴・排泄・食事の介助や家
事の提供、健康管理のうち、いずれかのサービスを提供している住まい。「介護付」
「住宅型」「健康型」の 3種類があり、高齢者の生活状況や希望に応じた施設を選
ぶことができる。 

小規模多機能型居宅介護
事業所 

地域密着を中心に考え、地域に溶け込んだ小規模の施設。通い（デイサービス）
を中心に、訪問（訪問介護）や宿泊（ショートステイ）を組み合わせたサービス。
利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて日々の生活の支援を行う。 

地域包括支援センター 
介護の相談の最初の窓口になる施設。高齢者ができる限り住み慣れた家や地域で
生活できるように、介護サービスや医療の相談にのる。 



  

★障がい者福祉の施設★ 

訪問系事業所 
地域での生活を支えるための基本的サービス。ホームヘルパーが自宅を訪問して、
食事などの介護、掃除、洗濯等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全
般にわたる援助をおこなう。 

生活介護事業所 
常に介護を必要とする方に、主に昼間に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとと
もに、創作活動や生産活動の機会を提供する施設。 

短期入所事業所 
介護する人が病気等の理由で、自宅で介護ができない場合などに施設に泊まり、
入浴、排せつ、食事の介護等を行う施設。このサービスは介護者のレスパイトサ
ービス（休息）としての役割も担っている。 

グループホーム 
地域での少人数の共同生活を支えるサービス。共同生活を営む住居で、相談や日々
の生活の援助、入浴、排せつ、食事の介護等を行っている。 

自立生活援助事業所 
障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に、
地域生活をするために必要な理解力や生活力を補うために必要な支援を行う。定
期的な自宅訪問やその都度必要なタイミングで支援する。 

自立訓練事業所 
自立した日常生活を送るために必要な訓練や、生活に関する相談や助言といった
支援を行っている。地域生活を送るうえでまず身につけなくてはならないことを
中心に訓練をし、障がいのある人の地域生活への移行を支援する。 

就労移行支援事業所 
一般企業への就職に向けて、様々な面からサポートするサービス。生産活動や職
場体験を通じて、就職に必要な知識や能力を養い、本人に合った職場への就職・
定着を目指す。 

就労定着支援事業所 
一般企業に就職した障がい者について、仕事に伴う生活面の課題に対し、仕事を
継続するために企業や自宅への訪問や来所により、必要な連絡調整や、指導・助
言を行う施設。 

障害者支援施設 
暮らしの場と生活に必要な支援を提供する施設。施設に入所する障がい者に対し
て、主に夜間、入浴や排せつ、食事等の介護、生活に関する相談や助言のほか必
要な日常生活上の支援を行う。 

★保護施設★ 

 

救護施設 
身体や精神等に障がいがあり、経済的な理由も含めて日常生活を送ることが難し
い人たちが入所している。総合的な治療・介護・支援を行っている。 

★地域福祉の施設★ 

 

社会福祉協議会 
地域の住民やボランティア福祉・保健等の関係者、行政機関の協力を得て福祉の
まちづくりをめざす民間の組織。民間団体ではあるが、社会福祉法の規定にある
組織で、各市町村、各都道府県に設置されている。 

★その他★ 

 

社会教育施設 
人々の学びの場となる施設で、公民館や図書館、博物館、青少年教育施設、婦人
教育施設、視聴覚センター等がある。 

  このページは下記を参考・引用して作成しました。 

  「社会福祉アクセスガイド」（発行：（社福）静岡県社会福祉協議会 静岡県社会福祉人材センター） 
 「福祉・保険・医療の総合サイト ＷＡＭ ＮＥＴ」（http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/） 

  「厚生労働省」ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/） 
「文部科学省」ホームページ（http://www.mext.go.jp/） 

  



●伊東市 ●静岡市清水区

No. 頁 施設名 施設種別 No. 頁 施設名 施設種別

A01 11 伊豆高原十字の園 お年寄り F01 22 静岡市清水ひびきワーク 身体障がい者

●裾野市 F02 22 静岡市清水なぎさホーム 心身障がい者

B01 12 放課後等デイサービス「めだか」 障がい児 F03 23 百花園 身体障がい者

●御殿場市 F04 23 風の子保育園 幼児

B02 12 すみれ保育園　 幼児 ●静岡市葵区・駿河区

B03 13 高根学園保育所 幼児 G01 24 竜爪園デイサービスセンターほっこりーな お年寄り

B04 13 みなみ幼稚園 幼児 G02 24 デイサービス喜楽庭 お年寄り

B05 13 富岳学園 知的障がい児 G03 25 竜爪園障がい者生活介護ソレーナ 心身障がい者

B06 14 ステップ・ワン 心身障がい者 G04 25 エンジェルハウス 幼児・児童

B07 14 さくら学園 知的障がい者 G05 25 水落保育園 幼児

B08 14 富岳の郷 知的障がい者 G06 26 わくわく 知的障がい児

B09 15 ツクイ・サンシャイン御殿場 お年寄り G07 26 かぶとむしクラブ羽鳥 障がい児

●小山町 G08 26 聖ヨゼフの園デイサービスセンター お年寄り

B10 15 徳風園 お年寄り G09 27 デイサービスセンター丸子の里 お年寄り

B11 15 するがおやまこども園 幼児 G10 27 久能の里 お年寄り

B12 16 きたごうこども園 幼児 G11 27 まごころタウン静岡 お年寄り

B13 16 すがぬまこども園 幼児 G12 28 日本平学園 知的障がい者

B14 16 すばしりこども園 幼児 G13 28 ラポール・ファーム 知的障がい者

●三島市 G14 28 たんぽぽ保育園 幼児

C01 17 北上保育園 幼児 G15 29 つくしんぼ保育園 幼児

C02 17 御寿園 お年寄り ●島田市

●沼津市 H01 30 月坂保育園 幼児

D01 18 沼津虹の家 身体障がい児（者） ●藤枝市

D02 18 沼津のぞみの里 知的障がい者 H02 30 おおぞら児童クラブ 児童

●富士市・富士宮市 H03 31 なかよし児童クラブ 児童

E01 19 でら～と 知的障がい者 H04 31 ひがしっこ第１・第２児童クラブ 児童

E02 19 あそ～と 知的障がい者 H05 31 ふじっこ児童クラブ 児童

E03 20 ひかりの丘 障がい者 H06 32 あすなろ児童クラブ 児童

●富士宮市 H07 32 ゆたかっこ児童クラブ 児童

E04 20 らぽ～と 知的障がい者 H08 32 マインド お年寄り

E05 20 しらいと お年寄り ●焼津市

E06 21 百恵の郷 お年寄り H09 33 あおい荘 お年寄り

H10 33 ゆりかご西クラブ 児童

H11 33 ゆりかご豊田クラブ 児童

H12 34 ゆりかご保育所 幼児

H13 34 すいせん 心身障がい者

H14 34 大井川睦園 お年寄り

市町別活動先一覧

活動先一覧の見方

No=活動先番号 頁=情報掲載ページ番号

活動対象は施設や活動内容によって違います。
自分が活動できるかどうかは、自分でよく確か
めてください。



 

   

 

 

 

 

A01 

特別養護老人ホーム 

伊豆高原十字の園（担当者：磯崎 亮） 

〒413-0232 伊東市八幡野 1028-4 
TEL：0557-54-1613 

みんなの笑顔で利用者にも笑顔を 

木々に囲まれた施設の中で、スタッフと共に生きがい、やりがいを見つけよう。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  ９：３０ ～  １０：１５ 

✧活動内容 <1>施設活動（入居利用者の日常生活の援助） 
 【募集内容】中学生以上／各２人 

日 時 (a.)８/９～１３ (b.)８/１６～２０ (c.)８/２３～２７ 

活動時間いずれも、９：３０ ～ １５：３０ 

持ち物 弁当、上履き、エプロン 

服 装 動きやすい服装 

   

 

 

 

 

A： 伊東市の 

活動情報 

伊
東
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B01 

放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス
「めだか」（担当者：勝又 昌一） 

〒410-1102 裾野市深良 804-6 
TEL：055-992-7564 

素直で、活発な子供たちと、楽しく、元気に一緒に遊びませんか？ 

障がいのある、小学１年生から高校３年生の利用者さんが集まり、楽しく、元気に過ごしています。みなさん、素直
で、元気いっぱいです。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ９日（月）  １０：００ ～  １０：３０ 

✧活動内容 

<1>施設活動（利用者さんと一緒に、元気に外でサッカーや野球等をしたり、 

室内ではお絵描き、カードゲーム等で遊びます） 

 【募集内容】高校生以上／３名 

日 時 ８/９～１３   １０：００ ～ １６：００ 

持ち物 弁当、水筒、上靴、帽子、タオル、着替え 

服 装 動きやすい服装 

B02 
保育所 

すみれ保育園（担当者：渡邊 幸子） 

〒412-0039 御殿場市竃 1237-1 
TEL：0550-83-4341 

かわいい子供達と触れ合い、新しい自分を発見しよう！ 

０歳～５歳児の子供達が元気に過ごしています。一緒に遊んだり、お手伝いしてくれるお兄さんお姉さんが大好きで
す。保育士の仕事に興味のある方大歓迎です！ この夏貴重な体験をしてみませんか。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  １５：００ ～  １５：３０ 

✧活動内容 

<1>施設活動（子どもと遊ぶ活動、保育士の簡単な手伝い、清掃…プール含、草とり 等） 
 【募集内容】中学生以上／各３名 ☆３日間参加できる方。 

日 時 (a.)８/１０～１２ (b.)８/１３、１６、１７ 

活動時間いずれも、８：３０ ～ １６：３０ 

持ち物 上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、ビーチサンダル、筆記用具、主食 

服 装 体操着・ジャージ等 運動靴 

B： 裾野市・御殿場市・ 

小山町の活動情報 

裾
野
市 
御
殿
場
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B03 

保育所 

高根学園保育所（担当者：関野 美鈴） 

〒412-0027 御殿場市西田中 402-8 
TEL：0550-82-0539 

お兄さん、お姉さんの気持ちを子ども達に届けませんか 

０歳児から５歳児までの元気いっぱいの子ども達が楽しく、そして、発見や学びをして毎日過ごしています。 
そんな子ども達にお手紙を書いてみませんか。お兄さんお姉さんの思いをこの夏はお手紙にして届けてください。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １３：３０ ～  １４：００ 

✧活動内容 

<1>お手紙活動（子ども達からのお手紙に返事を書いて頂きたいです。） 
 ☆文字は平仮名で書いて頂き、絵等も入れて頂いてかまいません。 

 【募集内容】中学生以上／６人  提 出 ８/２０（金）まで 

B04 

幼稚園 

みなみ幼稚園（担当者：勝村 繭子） 

〒412-0042 御殿場市萩原追分 1193-13 
TEL：0550-83-5373 

元気な子供たちと思いっきり体を動かして遊びましょう！ 

園児と共に一日生活をする中で、必要な環境を整えたり援助をしたり一緒に遊んで頂きます。日々学んで成長をする
子供たちと関わり、いろいろな事を感じ考え知り、少しでも将来に向け前向きに検討をして頂きたいです。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  ９：３０ ～  １０：３０ 

✧活動内容 
<1>施設活動 
（朝の環境整備、掃除、園児の受け入れ。園児と共に生活をし一緒に学ぶ、援助をする） 

 【募集内容】高校生以上／各６人 

日 時 (a.)８/１６～１８、(b.)８/１９、２０、２５ 

活動時間いずれも、８：００ ～ １６：００ 

持ち物 上靴、水筒、筆記用具、タオル、お茶 

服 装 動きやすい服装（ジャージ） 

B05 
児童発達支援センター 

富岳学園（担当者：大場 久美） 

〒412-0034 御殿場市大坂 363-1 
TEL：0550-87-0717 

元気いっぱいのこどもたちと一緒にひと夏の楽しい思い出をつくりましょう。 

富岳学園には、小学校入学前（２歳から６歳）までのこどもたちが元気に通ってきています。自分のことがひとりで
できるようになったり、お友達と楽しく遊べるようになったりと、毎日遊びや活動を通して楽しく生活をしていま
す。今年から施設も新しく綺麗になりました。みんなとっても可愛いこどもたちです。ぜひ、お待ちしています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １０：３０ 

✧活動内容 
<1>施設活動（こどもたちの受入れ準備、こどもたちと交流、生活の援助…着替え、移動等） 

【募集内容】富岳学園まで、徒歩・自転車・保護者の方の送迎で来園できる方／２人 

日 時 ８/１０、１１   ９：００ ～ １５：００ 

持ち物 お弁当、水筒、帽子、筆記用具、タオル、水着（短パンで可） 

服 装 動きやすい服装 

御
殿
場
市 



 

B06 

就労継続支援 B 型 

ステップ・ワン（担当者：深澤 恒太） 

〒412-0039 御殿場市竃 1390-4 
TEL：0550-82-0980 

新しい一歩を！ステップ・ワンでふみだそう！ 

障がいを持った方が、個々の能力に応じた仕事を行い、社会自立と自己実現に向けて毎日一生懸命働いています。仲
間はみんな仲良しで休み時間には話が絶えないアットホームな施設です。ぜひ来てみてください！ 
 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １２：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（広告の折込等、水耕栽培の収穫等） 

【募集内容】中学生以上／３～５人 

日 時 ８/１６～２０   ９：３０ ～ １５：００ 

持ち物 上履き、帽子、水筒、タオル、着替え 等 

服 装 作業のできる服装 

B07 

指定障害者支援施設 

さくら学園（担当者：鈴木 浩） 

〒412-0045 御殿場市川島田 1976 
TEL：0550-89-0789 

コロナ禍の夏休み、いつもと違った経験をしてみませんか。できることからやりましょう。 

さくら学園は、知的な障がいを持つ人たちの入所施設です。約１５０名の人たちが、さくら学園で生活をしていま
す。昨年は、新型コロナの関係で、ボランティアの受け入れができませんでした。今年は皆さんを待っています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 <1>清掃活動（施設内清掃、草取り。）☆利用者との関わりはない作業です。 
 【募集内容】中学生以上／４人 

日 時 ８/１０   ９：３０ ～ １５：００ 

持ち物 上履き、帽子、弁当、タオル、着替え 

服 装 T シャツ、ズボン、体操服・ジャージ可 

<2>施設活動（８/６…日中活動支援、８/１２フロアレクリエーション） 

【募集内容】中学生以上／３人 ☆できれば２日できる方。ただし１日でも可です。 

日 時 ８/６、１２   ９：３０ ～ １５：００ 

持ち物 上履き、着替え、弁当 

服 装 T シャツ、ズボン、体操服・ジャージ可 

B08 
障害者支援施設 

富岳の郷（担当者：脇 由起） 

〒412-0033 御殿場市神山 1940-7 
TEL：0550-87-3198 

夏休みに利用者の方とお手紙を交わしてみませんか？ 

頂いたお手紙に利用者さんからお返事を出させて頂きます。 

富岳の郷では知的に障がいのある１８歳以上の方１００名が生活されています。作業活動や絵画や音楽、造形等の芸
術活動、リハビリ活動を行って一人ひとりの方が自分でできることを一生懸命取り組まれています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 １０日（火）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>お手紙活動 
（利用者の皆さんに宛てたお手紙を頂き、利用者の方から絵や文でお返事を出します。） 

 ☆利用者の方は知的に障がいがあります。高齢の方もいます。 

大きな字や優しい言葉でお手紙を書いてください。絵を入れて貰えると喜ばれます。 

  

【募集内容】中学生以上／１０人  提 出 ８/２０（金） 

御
殿
場
市 



 

B09 

介護付き有料老人ホーム 

ツクイ・サンシャイン御殿場
（担当者：國安 瑠菜） 

〒412-0045 御殿場市川島田 788 
TEL：0550-81-3566 

皆様楽しみにされている年に一回の夏祭り。楽しいボランティア経験ができます。 

ツクイ・サンシャイン御殿場は２４時間介護職員が常駐し、生活のすべてをサポートする施設です。スタッフやお客
様同士の交流、豊富なレクリエーションなど快適でいきいきとした日常がツクイにはあります。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 １９日（木）  ９：００ ～  １０：００ 

✧活動内容 
<1>施設活動（夏祭り当日・出店ブースの運営、準備。お客様とのコミュニケーション） 

【募集内容】中学生以上／４人 

日 時 ８/１９～２２   ９：００ ～ １５：００ 

持ち物 弁当、水筒、上履き、筆記用具 

服 装 動きやすい服装 

B10 

特別養護老人ホーム 

徳風園（担当者：滕又 伸幸） 
〒410-1306 小山町上野 1440-1 
TEL：0550-76-3388 

こんな時代だからこそサマーショートボランティア活動から自分を発見しよう 

介護が必要な利用者様が５０名生活されている施設です。体に不自由なところがあっても皆さん明るく力いっぱい余
暇活動・リハビリに励まれています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ９日（月）  １１：００ ～  １１：３０ 

✧活動内容 

<1>お手紙活動（利用者様宛に何かメッセージを頂ければ。） 
 【募集内容】中学生以上／３人  提 出 施設と相談して決める。 

<2>簡易防護服活動（職員が着用する防護服を作っていただければ。） 
 【募集内容】中学生以上／３人  提 出 施設と相談して決める。 

B11 

幼保連携型認定こども園 

するがおやまこども園 
（担当者：渡辺 香代子） 

〒410-1303 小山町生土 132-1 
TEL：0550-76-0423 

将来保育者をめざしている方、子どもが好きな方、あつまれ！！ 

元気一杯な子ども達といっぱい遊んでください！ 

第一園舎と第二園舎で子ども達が生活する分離型こども園です。豊かな体験や遊びができる恵まれた自然環境、そし
て保護者、地域の方々の温かい支えの中、子ども達は保育者や友達と元気いっぱい過ごしています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １３：３０ ～  １４：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（子どもと一緒に遊ぶ、保育者の手伝い、園内外の環境整備） 
【募集内容】中学生以上／４人 

日 時 ８/１６～２０   ８：３０ ～ １６：００ 

持ち物 うわばき、帽子、主食（ごはん）、水筒、給食代２５０円×活動日数、 

水着、タオル、着替え等  

服 装 動きやすい服装 

 

御
殿
場
市 

小
山
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B12 

こども園 

きたごうこども園（担当者：勝又礼子） 

〒410-1326 小山町用沢 207-1 
TEL：0550-78-0504 

明るく素直で優しい子どもたちと一緒に保育してみませんか？とても楽しいですよ！！ 

富士の裾野の広い田園地帯で、四季を通して豊かな自然に恵まれているこども園です。豊かな体験。身近な人とのか
かわり、主体的な遊びを重視し、知・徳・体のバランス良い発達を目指しています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １４：００ ～  １４：３０ 

✧活動内容  

<1>施設活動（施設の外用草取りをしていただきます。園宛てに手紙も書いていただきます。） 

 ☆手紙は、文章でも絵ハガキでもかまいません。  提 出 ８/２８（土） 
【募集内容】中学生以上／５～６人 

日 時 ８/１６～２０   ８：３０ ～ １６：００ 

持ち物 上靴、主食（ごはん）、帽子、はし、水着、タオル、給食費２５０円（１日あたり）  

服 装 運動ができる服装 

 

B13 

こども園 

すがぬまこども園（担当者：後藤 佳江） 

〒410-1312 小山町菅沼 1074-1 
TEL：0550-76-0429 

「みんな 集れ！」元気な声が、響く 子ども園へ！ 

緑豊かなすがぬまこども園は、全園児７３名の元気な子ども達が毎日、様々な経験や体験を通して、思いやりや発見
を学びにつなげています。小さな頃を思い出して子どもの世界に入ってみましょう！ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １５：００ ～  １６：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（子どもと一緒に遊ぶ、保育者のお手伝い、園舎・園庭の清掃） 
【募集内容】中学２年生以上／３人 

日 時 ８/１６～２０   ８：３０ ～ １６：００ 

持ち物 上靴、主食（ごはん）、帽子、箸、水着、タオル、給食費２５０円（１日あたり）  

服 装 運動が出来る服装 

 

B14 
町立こども園 

すばしりこども園（担当者：北村 真由子） 
〒410-1431 小山町須走 153 
TEL：0550-75-2720 

今、自分にできることは何だろう…。その答えを、壮大な富士の麓で見つけてみませんか。 

すばしりこども園は、分離型のこども園で、第１園舎に０～２歳児、第２園舎に３～５歳児が過ごしています。かわ
いい子ども達と一緒に、楽しい夏の思い出を作りませんか。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １４：００ ～  １５：００ 

✧活動内容 <1>施設活動 
（園児とのふれあい、保育教諭の手伝い…おしぼり洗い、掃除、布団敷き、 

園内および園外の環境整備） 

【募集内容】中学生以上／各４人 

日 時 (a.)８/１０～１３ (b.)８/１６～２０ 

活動時間いずれも、８：３０ ～ １６：３０ 

持ち物 弁当、水筒、タオル、上靴、帽子、水着、着替え、ビーチサンダル、筆記用具 

服 装 動きやすい服装 

小
山
町 



 
 

 

 

 

C01 

保育園 

北上保育園（担当者：石川 真弓） 

〒411-0044 三島市徳倉 4-10-3 
TEL：055-987-9101 

“愛ある保育”をモットーに、笑顔と元気あふれる保育園です。 

愛と真を理念の柱に、知徳体に基づく園独自の保育内容を考えています。人間大好き人間を育む為、コミュニケーシ
ョンを大切にしている家庭的な保育園です。開園当初より布おむつを使用しています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ７日（土）  ９：００ ～  １０：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動 
（保育のお手伝い…プール掃除、製作物…敬老プレゼント、子どもと遊ぶ など） 

【募集内容】中学生以上／各４人 

日 時 (a.)８/１３、１７、１８、(b.)８/１９～２１ 

活動時間いずれも、９：００ ～ １６：００ 

持ち物 上履き、水筒、タオル、着替え（上下）  

服 装 動きやすい服装 

C02 
特別養護老人ホーム 

御寿園（担当者：新井 真由美） 

〒411-0803 三島市御園 580 
TEL：055-977-6200 

介護の仕事に興味がある方、自分の趣味を活かしたい方も、 

共に笑い、共に泣き、共に感動しましょう。 

御寿園には、ご自宅での生活が難しくなった要介護の高齢者８６名が生活されています。ボランティアの方によるア
クセントが、ご利用者の笑顔に繋がります。直接的な難しい介助は行いません。安心してご参加ください。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ９日（月）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>簡易防護服活動（職員が着用する防護服を作っていただきます。） 
 【募集内容】高校生以上／２人  提 出 ９/１０（木）まで 

C： 三島市の 

活動情報 

三
島
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D01 

生活介護事業所 

沼津虹の家（担当者：市毛 伸一郎） 

〒410-0302 沼津市東椎路 1742-1 
TEL：055-967-2220 

距離があってもできる、人と触れ合う喜びを体験しよう！ 

沼津虹の家では、障がいのある人たちが楽しく日中活動を行っています。それぞれのペースを大事にしながら、生
活・活動をしています。今回はコロナ禍のため、直接かかわる活動をお願いできませんが、皆さんの“想い”をお待
ちしております。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ９日（月）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 
<1>お手紙活動（利用されている方への残暑見舞いを書いていただきます。） 

 ☆文章だけではなく、絵を描いていただきたいです。 

また、文章は短く、ひらがなでお願いします。 
 【募集内容】中学生以上／６人  提 出 ８/２０（金）まで 

<2>簡易防護服活動（職員が着用する防護服の制作をお願いします。） 
 【募集内容】中学生以上／２人  提 出 ８/２０（金）まで 

D02 
知的障害者入居支援施設 

沼津のぞみの里（担当者：佐藤 淳） 

〒410-0303 沼津市西椎路 659-2 
TEL：055-969-0211 

コロナに負けるな！こんな時でも触れ合えることはあります！楽しい思い出を作ってください♪ 

沼津のぞみの里は、男女合わせて５０人の利用者さんがいます。みなさんこちらの施設に暮らしています。利用者さ
んはお話しが大好きです。普段体験できない貴重な時間を過ごしてもらいたいと思います。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ８日（日）  １３：３０ ～  １５：００ 

✧活動内容 <1>施設活動（法人内の別の施設※で、一緒に、体育館にて一緒にレクリエーション、 

映画上映会等） 

☆映画の後は簡単な感想文を書いていただきます。 

【募集内容】中学生以上／３人 

日 時 ８/１１～１３   １０：００ ～ １６：００ 

☆ 初日の８月１１日には説明があるので、９：００集合 

持ち物 エプロン、上靴、体温計、着替え、弁当 

服 装 動きやすい服装（サンダル禁止） 

 
※法人内別施設…C＆C センターきぼう（410-0875 沼津市今沢 365-1） 

        活動期間中は、直接「C&C センターきぼう」に行き、同所から帰宅する。 

D： 沼津市の 

活動情報 

沼
津
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E01 

生活介護（重症心身障害児・者） 

でら～と（担当者：津本、福森） 

〒417-0061 富士市伝法 86-3 
TEL：0545-23-1551 

私たちと楽しい夏休みを過ごしましょう！ 

でら～とは、重い障害を持つ大人の方や子どもが通所している施設です。みんな明るく毎日元気いっぱい♪ 
いろいろな方と関わることを楽しみにしています！ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  ９：３０ ～  １０：００ 

✧活動内容 <1>オンライン活動（レクリエーションの時間に歌や演奏など、音楽を届けていただきます。） 
 ☆事前接続テストは平日実施可能 

 【募集内容】高校生以上／２件 

日 時 (a.)８/１２、(b.)８/１９   １３：５０ ～ １４：２０ 

用 意 ビデオ会議アプリは「Zoom」か「Skype」でお願いします。 

E02 
生活介護 

あそ～と（担当者：竹村 愛麗） 

〒417-0061 富士市伝法 1065-10 
TEL：0545-52-1123 

明るく元気な利用者さんが待ってます！ 

生活介護事業所あそ～とでは、”普通に生きる”を理念に掲げています。開放感のある施設、明るく活気に満ちた利用
者さんと楽しい時間を過ごしてみませんか。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 
<1>オンライン活動 
（レクリエーションの時間に、利用者さんに歌や演奏、音楽や演劇など届けていただきます。） 

 ☆吹奏楽部や合唱部、また演劇部や友達同士の音楽バンド等、申込大歓迎です！！ 

 【募集内容】高校生以上／２件 

日 時 (a.)８/１９、(b.)９/１６   １４：００ ～ １４：３０ 

用 意 ビデオ会議アプリは「Zoom」でお願いします。 

E： 富士市・富士宮市の 

活動情報 

富
士
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E03 

障がい者通所施設 

ひかりの丘（担当者：山本 舞衣・酒井 繭子） 

〒419-0201 富士市厚原 672-2 
TEL：0545-72-3963 

奉仕活動に興味はありませんか？ 

こんな時期だからこそ利用者の方々とは非接触で奉仕活動をしてみませんか？ 

ひかりの丘には、２０人の利用者様がいらっしゃいます。毎日元気一杯に一人一人に合った課題に取り組んだりと、
個別活動に力を入れている施設です。見学のみですが、ぜひ障がい支援施設の様子を見に来てみませんか？ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 １７日（火）  １０：００ ～   

✧活動内容  
<1>清掃活動（施設内外窓拭き、車椅子拭き、送迎車清掃） 
 ☆オリエンテーションは当日行います。当日の天候次第で内容は少し変わります。 

 【募集内容】中学生以上／３人 

日 時 ８/１７   １０：００ ～ １５：００ 

持ち物 お弁当、水筒、室内シューズまたはスリッパ 

服 装 ジャージまたは楽な服装（汚れてもいい服） 

E04 

生活介護事業所 

らぽ～と（担当者：小林 優樹） 

〒418-0051 富士宮市淀師 1577-1 
TEL：0544-26-0090 

ボランティア募集！直接ふれあう事ができなくても、気持ちは繋がる 

らぽ～とは重度の障害を持つ方の通所施設です。”普通に生きる”を理念に掲げています。普通に生きるってどういう
こと？ 利用者さんの笑顔に触れてみませんか。感じてみませんか。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １０：３０ 

✧活動内容 <1>オンライン活動 
（レクリエーションの時間に歌や演奏、特技などを届けていただきたいです。） 

 ☆吹奏楽部や合唱部、友達同士で組んでいるバンド活動グループの申し込みも歓迎です。 

事前の接続テストも平日に実施します。 

 【募集内容】中学生以上／１日１件 

日 時 (a.)８/１２、(b.)８/１９、(c.)８/２６   １３：４０ ～ １４：３０ 

用 意 ビデオ会議アプリは「Zoom」でお願いします。 

E05 
特別養護老人ホーム／デイサービス 

しらいと（担当者：野末 大貴） 

〒418-0103 富士宮市上井出 1285-1 
TEL：0544-54-0168 

華やかな施設づくりを一緒に！！ 

屋上庭園の景観を鮮やかにしてくれる元気な学生の参加をお待ちしております。 

１９６６年（昭和４１年）に県東部地区初の老人ホームとして誕生して以来、高齢者福祉の先駆者的役割を果たして
まいりました。介護保険に関するサービスを総合的に整えております。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 <1>お手紙活動（ご利用者宛に長寿の祝いまたは残暑お見舞いを書いていただきます。） 

☆手紙、絵ハガキ、画用紙でもかまいません。 
 【募集内容】中学生以上／５人  提 出 ８/２０（金）まで 

<2>清掃活動（施設の車椅子、窓の掃除。ロータリーや中庭の草取りを行い、綺麗にしていただ

きます。） 
【募集内容】中学生以上／３人 

日 時 ８/１０、１２   １０：００ ～ １１：３０ 

持ち物 弁当、水筒   服 装 動きやすく、汚れてもいい服装 

 

<3>施設活動（２階屋上庭園での畑作業。畑を耕し、花や野菜の苗木を植えていただきます。） 
【募集内容】中学生以上／３人 

日 時 ８/１０、１２   １２：３０ ～ １４：３０ 

持ち物 弁当、水筒   服 装 動きやすく、汚れてもいい服装 

富
士
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士
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E06 

特別養護老人ホーム 

百恵の郷（担当者：諏訪部 渉） 

〒419-0303 富士宮市大鹿窪 143-1 
TEL：0544-67-0655 

お年寄りと直接関わることは出来ませんが綺麗な外観をご覧になったお客様は 

きっと喜んで下さると思います。 

開放感ある施設内では、毎日笑顔がいっぱいあふれています。百恵の郷は、入所、ショートステイ、デイサービスが
ある施設です。人の温かさ、ぬくもりが感じられ、お年寄りと一緒に笑顔づくりに参加しませんか。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ９日（月）  ９：３０ ～  １０：００ 

✧活動内容  
<1>清掃活動（施設周辺の草取りや窓ふき） 
 ☆熱中症対策を万全に行い、無理をせず行ってください。 

 【募集内容】高校生以上／各５人 

日 時 (a.)８/１０、１１ (b.)８/１２、１３   １０：００ ～ １５：００ 

持ち物 弁当、汗拭きタオル、水分、軍手、帽子、熱中症対策グッズ等 

服 装 汚れてもいいジャージ等 
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F01 

生活介護事業所 

静岡市清水ひびきワーク 
（担当者：下戸 信孝） 

〒424-0905 静岡市清水区駒越西 2-10-10 
TEL：054-335-1081 

利用者の方と笑顔の花を咲かせよう！！ 

身体にハンディキャップを持った方々が、作業を通し、社会の一員として働く喜びを感じてもらえるよう支援してい
ます。また書道や絵画など創作的な活動も実施しております。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（利用者と一緒に作業や創作活動を行って頂きます。） 

 【募集内容】高校生以上／２人 

日 時 ８/１０～１３   ９：００ ～ １６：００ 

持ち物 上靴、帽子、弁当、水筒  

服 装 動きやすい服装（※短パン、ハーフパンツ不可） 

 

F02 

生活介護事業所 

静岡市清水なぎさホーム 
（担当者：池田 和美） 

〒424-0905 静岡市清水区駒越西 2-10-10 
（福）静岡市しみず社会福祉事業団 
TEL：054-355-5053 

皆さんの笑顔を待っています。 

日常生活支援を主体とした重度障害者の方が通所する事業所です。散歩、ゲーム、創作活動、外出活動など、楽しく
活動して、１日を過ごしています。 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日  ９：００ ～   

✧活動内容 
<1>施設活動（車椅子介助、食事介助、レクリエーション活動補助 他） 
 【募集内容】高校生以上／各２人 

日 時 (a.)８/１６～２０ (b.)８/２３～２７  

活動時間はいずれも、９：３０ ～ １６：００ 

持ち物 弁当、水筒、上靴、タオル、着替え、筆記用具、下履きは運動靴 

服 装 ジャージ等 動きやすい服装 

 

F： 静岡市清水区の 

活動情報 
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F03 

障害者支援施設 

百花園（担当者：朝比奈 菜月） 

〒424-0401 静岡市清水区中河内 2780 
TEL：054-395-2621 

今こそやろう！ボランティア！ 

百花園には、さまざまな障害を持った利用者様がいらっしゃいます。そんな利用者は様と楽しい時間を過ごしません
か？ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １０：００ ～  １０：３０ 

✧活動内容 <1>簡易防護服活動（職員が着用する防護服を作っていただきます。） 
 【募集内容】中学生以上／２人  提 出 ９/１（水）まで 

<2>オンライン活動（レクリエーションとして歌や演奏、劇などを届けていただきたいです。） 
 ☆部活仲間等で申し込んでいただいても大丈夫です。 

 【募集内容】中学生以上／３件 

日 時 (a.)８/１０、(b.)８/１２、(c.)８/１７、(d.)８/１９ 

時間はいずれも、１０：３０ ～ １１：００ 

用 意 ビデオ会議アプリは「Zoom」もしくは「Skype」でお願いします。 

F04 

保育園 

風の子保育園（担当者：白鳥 昌世） 

〒424-0008 静岡市清水区押切 1261-1 
TEL：054-345-6598 

保育の仕事に興味のある方、保育士、幼稚園教諭をめざしている方、 

是非こどもと関わる体験をしましょう！ 

風の子保育園は、田んぼと山に囲まれた、木造平屋建ての赤い屋根の園舎です。この夏日常の生活から離れて自然の
中で汗をかきながら、子どもと一緒に遊んでみませんか? 「子ども大好き」という方、大歓迎です。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（保育補助） 
 【募集内容】高校生以上／(a.)(b.)…４人、(c.)…３人 

日 時 (a.)８/１０～１３ (b.)８/１６～２０ (c.)８/２３～２７ 

活動時間はいずれも、９：００ ～ １６：３０ 

持ち物 水着、水筒  

服 装 動きやすい服装 
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G01 

デイサービス 

竜爪園デイサービス 
センターほっこりーな 
（担当者：大村 章善・釜田 清子） 

〒420-0903 静岡市葵区長尾 89-1 
TEL：054-265-3855 

ご利用者様も職員も”ほっこり”できる空間で待ってます。 

ほっこりーなはその名の通り、ご利用者様に”ほっこり”していただける空間を目指しています。高齢者介護に興味の
ある方、ぜひお待ちしております。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 １０日（火）  １５：００ ～  １６：００ 

✧活動内容 
<1>施設活動（利用者の活動補助・配膳・洗浄） 
 【募集内容】中学生以上／各２人 

日 時 ８/１６～２０   １０：００ ～ １６：００ 

持ち物 弁当、上靴 

服 装 動きやすい服装 

G02 

高齢者デイサービス 

デイサービス喜楽庭 
（担当者：杉本 昭夫、現場：森藤 久志） 

〒420-0864 静岡市葵区長谷町 24 
TEL：054-200-1517 
 
※問い合わせは「活き生きネットワーク事務所」へ 
静岡市葵区安東 1-23-12 TEL：054-200-1533 

お年寄りと家族のようにおしゃべりしたりして過ごしましょう！ 

アットホームな古民家のデイサービスで、お年寄りとお話ししたり、レクリエーションなどして、家族のように過ご
します。 

【施設のオリエンテーション】  参加者が施設に連絡・相談し決定 

（平日９：３０～１４：００の間） 

✧活動内容 <1>施設活動 
（デイサービスの高齢者さん達と朝の会、体操、レクリエーション、ゲーム、 

お散歩などして一緒に過ごします。） 

 【募集内容】中学生以上／各２人 

日 時 (a.)８/４～７、(b.)８/１０～１３、(c.)８/１４～１８、 

(d.)８/１９～２３、(e.)８/２４～２７、(f.)８/２８、３０、３１ ☆日程応相談 

活動時間はいずれも、９：３０ ～ １４：００ 

持ち物 上靴、帽子、筆記用具、お弁当、ドリンク 

服 装 動きやすい服装（タンクトップ、スカート×） 

G： 静岡市葵区・駿河区の 

活動情報 
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G03 

生活介護 

竜爪園障がい者生活介護 
ソレーナ（担当者：塩澤 篤史） 

〒420-0911 静岡市葵区瀬名 6-8-5 
TEL：054-264-4343 

今年の夏休み、ソレーナでボランティアしませんか？ 

来てよかったと思える体験ができますよ！ 

ソレーナには、毎日１５～２０名の障がいのある方々（１８～６５歳）が通われています。新型コロナウイルス感染
症に気をつけながらレクリエーションや作業に取り組まれています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 １３日（金）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動 
（散歩や外出の付き添い、軽作業（ビーズアクセサリー作り等）を一緒に行っていただきます） 
【募集内容】高校生以上／５人 

日 時 ８/１６～２０   １０：００ ～ １２：００ 

持ち物 上靴 

服 装 動きやすい服装 

G04 

託児ルーム 

エンジェルハウス 
（担当者：杉本 昭夫、現場：岡本 真由美） 

〒420-0864 静岡市葵区長谷町 24 
TEL：054-200-1517 
 
※問い合わせは「活き生きネットワーク事務所」へ 
静岡市葵区安東 1-23-12 TEL：054-200-1533 

乳幼児・小学生と仲良くふれあいましょう！ 

０歳から小学生をお預かりする託児ルームです。古民家の複合デイサービスで高齢者さんや障がい者などとのふれあ
いもあり、家族的に過ごしています。 

【施設のオリエンテーション】  参加者が施設に連絡・相談し決定 

（平日９：３０～１４：００の間） 

✧活動内容 <1>施設活動 
（エンジェルハウスの子ども達と朝の会、散歩、室内遊びなど一緒に遊びます。） 
【募集内容】中学生以上／各２人 

日 時 (a.)８/４～７、(b.)８/１０～１３、(c.)８/１４～１８、 

(d.)８/１９～２３、(e.)８/２４～２７、(f.)８/２８、３０、３１ ☆日程応相談 

活動時間はいずれも、９：３０ ～ １４：００ 

持ち物 上靴、帽子、筆記用具、タオル、ビーチサンダル、着替え、お弁当、ドリンク 

服 装 動きやすい服装（タンクトップ、スカート×） 

 

G05 
保育所 

水落保育園（担当者：原川 智香子） 

〒420-0831 静岡市葵区水落町 19-16 
TEL：054-245-7714 

今できることは限られています。昨年の防護服は大変助かりました。今年もお願いいたします。 

誰もが安心して子どもを預けられ、子どもが毎日を楽しみ「またあした、あそぼうね。」の言葉があふれる保育園 
を理念に水遊びや泥んこ遊びなど戸外遊びを通して、ひとりひとりの育ちを大切にしています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １３：３０ ～  １４：００ 

✧活動内容 

<1>簡易防護服活動（職員が着用する防護服を作っていただきます。） 
 【募集内容】高校生以上／４人  提 出８/２０（金）まで 
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G06 

放課後等デイサービス 

わくわく 
（担当者：杉本 昭夫、現場：植野 知穂） 

〒420-0864 静岡市葵区安東 1-26-12 
TEL：054-200-1517 
 
※問い合わせは「活き生きネットワーク事務所」へ 
静岡市葵区安東 1-23-12 TEL：054-200-1533 

発達障がいなどを持つ児童とふれあい過ごします。 

小学生から高校生までの自閉症・ダウン症・発達障がいなどを持つお子さんが放課後や夏休みに過ごしています。公
園まで散歩したり、プール遊び、おやつ作りなどして過ごしています。一緒に遊びながらふれあいます。 

【施設のオリエンテーション】  参加者が施設に連絡・相談し決定 

（平日９：３０～１６：３０の間） 

✧活動内容 <1>施設活動（個性ある児童とお散歩、室内遊びなどして一緒に過ごしながらふれあいます。） 
 【募集内容】高校生以上／各２人 

日 時 (a.)８/４～７、(b.)８/１０～１３、(c.)８/１４～１８、 

(d.)８/１９～２３、(e.)８/２４～２７、(f.)８/２８、３０、３１ ☆日程応相談 

活動時間いずれも、９：３０ ～ １６：３０ 

持ち物 上靴、帽子、筆記用具、着替え、ビーチサンダル、お弁当、ドリンク 

服 装 動きやすい服装（タンクトップ、スカート×） 

G07 

放課後等デイサービス 

かぶとむしクラブ羽鳥 
（担当者：松下 彩歌） 

〒421-1215 静岡市葵区羽鳥 5-16-68 
TEL：054-277-1023 

特別な支援の必要なお子さんの、教育や療養、支援に興味のある方！！ 

かわいい子たちが待ってますヨ 

閑静な住宅街にある一軒家には、子どもたちの歓声や笑い声が絶えません。勉強やあそびなどを一緒に行う中で、子
ども社会のコミュニケーションや社会性を楽しく学んでいます。 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日  ９：３０ ～  １０：００ 

✧活動内容 <1>施設活動（児童・生徒の指導（支援）、一緒に遊んだり、勉強したり、活動したりする。） 
 【募集内容】高校生以上／各２人 

日 時 (a.)８/４～７、(b.)８/１０～１４、 

(c.)８/１６～１８、(d.)８/１９～２１ ☆日程応相談 

活動時間はいずれも、１０：００ ～ １７：００ 

持ち物 弁当、水筒、着替え（予備） 

服 装 動きやすく汚れてもよい服装、活動によっては水に濡れてもいい服装 

G08 

デイサービス 

聖ヨゼフの園デイサービス 
センター（担当者：中川 勇人） 

〒422-8076 静岡市駿河区八幡 4-6-9 
TEL：054-282-1871 

こんな時だからこそ利用者様に元気を、みなさんの想いを、お待ちしております。 

静かな住宅街の中にあるキリスト教の精神をもとにしてできた施設で最大３０人の方がデイサービスセンターに通っ
てきています。ご利用者お一人おひとりとの関わりを大切にし、家庭的な介護を目指しています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ７日（土）  １０：３０ ～  １１：３０ 

✧活動内容 

<1>お手紙活動（利用者様宛てに見て元気が出るようなものを自由に書いてください。デイサー

ビス内に飾ります） 

 ☆普通の手紙のようなものでもかまいませんが、 

出来るなら絵手紙のようなイラストがあるものがありがたいです。 

 

 【募集内容】中学生以上／２～３人  提 出８/３１（火）まで 
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G09 

デイサービス 

デイサービスセンター
丸子の里（担当者：渡邉 健太） 

〒421-0103 静岡市駿河区丸子 3000-1 
TEL：054-257-5303 

丸子の里で高齢者とふれあい、支えあい。 

今でしかできない経験をご利用者、職員と一緒にしましょう。 

デイサービスセンター丸子の里は３種類のデイサービスがあります。感染症の対応の為、直接的な交流はできないか
もしれませんが、ご利用者の方々から学べることが多いと思います。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １４：３０ ～  １５：３０ 

✧活動内容 
<1>施設活動（ご利用者へのお茶出し、余暇活動の補助、 

施設の車いすの清掃・空気圧の確認、浴室等の清掃） 
【募集内容】中学生以上／各２人 
日 時 (a.)８/１０～１２、(b.)８/１７～１９、(c.)８/２４～２６ 

９：００ ～ １３：００  

持ち物 弁当、水筒、タオル、上靴  服 装 動きやすく、汚れてもいい服装 

G10 

特別養護老人ホーム／デイサービス 

久能の里（担当者：玉川 慶臣） 
〒422-8011 静岡市駿河区根古屋 289-1 
TEL：054-237-8876 

ボランティアを通じて今しかない夏の楽しい思い出を一緒に作りましょう！ 

久能の里は、入所者１１０名の方が生活され、ショートステイご利用者も定員２０名、デイサービス定員２５名で運
営しています。久能山東照宮や駿河湾が一望できるロケーションで笑顔いっぱいの施設です。私たち職員、ご利用者
と笑顔あふれた楽しい時間を一緒に過ごしましょう。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １０：００ ～  １１：３０ 

✧活動内容 <1>お手紙活動（ご利用者さん宛に残暑お見舞いを書いていただきます。） 

☆手紙でも絵はがきでもかまいません。 
 【募集内容】中学生以上／５人／提 出８/２０（金）まで 

<2>清掃活動（施設の外壁や窓、外用車椅子などを綺麗にしていただきます。） 
【募集内容】中学生以上／５人 

日 時 ８/１２、１３   ９：１５ ～ １５：００ 

持ち物 弁当、水筒 

服 装 動きやすく、汚れてもいい服装 

<3>オンライン活動（レクリエーションの時間に、歌や演奏など音楽を届けていただきます。） 
 ☆吹奏楽部や合唱部等、音楽グループの申し込み大歓迎です！大きな動きのある活動も大歓迎です！  

 【募集内容】中学生以上／２件 

日 時 (a.)８/１９、(b.)８/２０   １４：００ ～ １５：００ 

用 意 ビデオ会議アプリは「Zoom」でお願いします。 

G11 

特別養護老人ホーム 

まごころタウン静岡 
（担当者：木原 真次） 

〒422-8009 静岡市駿河区弥生町 4-26 
TEL：054-267-3131 

集まれ！！若者たち♪ 介護に興味のある人も無い人も… 

１０４名の入居者様の生活を支える老人ホームです。＠ホームな私たちの施設で、明るく元気な職員と一緒に高齢者
と触れ合いながら、楽しくボランティアをしてみませんか！？ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １３：３０ ～  １５：００ 

✧活動内容 <1>施設活動（高齢者と触れ合いながら、身の回りのお手伝いと簡単な介護体験。） 

 ☆期間中は、施設の給食（昼食）を、もれなくご馳走します！！ 
【募集内容】中学生以上／５人 

日 時 ８/９～１３   １０：００ ～ １５：００ 

持ち物 飲み物、上靴 

服 装 動きやすい服装 
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G12 

障害福祉サービス事業所 

日本平学園（担当者：水口 滋子） 

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田 6-7-24 
TEL：054-265-3534 

個性豊かな利用者と楽しく過ごしましょう 

A・B・C 班に分かれ、作業やレクリエーション、ウォーキングなどの活動を行っています。利用者の皆さんが作業に
集中したり、レクリエーションを楽しむ姿を見ることのできる事業所です。 
 

【施設のオリエンテーション】  ８月 １０日（火）  １６：００ ～  １６：３０ 

✧活動内容 

<1>施設活動（作業・レクリエーション・ウォーキング・ストレッチなど各班の活動に応じる。） 
【募集内容】高校生以上／１人 

日 時 ８/２４～２６   ９：３０ ～ １６：００ 

持ち物 弁当、水筒、上ぐつ 

服 装 動きやすい服装（G パン不可） 

G13 

就労継続支援 B 型事業所 

ラポール・ファーム 
（担当者：速水 美香） 

〒422-8026 静岡市駿河区富士見台 2-4-7 
TEL：054-289-4055 

「この夏だからこそ」の、新たな出会いと交流を楽しみにしています。 

知的障がいのある方が「遊びも仕事も一生懸命！」をモットーに、クッキー作りや農作業、ネコのえさの下請作業な
ど、様々な活動をしています。元気いっぱいな仲間たちが皆さんとの交流を楽しみに待っています！ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  １０：００ ～  １０：３０ 

✧活動内容 

<1>お手紙活動（ご利用者さん宛に残暑お見舞いを書いていただきます） 
 ☆手紙でも絵ハガキでもかまいません。 

 【募集内容】中学生以上／５人  提 出８/１１（水）まで 

G14 
保育園 

たんぽぽ保育園（担当者：福地 舞） 

〒422-8005 静岡市駿河区池田 722-7 
TEL：054-263-0229 

子ども好きの方！保育園の仕事に興味関心のある方はぜひきて下さい！ 

たんぽぽ保育園の夏は、どろんこ、水遊び三昧です！子どもたちと身体をいっぱい動かして過ごしませんか？ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １０：３０ 

✧活動内容 
<1>施設活動（子どもの保育、保育室の環境整備のお手伝い、製作活動 etc..） 

【募集内容】高校生以上／各４～５人 

日 時 (a.)８/９～１４、(b.)８/１６～２１、(c.)８/２３～２８ ☆日程相談可。 

活動時間はいずれも、８：３０ ～ １６：００ 

持ち物 上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、筆記用具 

 ☆昼食は１食２００円で注文可能です。 

服 装 動きやすく、汚れてもいい服装 

静
岡
市
駿
河
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G15 

認可保育園 

つくしんぼ保育園 
（担当者：坂野 世江） 

〒422-8005 静岡市駿河区池田 1340-1 
TEL：054-297-4984 

保育という仕事に興味関心のある方、是非一度つくしんぼ保育園の保育に触れてみて下さい。 

０才から就学前の子ども達と一緒に、日々楽しく生活しています。職員も先生という立場というより、１人の人とし
て、子どもの気持ちを尊重しながら、一緒に生活を創っています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（２才以上の子どもたちと一緒に遊んだり、一日生活を共にします。） 

【募集内容】高校生以上／２～３人 

日 時 ８/１６～２０、２３   ９：００ ～ １６：００ 

持ち物 水筒、お箸、上靴、エプロン、着替え、帽子、給食費１食２００円 

服 装 軽装・マスク 
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H01 

保育所 

月坂保育園（担当者：井上 智子） 

〒427-0111 島田市阪本 1649-1 
TEL：0547-38-2977 

子どもたちの成長の様子を身近に感じてみませんか？ 

自然豊かな地域の中に保育園があり、０～５歳までの子ども達が伸び伸びとすごしています。笑顔いっぱい、無邪気
な子ども達が成長していく姿が身近にある場所。体験を通して「生きる力」を育みます。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  ９：３０ ～  １０：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動 
（０～５歳までの子ども達の保育の補助、園内外の清掃、子ども達と一緒に遊ぶ。） 

【募集内容】中学生以上／４人 

日 時 ８/５、６   ９：００ ～ １６：００ 

持ち物 着替え、帽子、タオル、水筒、給食費１食３００円 

服 装 動きやすい服装、靴 

H02 

児童クラブ 

おおぞら児童クラブ 
（担当者：望月美佳） 

〒426-0078 藤枝市南駿河台 2-11-1 青島北小学校内 
TEL：054-646-1207 

子どもと１日を楽しく遊んで過ごしましょう！ 

小学校１年生から５年生までの子どもたちが、夏休みの１日を一緒に過ごします。セミをとったり、おにごっこをし
たり、おやつを一緒に食べたり子どもたちと楽しく１日を過ごしましょう 

【施設のオリエンテーション】  ８月 １６日（月）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（子どもと遊ぶ、指導員の補助） 

☆楽しく遊んでくれるお兄さんお姉さんを希望します。 

【募集内容】中学２年生以上／４人 

日 時 ８/１７～２０   １０：００ ～ １７：００ 

持ち物 弁当、水筒、スリッパ、タオル、筆記用具、帽子、サンダル 

服 装 動きやすい服装（汚れてもいいもの） 

H： 島田市・藤枝市・ 

焼津市の活動情報 

島
田
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H03 

児童福祉施設 

なかよし児童クラブ 
（担当者：横山 祐子） 

〒426-0086 藤枝市原 1133 藤枝中央小学校内 
TEL：054-646-1341 

子ども達と一緒に夏休みを過ごしてくれる中・高生を募集しています。 

なかよし児童クラブの子ども達と元気に夏休みを過ごしませんか？サッカーや鬼ごっこ、虫とりが大好きな子どもと
一緒に遊んでくれる方、待っています！ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １７：００ ～  １７：３０ 

✧活動内容 

<1>施設活動（子どもと一緒に遊ぶ…虫とり、ボール遊び、カード遊び、行事等の見守り等） 

【募集内容】中学生以上／各３人 

日 時 (a.)８/９、１０、１９、(b.)８/２０、２３、２５ 

活動時間いずれも、９：００ ～ １７：００ 

持ち物 帽子、水筒、弁当、タオル 

服 装 学校のジャージ等動きやすい服装 

H04 

放課後児童クラブ 

ひがしっこ第１・第２ 
児童クラブ（担当者：早川 田真美） 

〒426-0071 藤枝市志太 5-1-1 青島東小学校内 
TEL：054-659-0109 

子ども達と楽しい夏を過ごそう！ 

小学校一年生から四年生までの子ども達と朝から夕方まで一緒に過ごしています。折り紙、プラバン、ままごと、鬼
ごっこ。楽しく遊んで夏の思い出を作りましょう。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １６：００ ～  １６：３０ 

✧活動内容 

<1>施設活動 
（子どもと一緒に遊ぶ…室内遊び、室外遊び。指導員のサポート…おやつの準備、片付け） 

【募集内容】高校生以上／４～６人 

日 時 ８/１６～２０   １０：００ ～ １７：００ 

持ち物 弁当、水筒、帽子、タオル、着替え、筆記用具 

服 装 動きやすい服装 
 

H05 

放課後児童クラブ 

ふじっこ児童クラブ 
（担当者：安藤 恵子） 

〒426-0019 藤枝市天王町 1-1-1 藤枝小学校内 
TEL：054-646-5125 

小学生の子どもたちと夏休みを朝から夕方まで楽しく過ごします。 

小学校１年生から５年生の子ども達がいます。一緒に遊び、楽しく過ごしてくれる皆さんを待っています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  １７：３０ ～  １８：００ 

✧活動内容 <1>施設活動（遊びを通して児童と交流する） 

【募集内容】高校生／各４人 

日 時 (a.)８/５，６，９，１０，１１、(b.)８/１８、１９、２０ 

活動時間いずれも９：３０ ～ １７：００  ※２時間から活動可能。 

持ち物 弁当、帽子、水筒、タオル、筆記用具、着替え、上靴 

服 装 動きやすい服装 
 

藤
枝
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H06 

放課後児童クラブ 

あすなろ児童クラブ 
（担当者：石川 仁美） 

〒426-0012 藤枝市田中 1-7-20 西益津小学校内 
TEL：054-641-7330 

子どもたちと一緒に感動や発見を！！ 

小学校一年生から六年生までの子どもたちが朝から夕方まで利用しています。元気の良い子どもたちと思いきり遊ん
でくれる方をお待ちしています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  ９：３０ ～  １０：００ 

✧活動内容 
<1>施設活動（子ども達と一緒に遊ぶ…室内での制作や外遊び、夏休みの特別行事など 

        指導員のサポート…おやつの準備、片付け） 

  ☆８月２０日（金）の最終日は、１０：００～１７：１５の活動でお願いします。 

【募集内容】高校生以上／２人 

日 時 ８/５、６、９、１０、１９、２０   １０：００ ～ １７：００ 

持ち物 弁当、水筒、筆記用具、タオル、着替え、スリッパ 

服 装 動きやすい服装（ジャージ等）帽子、運動靴 

H07 

放課後児童クラブ 

ゆたかっこ児童クラブ 
（担当者：鈴木 利幸） 

〒426-0008 藤枝市鬼島 424 広幡小学校内 
TEL：054-643-6660 

児童とのふれあいを通して感動体験しよう。 

小学 1 年生から５年生まで、合わせて９０名が利用する児童クラブです。こどもたちの、やわらかなこころと、ふれ
あってみてください。いろいろな個性との出会いを通して、自分をみつめなおす機会になるといいですね。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  １０：３０ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（一緒に遊ぶ。こどもたちの安全確保とコミュニケーション援助。） 

  ☆なるべく徒歩、自転車で来られる方を希望します。 

【募集内容】高校生以上／４人 

日 時 ８/５、６、９、１０、１１   １０：００ ～ １６：００ 

持ち物 上靴、帽子、水筒、タオル、筆記用具、弁当、ハンカチ 

服 装 ジャージなどの動きやすく汚れてもよい服装 

H08 
介護老人保健施設 

マインド（担当者：安田 剛士） 

〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋 487-2 
TEL：054-643-3601 

今だからこそ、できるボランティアを！！ 

マインドは、平成１５年できた施設です。人とかかわることが好きな方！マインドでお待ちしています！！ 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １１：００ ～  １２：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（レクリエーション補助 他 お手伝い等） 

【募集内容】中学２年生以上／2 人 

日 時 ８/１８～２０   １３：００ ～ １６：００ 

持ち物 上靴、水筒、筆記用具、タオル 

服 装 動きやすい服装（下は長ズボン）サンダル、クロックス不可 

藤
枝
市 



 

H09 

特別養護老人ホーム 

あおい荘（担当者：濱浦 学） 

〒425-0054 焼津市一色 435 
TEL：054-623-9002 

みんなで作りあげる納涼祭！ あなたのキラキラした素晴らしい笑顔待ってます！ 

あおい荘は自然豊かな場所にあり、９０名の方が毎日生活されています。荘訓である「優しさを心に、顔に、言葉に
も」をモットーにご利用者様のお手伝いをさせていただきます。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ５日（木）  １４：００ ～  １４：３０ 

✧活動内容 

<1>施設活動（夏祭り当日の設営準備） 

【募集内容】中学２年生以上／２人 

日 時 ８/７ １３：００ ～ １６：００ 

持ち物 水筒、タオル 

服 装 動きやすい服装 

H10 

放課後児童クラブ 

ゆりかご西クラブ 
（担当者：井坂 雅弘） 

〒425-0085 焼津市塩津 117-1 
TEL：054-629-7708 

保育や学童保育に興味のある方、子どもと元気に遊びたい人！！楽しい夏を過ごしませんか？ 

西クラブでは約１６０名の児童が元気に過ごしています。将来子どもに関わる職業に就きたいと考えていたり、小学
生と元気に遊びたい方、学童でいつもと違う夏を体験しましょう。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  １６：００ ～  １７：００ 

✧活動内容 <1>施設活動（職員の手伝い、子どもと遊ぶ、行事の手伝い） 

 ☆動きやすい服装で参加してください。熱中症対策もお願いします。 

【募集内容】高校生以上／２人 

日 時 ８/１６～２０   ９：００ ～ １７：００ 

持ち物 弁当、水筒、上靴 

服 装 動きやすく汚れてもいい服装。アクセサリーは身につけないで下さい 
 

H11 

放課後児童クラブ 

ゆりかご豊田クラブ 
（担当者：櫻井 大地） 

〒425-0077 焼津市五ヶ堀之内 40-1 
TEL：054-620-0468 

保育や学童保育に興味のある方、子どもと元気に遊びたい人！！楽しい夏を過ごしませんか？ 

豊田クラブでは約１７０名の児童が元気に過ごしています。将来子どもに関わる職業に就きたいと考えていたり、小
学生と元気に遊びたい方、学童でいつもと違う夏を体験しましょう。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ４日（水）  １６：００ ～  １７：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（職員の手伝い、子どもと遊ぶ、行事の手伝い） 

 ☆動きやすい服装で参加してください。熱中症対策もお願いします。 

【募集内容】高校生以上／２人 

日 時 ８/１６～２０   ９：００ ～ １７：００ 

持ち物 弁当、水筒、上靴 

服 装 動きやすく汚れてもいい服装。アクセサリーは身につけないで下さい 

焼
津
市 



 

 

H12 

保育所 

ゆりかご保育所（担当者：山本 敦美） 

〒425-0077 焼津市五ヶ堀之内 759-1 
TEL：054-629-3637 

子どもが大好き、明るく元気な人、待っています。 

０歳児から就学までの子ども達がいます。子ども達と一緒に遊んだり、生活のお手伝いをしたり素敵な夏の思い出を
作りましょう。みなさんとの出会いを楽しみに待っています。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １０：００ ～  １１：００ 

✧活動内容 

<1>施設活動（保育のお手伝い、園庭整備のお手伝い、保育室の掃除・消毒、玩具の消毒） 

【募集内容】中学２年生以上／各２人 

日 時 (a.)８/１０～１２、(b.)８/１７～２０、(c.)８/２３～２６ 

活動時間いずれも、８：００ ～ １５：００ 

持ち物 弁当、水筒、タオル、着替え、水着、ビーチサンダル、エプロン、上靴、帽子 

服 装 動きやすい服装 

H13 

生活介護／就労継続支援 B 型 

すいせん（担当者：池谷（いけがや） 梨恵） 

〒421-0205 焼津市宗高 949-2 
TEL：054-662-0036 

一緒に楽しい時間をすごしませんか？ 

知的障害、身体障害を持つ１８歳以上の方の通所施設です。個性豊かなメンバーと散歩に行ったり、作業やったりと
一緒に活動してくれる方をお待ちしています。 

【施設のオリエンテーション】  活動日の初日  ９：００ ～  ９：２０ 

✧活動内容 

<1>施設活動（散歩、作業、余暇活動の補助） 

【募集内容】高校生以上／２人 

日 時 ８/１６～２０   ９：００ ～ １５：３０ 

持ち物 弁当、水筒、上靴、帽子 

服 装 動きやすい服装 

H14 
特別養護老人ホーム／デイサービスセンター 

大井川睦園（担当者：瀧田 沙矢香） 

〒421-0204 焼津市高新田 2326-58 
TEL：054-639-7803 

地元の高齢者施設での清掃活動を通して、高齢者施設について理解を深めてみませんか？ 

大井川睦園デイサービスセンターは、月曜日～土曜日、２０名前後のご利用者様が、入浴や食事、レクリエーション
を通して楽しく過ごされています。笑顔あふれるアットホームな施設です。 

【施設のオリエンテーション】  ８月 ６日（金）  １０：３０ ～  １０：４０ 

✧活動内容 

<1>清掃活動（ターンテーブル、シルバーカー等の福祉用具の清掃、窓拭き、玄関のそうじ。） 

 ☆着用マスクは不織布のみ可。 

【募集内容】中学生以上／４人 

日 時 ８/１０、１２、１３，１７，１８，１９   １０：００ ～ １２：００ 

持ち物 タオル、水筒 

服 装 清掃が可能な服装 

焼
津
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施設までの 
交通アクセス 

行きたい施設、やりたい活動は 

見つかったかな？ 

次のページで、活動したい施設の 

場所を確認しよう！ 

 

自分ひとりでも、 

行ける場所を選ぼうね！ 
 



A01 
伊豆高原十字の園 
（伊東市八幡野 1028-4） 

伊豆急行線「伊豆高原駅」下車 徒歩
15 分 

B01 
放課後等デイサービス「めだか」  
（裾野市深良 804-6） 

JR 裾野駅「裾野駅入口」→「深良支所入口」
下車 徒歩 1 分 ② JR 御殿場線「岩波駅」
→「深良支所入口」下車 徒歩 1 分 

B02 
すみれ保育園 
（御殿場市竃 1237-1） 

①ＪＲ南御殿場駅より徒歩 15 分 ②富
士急行沼津線バス「竃中」下車 徒歩 15
分  

 

 

 

B03 
高根学園保育所 
（御殿場市西田中 402-8） 

ＪＲ御殿場駅よりバス御殿場駿河小
山線「杉原北」下車 徒歩２分 

B04 
みなみ幼稚園 
（御殿場市萩原追分 1193-13） 

JR 御殿場駅より徒歩１５分 

B05 
富岳学園 
（御殿場市大坂 361-1） 

☆公共交通機関を使用しての来園は不
可とさせていただきます。 

  
 

B06 
ステップ・ワン 
（御殿場市竃 1390-4） 

ＪＲ南御殿場駅より徒歩 10～15 分 

B07 
さくら学園 
（御殿場市川島田 1976） 

ＪＲ御殿場駅富士山口「十里木・ぐりんぱ
線]」乗車「保土沢」下車 徒歩 20 分  

B08 
富岳の郷 
（御殿場市神山 1940-7） 

富士急行バス 三島線/特別支援学校線
「特別支援学校前」下車 徒歩約 10 分 
JR 岩波駅から徒歩 30 分 

  
 

至小山

市役所

メモリアル

御殿場

御殿場高校

高根学園保育所

旧Ｒ138号 Ｒ138号

246号

旧246号

御殿場駅

至沼津



B09 
ツクイ・サンシャイン御殿場 
（御殿場市川島田 788） 

ＪＲ御殿場駅下車 徒歩 10 分 

B10 
徳風園 
（小山町上野 1440-1） 

富士急行「上野」下車 徒歩 20 分 又
はコミュニティバス（要予約）の利用も
可能です 

B11 
するがおやまこども園 
（小山町生土 132-1） 

①JR 御殿場線「駿河小山駅」下車  
徒歩 10 分 

 
 

 

B12 
きたごうこども園 
（小山町用沢 207-1） 

ＪＲ御殿場駅より富士急行上野行きバ
ス「北郷小学校前」下車 徒歩３分 

B13 
すがぬまこども園 
（小山町菅沼 1074-1） 

①バス:JR 御殿場駅 駿河小山駅行「菅
沼」下車 徒歩２分 ②電車:「駿河小
山駅」下車 乗換 富士急バス御殿場駅
行「菅沼」下車 徒歩 2 分 

B14 
すばしりこども園 
（小山町須走 153） 

JR 御殿場駅より、河口湖線もしくは富
士学校線バス乗車「須走浅間神社前」下
車 徒歩５分 

  
 

C01 
北上保育園 
（三島市徳倉 4-10-3） 

三島駅より富士急行バス三島裾野線 
「徳倉」下車１分 

C02 
御寿園 
（三島市御園 580） 

JR 三島駅より東海バス御園新城橋行き 
又は大平車庫行き「御園」下車 徒歩３
分 

D01 
沼津虹の家 
（沼津市東椎路 1742-1） 

①ＪＲ沼津駅より根方線バス（市立病
院方面）「沼津信用金庫愛鷹支店前」下
車 徒歩５分 ②ＪＲ片浜駅より片浜
循環ミューバス東回り「沼津信用金庫愛
鷹支店前」下車 徒歩５分 

 
  



D02沼津のぞみの里 
（沼津市西椎路 659-2） 
JR 沼津駅より２番吉原中央駅行バス
「西椎路」下車 徒歩５分 
 
 
 
 
 
 
 
 
「C&C センターきぼう」 
（沼津市今沢 365-1） 

JR 片浜駅より徒歩約 10 分 
 

E01 
でら～と 
（富士市伝法 86-3） 

富士急静岡バス 曽比奈行または大渕
団地行「広見団地入口」下車 徒歩５分 
 
 

E02 
あそ～と 
（富士市伝法 1065-10） 

JR 富士駅北口富士急バス 冨-52 曽比奈
行き「中桁」下車徒歩 15 分 
 

 

 

E03 
ひかりの丘 
（富士市厚原 672-2） 

①吉原中央駅より富士急行バス大月線
富士宮駅行「吉原自動車学校」下車から
徒歩 15 分 ②JR 身延線「入山瀬駅」下
車から徒歩 20 分 

E04 
らぽ～と 
（富士宮市淀師 1577-1） 

①ＪＲ西富士宮駅よりバスで７分  
②富丘小学校より徒歩９分 

E05 
しらいと 
（富士宮市上井出 1285-1） 

ＪＲ身延線富士宮駅より富士急静岡バ
ス 白糸の滝行きバス「上井出出張所」
下車 徒歩７分 

 

 

 

E06 
百恵の郷 
（富士宮市大鹿窪 143-1） 

バス上柚野線 又は大倉線「ＪＡ柚野支
店」下車 徒歩３分 

F01 
静岡市清水ひびきワーク 
（静岡市清水区駒越西 2-10-10） 

静岡鉄道バス：港南厚生病院線・三保草
薙線・山原梅陰寺線「忠霊塔前」下車 600
ｍ または、久能山線「万象寺」下車 400
ｍ 

F02 
静岡市清水なぎさホーム 
（静岡市清水区駒越西 2-10-10（福）

静岡市しみず社会福祉事業団） 

①ＪＲ清水駅より静鉄バス港南厚生病
院線「忠霊塔前」下車 徒歩５分 ②Ｊ
Ｒ草薙駅より静鉄バス三保草薙線「忠霊
塔前」下車 徒歩５分 

   



F03 
百花園 
（静岡市清水区中河内 2780） 

（バス利用の場合）静鉄バス中河内・大
平行「但沼車庫」下車、 
デマンドバス（ココバス）※要予約（予
約センター054-396-3900）利用、「遠呂島」
下車 

F04 
風の子保育園 
（静岡市清水区押切 1261-1） 

バス 清水駅から梅ヶ谷線 「宮の前団
地」下車 徒歩５分 

G01 
竜爪園デイサービスセンター
ほっこりーな 
（静岡市葵区長尾 89-1） 

しずてつバス竜爪山線「瀬名新田」より
北方へ徒歩 7 分 

 
  

G02 
デイサービス喜楽庭 
（静岡市葵区長谷町 24） 

JR 静岡駅 10 番のりば 大浜麻機
線・県立病院高松線「長谷通り」下
車、徒歩 3 分 

G03 
竜爪園障がい者生活介護 
ソレーナ 
（静岡市葵区瀬名 6-8-5） 

①JR 静岡駅北口(6)番線のりば、あるい
は JR 草薙駅北口(1)番線のりば より、
「幕ヶ谷」下車 徒歩 1 分 しずおか焼
津信用金庫瀬名支店西奈出張所 隣 

G04 
エンジェルハウス 
（静岡市葵区長谷町 24） 

JR 静岡駅 10 番のりば 大浜麻機
線・県立病院高松線「長谷通り」下
車、徒歩 3 分 

 

 

 

G05 
水落保育園 
（静岡市葵区水落町 19-16） 

北街道線バス「横内町」下車 徒歩３分 

G06 
わくわく 
（静岡市葵区長谷町 24） 

JR 静岡駅 10 番のりば 大浜麻機
線・県立病院高松線「長谷通り」下
車、徒歩 3 分 

G07 
かぶとむしクラブ羽鳥 
（静岡市葵区羽鳥 5-16-68） 

①JR 静岡駅北口より静鉄バス利用 ３
番線藁科線 ②セノバ（新静岡バス）よ
り静鉄バス利用  ２番のりば藁科線 
いずれも「服織小学校入口」下車 

 

  



G08 
聖ヨゼフの園 
（静岡市駿河区八幡 4-6-9） 

①ＪＲ静岡駅より徒歩 15 分②登呂コ
ープタウン線バス「八幡二丁目」下車 
徒歩５分 

G09 
デイサービスセンター 
丸子の里 
（静岡市駿河区丸子 3000-1） 

ＪＲ静岡駅より車で 15 分。静鉄バス 
中部国道線「吐月峰入口」下車徒歩 5 分 

G10 
久能の里 
（静岡市駿河区根古屋 289-1） 

しずてつジャストライン 
石田街道線 敷地北経由 久能山下行
き「久能山下」下車 徒歩 4 分 山原梅
蔭寺線 梅蔭寺経由 久能山下行き「久
能山下」下車 徒歩 4 分 

 
 

 

G11 
まごころタウン静岡 
（静岡市駿河区弥生町 4-26） 

JR 草薙駅北口から徒歩 7 分 

G12 
日本平学園 
（静岡市駿河区国吉田 6-7-24） 

静岡鉄道「県立総合運動場駅」下車  
徒歩１５分 

G13 
ラポール・ファーム 
（静岡市駿河区富士見台 2-4-7） 

ＪＲ静岡駅北口より⑪のりば 県立病
院高松線「登呂コープタウン」行き「富
士見台駿河総合高校入口」下車 徒歩
15 分 ドン・キホーテパウ SBS 通り店
裏 黄色と緑の 3 階建ての建物 

 
  

G14 
たんぽぽ保育園 
（静岡市駿河区池田 722-7） 

①ＪＲ東静岡駅より徒歩約 30 分  

G15 
つくしんぼ保育園 
（静岡市駿河区池田 1340-1） 

①JR 東静岡駅より徒歩 25～30 分②JR
東静岡駅より 東静岡静大行「本覚寺入
口」下車徒歩 10 分③JR 静岡駅より 日
本平線 「畑守稲荷前」下車徒歩 10 分 

H01 
月坂保育園 
（島田市阪本 1649-1） 

島田市コミュニティバス湯日線「月坂１
丁目」下車 徒歩 5 分 

  
 



H02 
おおぞら児童クラブ 

（藤枝市南駿河台 2-11-1     

青島北小学校内） 

JR 藤枝駅より藤枝市立病院線バス 
「青島北小学校」下車 徒歩５分 

H03 
なかよし児童クラブ 

（藤枝市原 1133         

藤枝中央小学校内） 

静鉄バス志太温泉線バス 「藤枝中学入
口」下車 徒歩７分 

H04 
ひがしっこ第１・第２児童ク
ラブ 

（藤枝市志太 5-1-1       

青島東小学校内） 

JR 藤枝駅北口から徒歩 20 分 ※バス
停が近くにないため、自転車等で来てく
ださい。 

  

 

H05 
ふじっこ児童クラブ 

（藤枝市天王町 1-1-1      

藤枝小学校内） 

ＪＲ藤枝駅北口 中部国道本線「白子」 
下車徒歩 2 分 

H06 
あすなろ児童クラブ 

（藤枝市田中 1-7-20       

西益津小学校内） 

①JR 西焼津駅より静鉄バス利用「西益
津小学校前」下車徒歩 3 分②JR 西焼津
駅から直線距離約 1.7km 
西益津小学校 体育館側の校舎２階 

H07 
ゆたかっこ児童クラブ 
（藤枝市鬼島 424 広幡小学校内） 

JR 藤枝駅前②番乗り場より静鉄バス利
用「法の橋」下車徒歩７分 

 

 

 

H08 
マインド 
（藤枝市瀬戸新屋 487-2） 

静鉄バス菊川浜岡線「堤」下車 徒歩 10
分 

H09 
あおい荘 
（焼津市一色 435） 

静鉄ﾊﾞｽ一色線「成道寺」下車 桜並木
沿いを西へ徒歩 10 分 ※屋上に緑の看
板が目印 

H10 
ゆりかご西クラブ 
（焼津市塩津 117-1） 

バス停 「西小学校前」 徒歩 2 分 
JR 焼津駅 徒歩 15 分 

   



 

 

H11 
ゆりかご豊田クラブ 
（焼津市五ヶ堀之内 40-1） 

ＪＲ西焼津駅 徒歩 10 分、焼津市立豊
田中学校東側、うぐ横 

H12 
ゆりかご保育所 
（焼津市五ヶ堀之内 759-1） 

ＪＲ西焼津駅北口より徒歩約 15 分 
目印：立花クリニック 

H13 
すいせん 
（焼津市宗高 949-2） 

①バス藤枝吉永線「とまとぴあ前」から
徒歩 5 分②焼津市自主運行バス「大井川
庁舎入口」から徒歩 5 分 

   

H14 
大井川睦園 
（焼津市高新田 2326-58） 

焼津市自主運行バス  大井川焼津線 
（焼津駅 → 焼津市立病院 →大井
川睦園前） 

  

 

  



社協名 郵便番号 事務所所在地 tel/fax 社協名 郵便番号 事務所所在地 tel/fax

415-0024 下田市4-1-1  0558-22-3294 427-0056 島田市大津通2-1  0547-35-6247

下田市総合福祉会館内  22-0584 34-8249

410-2505 伊豆市八幡33-1 0558-83-3013 金谷支所 428-0008 島田市竹下470-2 0547-47-1877
中伊豆保健福祉センターふれあいプラザ内 75-7200 金谷北地域交流センター内 47-0588

410-2414 伊豆市本立野531-1  0558-72-8508 川根支所 428-0103 島田市川根町身成3100 0547-53-3895

城山活動支援センター内 74-2374 53-3722

410-3302 伊豆市土肥670-2  0558-98-0294 421-0303 榛原郡吉田町片岡795-1  0548-34-1800

伊豆市役所土肥支所内 98-0296 吉田町健康福祉センター内  33-2606

410-3205 伊豆市市山571-1  0558-85-1199 428-0415 榛原郡川根本町上岸90  0547-59-2315

農村環境改善センター内  85-2350 川根本町福祉センター内  59-4139

410-2123 伊豆の国市四日町302-1 055-949-5818 421-0524 牧之原市須々木140  0548-52-3500

韮山福祉・保健センター内 949-2540 牧之原市相良総合センター「い～ら」内  52-5585

414-0013 伊東市桜木町2-2-3  0557-36-5512 榛原事務所 421-0422 牧之原市静波172-1 0548-22-5187

伊東市健康福祉センター内  36-1199 牧之原市老人福祉センター龍眼荘内 24-1166

413-0304 賀茂郡東伊豆町白田306  0557-22-1294 437-1622 御前崎市白羽5402-10  0548-63-5294

東伊豆町保健福祉センター内  23-0999 御前崎ふれあい福祉センター「なごみ」内  63-5299

413-0504 賀茂郡河津町田中212-2  0558-34-1286 支所 437-1612 御前崎市池新田1359-1 0537-86-8066

河津町保健福祉センター内  34-1312 浜岡福祉会館内 86-8064

415-0304 賀茂郡南伊豆町加納590-1  0558-62-3156 439-0019 菊川市半済1865  0537-35-3724

南伊豆町武道館内  62-3156 菊川市総合保健福祉センター内  35-3202

410-3612 賀茂郡松崎町宮内272-2  0558-42-2719 436-0079 掛川市掛川910-1  0537-22-1294

松崎町総合福祉センター内  42-2719 掛川市総合福祉センター２階  23-3319

410-3501 賀茂郡西伊豆町宇久須258-4 0558-55-1313 東部ふくしあ 436-0083 掛川市薗ヶ谷881-1  0537-23-4720

西伊豆町賀茂健康福祉センター内 55-1330  23-4720

413-0015 熱海市中央町1-26  0557-86-6339 西部ふくしあ 436-0222 掛川市下垂木1270-2 0537-29-6192

総合福祉センター内４階  86-6341 29-6193

411-0841 三島市南本町20-30  055-972-3221 中部ふくしあ 436-0030 掛川市杉谷南1-1-30 0537-28-8546

三島市社会福祉会館内  972-3466 28-8547

410-0032 沼津市日の出町1-15  055-922-1500 南部大東ふくしあ 437-1416 掛川市三俣620 0537-72-1135

ぬまづ健康福祉プラザ内 922-1502 市役所大東支所内 72-6677

412-0042 御殿場市萩原988-1  0550-70-6801 南部大須賀ふくしあ 437-1304 掛川市西大渕100  0537-48-5531

御殿場市民交流センターふじざくら  89-5501 大須賀市民交流センター内  48-1013

410-1117 裾野市石脇524-1  055-992-5750 袋井市 437-0061 袋井市久能2515-1  0538-42-7914

裾野市福祉保健会館内  993-5909 総合健康センターはーとふるプラザ袋井内  43-6305

418-0005 富士宮市宮原7-1  0544-22-0054 浅羽支所 437-1192 袋井市浅名1028  0538-23-9229

富士宮市総合福祉会館内  22-0753 袋井市浅羽支所内 23-6150

416-8558 富士市本市場432-1  0545-64-6600 磐田市 438-0077 磐田市国府台57-7  0538-37-4824

富士市フィランセ東館  64-6567 総合健康福祉会館ｉプラザ１階  37-4866

419-0107 田方郡函南町平井717-28 055-978-9288 森  町 437-0215 周智郡森町森50-1  0538-85-5769

函南町保健福祉センター内 979-5212 森町保健福祉センター内  85-1294

411-0903 駿東郡清水町堂庭221-1 055-981-1665 432-8035 浜松市中区成子町140-8  053-453-0580

清水町福祉センター内 981-0025 福祉交流センター内  452-9218

411-0943 駿東郡長泉町下土狩967-2 055-988-3920 浜松地区センター 432-8035 浜松市中区成子町140-8  053-453-0553

長泉町福祉会館内 986-3794 福祉交流センター内 453-3249

410-1311 駿東郡小山町小山75-7  0550-76-9906 西地区センター 431-0292 浜松市西区舞阪町舞阪2701-9 053-596-1730

小山町健康福祉会館内  76-9907 舞阪協働センター内 596-1738

420-0854 静岡市葵区城内町1-1  054-254-5213 北地区センター 431-1305 浜松市北区細江町気賀4581 053-527-2941

静岡市中央福祉センター内  252-2420 細江介護予防センター内 527-2945

420-0846 静岡市葵区城東町24-1 054-249-3183 浜北地区センター 434-0031 浜松市浜北区小林1272-1 053-586-4499

地域福祉交流プラザ内  209-0128 浜北高齢者ふれあい福祉センター内 586-4909

422-8074 静岡市駿河区南八幡町25-21 054-280-6150 天竜地区センター 431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣530-18 053-926-0322

南部生涯学習センター内  286-9545 天竜保健福祉センター内 926-0323

424-0807 静岡市清水区宮代町1-1  054-371-0292 431-0442 湖西市古見1044  053-575-0294

清水社会福祉会館内  367-2460 健康福祉センター内  575-0263

421-3203 静岡市清水区蒲原721-4  054-385-5554 新居支所 431-0303 湖西市新居町浜名575  053-594-5511

蒲原保健福祉センター内  385-5682 新居介護サービスセンター内 594-7771

421-3104 静岡市清水区由比北田450  054-376-0294

由比保健福祉センター内  376-0416

焼津市 425-0088 焼津市大覚寺3-2-2  054-621-2941

焼津市総合福祉会館内  626-0573

大井川支所 421-0205 焼津市宗高572-1  054-662-0610

焼津市大井川福祉センター内 662-0034

421-1131 藤枝市岡部町内谷1400-1  054-667-2940

藤枝市福祉センター「きすみれ」内 667-3319

修善寺支所

伊豆市

清水区地域福祉
推進ｾﾝﾀｰ蒲原地区

清水区地域福祉
推進ｾﾝﾀｰ由比地区

市町社会福祉協議会一覧
令和2年3月現在

松崎町

島田市

南伊豆町

下田市

伊東市

牧之原市

河津町

御殿場市

西伊豆町

天城湯ヶ島支所

藤枝市

静岡市

葵区地域
福祉推進センター

駿河区地域
福祉推進センター

清水区地域
福祉推進センター

裾野市

富士宮市

富士市

函南町

小山町

吉田町

東伊豆町

土肥支所

清水町

川根本町

浜松市

湖西市

伊豆の国市

御前崎市

菊川市

熱海市

三島市

沼津市

掛川市

長泉町

特定非営利活動法人 静岡県ボランティア協会

〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 ２階 TEL.054-255-7357 FAX.054-254-5208

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

〒420-8670 静岡市葵区駿府町1-70 ３階 TEL.054-254-5248（代） FAX.054-251-7508



第４０回サマーショートボランティア活動計画　事前研修会場一覧

事前研修会にはかならず参加していただきます。

日　時 会　　　　場 参加対象者

7月22日（木・祝）

14：00～16：00

掛川市生涯学習センター

２階　第４会議室

〒436-0068

掛川市御所原17-1

活動先が

菊川市・掛川市・袋井市

7月23日（金・祝）

14：00～16：00

沼津労政会館

３階　ホール

〒410-0055

沼津市高島本町1-3

活動先が

伊東市・三島市・沼津市

7月24日（土）

14：00～16：00

浜松市勤労会館Uホール

２階　２３会議室

〒432-8011

浜松市中区城北1-8-1

活動先が

浜松市・湖西市

7月25日（日）

14：00～16：00

富士市交流プラザ

２階　会議室１

〒416-0915

富士市富士町20-1

活動先が

富士市・富士宮市

7月27日（火）

14：00～16：00

島田市民総合施設「プラザおおるり」

３階　大会議室

〒427-0042

島田市中央町5-1

活動先が

島田市・藤枝市・焼津市

7月28日（水）

14：00～16：00

県総合社会福祉会館「シズウエル」

７階　７０３会議室

〒420-0866

静岡市葵区駿府町1-70
活動先が静岡市

7月29日（木）

14：00～16：00

磐田商工会議所

３階　大ホール

〒438-0078

磐田市中泉281-1
活動先が磐田市

7月30日（金）

14：00～16：00

御殿場市民会館

１階　小ホール

〒412-0042

御殿場市萩原183-1

活動先が

御殿場市・裾野市・小山町

7月31日（土）

14：00～16：00

榛原文化センター

３階　大会議室

〒421-0422

牧之原市静波1024-3

活動先が

御前崎市・牧之原市・吉田町

8月2日（月）

14：00～16：00

県総合社会福祉会館「シズウエル」

７階　７０３会議室

〒420-0866

静岡市葵区駿府町1-70

上記研修会に出席

できない参加者

原則、活動先の市町の研修に出席していただきますが、出席できない場合は追加の研修や他地区の研修

会への出席も可能です。（変更方法は活動先決定通知と併せてご案内します。）


