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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、施設での活動ができなくなることがあります。この場合には、施設にご計

画いただいております代替の活動（コロナで活動できなくなった場合の項目）に参加をしていただきます。また、代替の活動に

も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。）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。 

 



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。もし施設での活動ができなくなってしまった場合には、各
施設の情報ページにある【コロナにより活動ができなくなった場合】の活動をしていただきます。

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。

５月１６日～ 参加者募集期間

６月１５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。

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。

６月１５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
(６月１５日（水）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１６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。
施設にかかる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

※ 他地区の会場はこの冊子の最後のページをご覧ください。

７月下旬～ 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

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。

日 時 会 場 参加対象者

7月18日（月・祝）

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

富士市・富士宮市

7月25日（月）
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

御殿場市・裾野市・
小山町

7月26日（火）
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

伊東市・熱海市・三島市・
沼津市・清水町・長泉町

7月29日（金）
10：00～12：00

県総合社会福祉会館「シズウエル」
６階 ６０１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

行き方も再確認
しよう！



●伊東市 ●富士市・富士宮市

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 E01 21 富士和光学園 知的障がい者

●裾野市 E02 21 でら～と 知的障がい者

B01 12 放課後等デイサービス「めだか」 障がい児 E03 22 あそ～と 知的障がい者

●御殿場市 E04 22 ひかりの丘 障がい者

B02 12 すみれこども園 幼児 E05 22 くぬぎの里 身体障がい者

B03 13 双葉保育園 幼児 ●富士宮市

B04 13 みなみ幼稚園 幼児 E06 23 三和荘 身体障がい者

B05 13 むつみ作業所 心身障がい者 E07 23 らぽ～と 知的障がい者

B06 14 ステップ・ワン 心身障がい者 E08 23 しらいと お年寄り

B07 14 さくら学園 知的障がい者 E09 24 楓の丘 お年寄り

B08 14 富岳の園 知的障がい者

B09 15 アークビレッジ富岳 知的障がい者

B10 15 ツクイ・サンシャイン御殿場 お年寄り

B11 15 古民家デイホームたまほ村 お年寄り

B12 16 御殿場十字の園 お年寄り

●小山町

B13 16 するがおやまこども園 幼児

B14 16 すがぬまこども園 幼児

B15 17 すばしりこども園 幼児

●三島市

C01 18 北上保育園 幼児

C02 18 御寿園 お年寄り

●沼津市

D01 19 沼津虹の家 身体障がい児（者）

D02 19 沼津のぞみの園 知的障がい者

D03 20 沼津のぞみの里 知的障がい者

●長泉町

D04 20 悠雲寮 知的障がい者

D05 20 デイサービス小春日和 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。 

【活動内容】入居者の日常生活の援助 

【施設で活動できなくなった場合】入居している高齢者の方々へオンラインで歌や演奏を披露してください。 
＊「Zoom」使用 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：３０～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／９，１０，１１，１２ （２人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｃ：８／２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上履き、エプロン 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

A地区 
伊東市の活動情報 

伊
東
市 



 
  

 

 
 

 

 

  

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。 

【活動内容】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。 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 ９：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１２ （３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学３年生以上 

【活動時間】９：３０～１６：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒、上靴、帽子、タオル、着替え 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

B02 

幼保連携型認定こども園 

すみれこども園（担当者：渡邊幸子） 

〒412-0039 御殿場市竃 1233-1 
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。 

【活動内容】子どもと遊ぶ活動、保育士の簡単な手伝い、清掃（プール含）、草取り等 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）１５：００～１５：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／９，１０，１２，１５ （５人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （５人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ 

【昼   食】活動先で皆同じ食事 

（１日３００円）※主食（箸）は持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、筆記用具、主食、箸 

【服 装】体操着・ジャージ等、運動靴 

【備 考】 

B地区 
裾野市・御殿場市・ 
小山町の活動情報 

裾
野
市 

御
殿
場
市 



B03 

保育所 

双葉保育園（担当者：福原香） 

〒412-0046 御殿場市保土沢 500-3 
TEL：0550-89-2590 

元気で明るい方、待ってます!! 
子ども達とのふれあいの中で、子どものかわいらしさ、お世話する大変さなど、子どもの事を少しでもわかっていた
だければ・・・と思います。元気一杯子ども達と遊んで下さい。 

【活動内容】・保育の手伝い・掃除等環境整備 

【施設で活動できなくなった場合】子ども達に向けて、お手紙（ひらがな）を書いて頂けると嬉しいです。又、その
手紙のまわりに子どもが笑顔になるようなイラストや折り紙等を使って模様つけなどがあるとありがたいと思いま
す。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ８：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ：８／１８，１９，２２，２３ （４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ 

【昼  食】ごはんのみ持参給食代

300 円/1 日 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・着替え・ﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙ・白い

ごはん・はし・スプーン 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

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。 

【活動内容】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 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  ７月２８日（木）９：００～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３～６人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８ （３～６人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】８：００～１６：００ 

【昼  食】活動先でみんな同じ食事

をする（給食費不要） 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、水着、ビーチサンダル、筆

記用具、おはし、コップ 

【服 装】動きやすい服装（ジャージ） 

【備 考】 

B05 

就労継続支援Ｂ型 

むつみ作業所（担当者：滝口勝） 

〒412-0019 御殿場市山尾田 156-13 
TEL：0550-82-6478 

明るく楽しい作業所！一緒に活動しましょう 
色々な障害を持った人達が楽しく作業をしています。ぼかし作り、廃品回収、市のリサイクルセンターでのビン・ 
ペットボトルの選別等、皆な頑張っています。 

【活動内容】・作業所内作業手伝い・リサイクルセンター作業の手伝い等 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ８：５０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学 2 年生以上 

【活動時間】８：５０～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・筆記用具・タオル 

【服 装】作業のできる服装 

【備 考】 

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！ 

【活動内容】広告の折込、水耕栽培の収穫等 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）１０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３～５人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （３～５人） 

ｃ：８／２３，２４，２５，２６ （３～５人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（４００円） 

【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 

【備 考】 

B07 

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、いつもと違う経験をしてみませんか？待っています。 
さくら学園は、知的な障がいを持つ人たちが生活している入所施設です。約 150 名の人たちが利用されています。こ
の 2 年間は、新型コロナの感染状況をみながら活動を行っています。 

【活動内容】夏のフロアレクリエーション補助など 

【施設で活動できなくなった場合】１日屋外清掃または、草取り作業＋お手紙 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 ９：３０～１０：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８ （４人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、筆記用具 

【服 装】T シャツ、ズボン、体操服・ジャージ可 

【備 考】 

B08 

障害者支援施設 

富岳の園（担当者：早野均） 

〒412-0033 御殿場市神山 1925-1148 
TEL：0550-87-0161 

施設利用者と作業や芸術活動をしませんか。 
知的にハンディをかかえている方々が、就労や自立を目指し生活しています。作業活動を中心に、文化芸術、スポー
ツ等の活動にも力を入れています。 

【活動内容】・作業支援・芸術活動（絵画・和太鼓）・スポーツ活動・清掃活動 

【施設で活動できなくなった場合】事業所説明および施設見学※富岳の園活動 DVD など、環境整備 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：００～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （３人） 

ｂ：８／２３，２２，２４，２５，２６ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（500 円） 

【持ち物】上靴・筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

御
殿
場
市 



B09 

障害福祉サービス事業所 

アークビレッジ富岳（担当者：畑原礼子） 

〒412-0033 御殿場市神山 1925-1148 
TEL：0550-87-0161 

一緒に楽しい思い出を作りましょう。 
障がいのある方々が、社会自立に向けていろいろな活動に取り組んでいます。是非、一緒に活動してみませんか。お
待ちしてます。 

【活動内容】作業支援、清掃活動 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８ （３人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （３人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５ （３人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（５00 円） 

【持ち物】上靴・帽子・筆記用具・ﾀｵﾙ 

【服 装】動きやすい服装（長ズボン） 

【備 考】 

B10 

介護付有料老人ホーム 

ツクイ・サンシャイン御殿場 
（担当者：安藤匠） 

〒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。 

【活動内容】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。 【８／２１】夏祭り当日。
出店ブースの運営、準備。 

【施設で活動できなくなった場合】お客様とのコミュニケーション。水分補給。準備 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 ９：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１８，１９，２０，２１ （４人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１５：００ ※

休日も同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒、上靴、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

B11 

通所介護 

古民家デイホームたまほ村 
（担当者：勝又美代子） 

〒412-0041 御殿場市ぐみ沢 911 
TEL：0550-88-2537 

元気で笑顔がいっぱいのお年寄が待ってます 
人生の大先輩の利用者さんが大笑いしながらお話してます。この夏その中に入ってみませんか？色々な事を学ぶこと
ができますよ。 

【活動内容】利用者さんと一緒に活動（寄り添い・会話・レクリエーション・散歩など） 

【施設で活動できなくなった場合】施設の利用者さんへ手紙を書いて届けてもらう 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）９：３０～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／３，４，５，６ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１１：３０ 

【昼  食】活動先でみんな同じ食事

をする（550 円） 

【持ち物】筆記用具 

【服 装】動きやすい服装（スカートは×） 

【備 考】 

御
殿
場
市 



B12 

介護老人福祉施設 

御殿場十字の園（担当者：神戸由紀子） 

〒412-0023 御殿場市深沢 1465-1 
TEL：0550-83-1999 

笑顔あふれるデイサービスです 
定員３５名のデイサービスは、おもてなしの心で利用者様に一日を楽しく過ごして頂きます。他に特別養護老人ホー
ム、身体障害者デイ等の体験も可能です。 

【活動内容】・お茶配り・体操・レクリエーション参加 

【施設で活動できなくなった場合】オンライン活動、清掃活動 等 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 １０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／９，１０，１１，１２ （３人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （３人） 

ｄ：８／２３，２４，２５，２６ （３人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具 

【服 装】動きやすい服装（ジャージなど） 

【備 考】１０：００～１５：３０

で希望時間（昼休憩１２：００～ 

１３：００） 

B13 

幼保連携型認定こども園 

するがおやまこども園（担当者：後藤佳江） 

〒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。 

【活動内容】子どもと一緒に遊ぶ、保育者の手伝い、園内外の環境整備 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（水）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２～３人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２～３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：００ 

【昼  食】活動先で皆同じ食事 

（１日２５０円） ※主食は持参 

【持ち物】上履、帽子、水筒、水着、タオル、着替え、主食（ごはん）、 

給食代２５０円×活動日数 等 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

B14 

こども園 

すがぬまこども園（担当者：髙橋愛） 

〒410-1312 小山町菅沼 274-2 
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新園舎になり、元気な子ども達が毎日様々な経験や体験をとお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！ 

【活動内容】子どもと一緒に遊ぶ、保育者のお手伝い、園舎・園庭の清掃 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （３人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】８：３０～１６：００ 

【昼  食】活動先で皆同じ食事（１

食２５０円） 

【持ち物】上靴、主食（ごはん）、帽子、水着、タオル、エプロン、筆記用

具、水筒、着替え 

【服 装】運動できる服装 

【備 考】 

御
殿
場
市 

小
山
町 



 

B15 

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 83 
TEL：0550-75-2710 

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。 

【活動内容】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 

【施設で活動できなくなった場合】施設の子ども達、職員に手紙を書いて届ける。 

【施設のオリエンテーション】  ８月４日（木）１４：００～ すばしりこども園第２園舎にて 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】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 

【備 考】 

小
山
町 



 

   

 

 
 

 
 

  

C01 

保育所 

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。 

【活動内容】作り物（折り紙）、園舎内外の掃除 

【施設で活動できなくなった場合】作り物（折り紙）、園舎内外の掃除 

【施設のオリエンテーション】  ７月３０日（土）１０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （５人） 

ｂ：８／７，８，９，１０，１２ （５人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （５人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１１：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【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 

【備 考】 

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。 

【活動内容】①入居生活されている方々とのお話し②清掃③車椅子等の介助 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 １０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具 

【服 装】活動しやすい物（ジャージ・T シャツ・ポロシャツ） 

【備 考】 

C地区 
三島市の活動情報 

三
島
市 



 
  

 

 
 

 

 

  

D01 

生活介護事業所 

沼津虹の家（担当者：細川沙也夏） 

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

人と触れあう喜びを体験しよう！ 
虹の家では、障がいのある方たちが楽しく生活しています。一緒に楽しく活動しましょう！ 学校とは違う体験で心
豊かにしませんか？ 虹の家のみんなが皆さんをお待ちしています。 

【活動内容】利用者との対話、日常作業の手伝い、レクリエーション等 

【施設で活動できなくなった場合】①手紙や絵手紙を書いて届ける。②簡易防護服を作成し、届ける。（防護服製作
方法および材料はボランティア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  ８月１０日（水）１６：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （３人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、筆記用具、タオル、エプロン 

【服 装】ジャージ等動きやすい服装 

【備 考】 

D02 

生活介護事業所 

沼津のぞみの園（担当者：木本大輔） 

〒410-0007 沼津市西沢田 1040-1 
TEL：055-921-5320 

コロナ禍でも新たな出会いと交流を 
のぞみの園には、さまざまな個性を持った方がいらっしゃいます。皆さんは、それぞれ仲間と笑顔を見せ合ったり、
声をかけあったりして、楽しい時間を過ごしています。あなたも一緒に過ごしてみませんか。 

【活動内容】日中活動（利用者の方と一緒に散歩、作業や創作、余暇活動など）を行っていただきます。 

【施設で活動できなくなった場合】利用者の皆さんが楽しめるようなゲームづくり（ボードゲーム、トランプ、カル
タ、福笑いなど） 

【施設のオリエンテーション】  ８月２日（火）８：３０～９：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （５人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （５人） 

ｃ：８／２３，２４，２５，２６ （５人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：３０～１５：３０ 

【昼  食】活動先でみんな同じ食事

をする(500 円） 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・タオル・着替え・筆記用具 

【服 装】動きやすく汚れてもよい服 

【備 考】 

D地区 
沼津市・長泉町の 

活動情報 
沼
津
市 



 

D03 

障害者入所支援施設 

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。 

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

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  ８月６日（土）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１２ （５人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１３：３０～１５：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【備 考】 

※８／６の説明会は「のぞみの里」で

行うが、８／８～８／１２は C&C に直

接行き、同所から帰宅する。 

【持ち物】エプロン、上靴、体温計、着替え 

【服 装】動きやすい服装（サンダル禁止） 

D04 

障がい者支援施設 

悠雲寮（担当者：五十嵐忍） 

〒411-0934 長泉町下長窪 1122-2 
TEL：055-988-0660 

福祉の仕事にチャレンジしてみませんか！ 
コロナ禍でもできる福祉に関わるしごと、経験してみませんか？人を笑顔にする事が好きな方大歓迎 

【活動内容】生活支援全般、施設整備など 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を自宅で作成し、施設に届ける。（製作方法および材料はボランティ
ア協会より提供） 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 
ａ：８／１，２，３，４ （５人） 

ｂ：８／２，３，４，５ （５人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５ （５人） 

ｄ：８／２３，２４，２５，２６ （５人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学１年生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

でみんな同じ食事をする（６００円）

1 食６００円×日数分持参 ※行事に

重なる場合は一緒の物を食べること

があります。 

【持ち物】上靴・帽子・タオル・着替え・筆記用具・マスク 

【服 装】活動できる服装（学校ジャージ、体操着等） 

【備 考】参加キャンセルした場合

でも活動７日前から昼食代が発生し

ます。 

D05 

高齢者通所介護事業所 

デイサービス小春日和 
（担当者：杉山堅一） 

〒411-0933 長泉町納米里 405-9 
TEL：055-989-1515 

皆さんの笑顔をお待ちしています。 
同じ敷地内にひより保育園があり、かわいい園児たちを見ながら楽しく体操等を頑張っています。温かく、明るく元
気！がモットーのデイサービスです。 

【活動内容】利用者様との交流。お茶配り等、活動の援助。 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙活動をお願い致します。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （１人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （１人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （１人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１６：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・水筒・タオル・エプロン 

【服 装】動きやすく華美でないもの。（T シャツ、ジャージ、等） 

【備 考】 

沼
津
市 

長
泉
町 



   

 

 
 

 

 

  

E01 

障害者支援施設 

富士和光学園（担当者：石山かれん） 

〒417-0801 富士市大渕 4632-6 
TEL：0545-35-0384 

障害者との交流で、新しい自分を見つけよう 
知的障害を持つ御利用者様が入所している施設です。コロナ禍でなかなか外との交流が持てない生活が続いています
ので、皆さんにお会いできることを楽しみにしています。 

【活動内容】障害を持った御利用者様とのコミュニケーション、施設の日課補助 

【施設で活動できなくなった場合】①オンラインにて、音楽や手遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせなどを披露してい
ただきたいです。②御利用者様にお手紙を書いていただきたいです。文字を書くことが難しい方もいらっしゃいます
が、絵や折り紙などの作品でお返事をしたいと思います。＊オンライン活動は ZOOM を利用します。参加できる端末
のご用意をお願い致します。 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）９：３０～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２～３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：３０～１２：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴・水筒・着替え・筆記用具 

【服 装】活動しやすい服装（上…フード付き不可、下…足首まで隠れる長

さ） 

【備 考】 

E02 

生活介護（重症心身障害児・者） 

でら～と（担当者：村松・中川） 

〒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！ 

【活動内容】屋内外の清掃活動・行事の手伝い・利用者とのかかわりなど 

【施設で活動できなくなった場合】ZOOM でできることがあれば…要相談 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：３０～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （２人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：３０～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】筆記用具・タオル 

【服 装】動きやすい服装、運動靴 

【備 考】 

E地区 
富士市・富士宮市の 

活動情報 

富
士
市 



E03 

生活介護 

あそ～と（担当者：福森瞳） 

〒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。 

【活動内容】屋内外の清掃、行事の手伝い、利用者さんとのかかわりなど 

【施設で活動できなくなった場合】＜オンライン活動＞レクリエーションの時間（木曜日の１４時～１４時３０分
頃）に、利用者さんに歌や演奏、絵本の読み聞かせ等を届けていただきます。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）９：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】帽子、水筒、タオル、着替え、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装、運動靴 

【備 考】 

E04 

生活介護事業所 

ひかりの丘（担当者：酒井繭子） 

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

心の底から笑顔・個性の発見！！ 
重い障がいを持った方が通う通所施設です。利用者・職員が明るく、笑顔の多い空間です。活動の中で障がいを持っ
た方とのふれあいや会話を通して、「自分らしさ」の発見、「ボランティアの知識」を深めてみませんか。 

【活動内容】支援活動の補助 

【施設で活動できなくなった場合】①利用者に手紙か絵を書いて届ける ②簡易防護服の製作（製作方法および材料
はボランティア協会より提供）  ①②どちらか選んでいただきます。８／３０までに提出してください。 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 １３：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１６，１７，１８，１９ （４人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１３：３０～１５：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴、水筒、タオル、筆記用具 

【服 装】活動のしやすい服（学校のジャージ可） 

【備 考】 

E05 

障害者支援施設 

くぬぎの里（担当者：小岱健太郎） 

〒417-0801 富士市大渕 14282-1 
TEL：0545-35-5588 

意味のある夏休みを過ごしてみませんか？ 
心に残る思い出作りができたらと考えている方、気軽に集まってみて下さい。心のふれあいから、きっとあなたの新
しい自分が見つけられるはず…。 

【活動内容】利用者の話し相手・レクリエーション活動・施設内外の清掃等 

【施設で活動できなくなった場合】ご利用者様とお手紙のやりとり 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （１人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・水筒・タオル・着替え・筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

富
士
市 



E06 

障害者支援施設 

三和荘（担当者：飯田安亮） 

〒418-0112 富士宮市北山 7418-10 
TEL：0544-54-1751 

忘れられない一夏の体験を共に 
主に身体に障害をもっている方々が 80 名暮らしている生活施設です。明るく思いやりのある方、大歓迎です。施設
の利用者様は皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。 

【活動内容】・施設内外の清掃・施設利用者様との交流、散歩介助・行事等の手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】質問状等の手紙でのやりとり など 

【施設のオリエンテーション】  ８月５日（金）１４：００～１５：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 
ａ：８／１６，１７，１８，１９ （３人） 

ｂ：８／２３，２４，２５，２６ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１５：００  

※９時～１０時に施設に行き、活動開

始時間より６時間の活動となります。 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（３６０円～） 

【持ち物】上靴・筆記用具・着替え 

【服 装】活動しやすい服装(ジャージ等） 

【備 考】 

E07 

生活介護 

らぽ～と（担当者：青野瞳） 

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

利用者さんの笑顔に触れてみませんか 
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。 

【活動内容】利用者さんと一緒に活動（散歩や読み聞かせなど） 

【施設で活動できなくなった場合】①オンラインで歌、演奏、読み聞かせ、特技などを披露していただきます。②外
回りの掃除 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／、１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （２人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】帽子・水筒・タオル・着替え 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

E08 

特別養護老人ホーム 

しらいと（担当者：宮本遥香） 

〒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。 

【活動内容】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。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。 

【施設で活動できなくなった場合】タオルやいらない布でアームウォーマーやレッグウォーマーを作成して欲しいで
す。 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 １０：００～１１：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （１～４人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （１～４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】弁当、水筒 

【服 装】動きやすく汚れてもいい服装 

【備 考】 

富
士
宮
市 



 

E09 

特別養護老人ホーム 

楓の丘（担当者：中村里子） 

〒419-0316 富士宮市羽鮒 2505-1 
TEL：0544-65-3800 

お年寄りとの触れ合いで、新しい自分を発見 
楓の丘は入所・ショート・デイサービスがある高齢者福祉施設です。お年寄りが最期までその方らしく、安心して過
ごせるよう支援しています。お年寄りとの関わりで、色々なことを教わり、成長し続けるよう取り組みます。 

【活動内容】お年寄りの話し相手、お茶出し、散歩、シーツ交換、清掃、レクリエーションの手伝い、行事の手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】作品づくり（絵手紙や折り紙などお客様のお部屋に飾れるような作品を作ってい
ただきます。） 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 １０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （１～２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１ （１～２人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （１～２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・筆記用具・ﾀｵﾙ・着替え 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

富
士
宮
市 



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②JR 御殿場線「岩波駅」
→「深良支所入口」下車徒歩 1 分  

B02 

すみれこども園 
（御殿場市竃 1233-1） 
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 

双葉保育園 
（御殿場市保土沢 500-3） 
ＪＲ御殿場駅より富士急バス板妻線
にて原里支所前下車徒歩３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  
御殿場南小学校が目印 

B05 

むつみ作業所 
（御殿場市山尾田 156-13） 
JR 御殿場線御殿場駅下車上野線バス高
根支所下車徒歩３分  
消防団詰所となり 

   

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 
「野の花」が目印 
 

B08 

富岳の園 
（御殿場市神山 1925-1148） 
ＪＲ御殿場線岩波駅よりタクシーで 10
分  

   



B09 

アークビレッジ富岳 
（御殿場市神山 1925-1148） 
①ＪＲ御殿場線岩波駅よりタクシー
10 分、徒歩 40 分②ＪＲ御殿場線富士
岡駅より徒歩 45 分  
県立御殿場支援学校の北側 

B10 

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  

B11 

古民家デイホームたまほ村 
（御殿場市ぐみ沢 911） 
ＪＲ御殿場駅よりバス青少年交流の家
行きませ口下車徒歩 5 分  
のぞみ作業所、あけぼのの近く 

   

B12 

御殿場十字の園 
（御殿場市深沢 1465-1） 
①JR 御殿場線…御殿場駅下車タクシ
ーで約 10 分②東名ハイウェイバス・・
御殿場 IC 出口タクシーで約 7 分  
施設の看板ありあまだとんぼ池 P 横、
３階建 

B13 

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  

B14 

すがぬまこども園 
（小山町菅沼 274-2） 

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 

   

B15 

すばしりこども園 
（小山町須走 83） 
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  
静岡中央銀行が目印 

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  
沼信あしたか支店が目印 

D02 

沼津のぞみの園 
（沼津市西沢田 1040-1） 
JR 沼津駅より富士急バス江原公園経由東
平沼行きまたは吉原中央駅行き西沢田下
車徒歩１０分  
西沢田バス停近くに小さい川があります。
川に沿って看板があります。 

D03 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  
愛鷹小学校より南に 200ｍ 

D04 

悠雲寮 
（長泉町下長窪 1122-2） 
JR 御殿場線長泉なめり駅下車    
徒歩１５分 
道路に面した所に入り口（正門）あり 

D05 

デイサービス小春日和 
（長泉町納米里 405-9） 
JR 御殿場線長泉なめり駅より徒歩 10 分。
自転車可。サービス付き高齢者向け住宅
「カームライフ納米里」の隣。 

E01 

富士和光学園 
（富士市大渕 4632-6） 
山奥の施設のため公共交通機関があり
ません。御家族の車での送迎などでお願
い致します。※どうしても難しい場合は
相談ください。  

 

 
 

E02 

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  
広見公園の東側 

E03 

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  
体操教室（ジムスティックオクダ）南 

E04 

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  
丘ホーム正面・「ろばた焼き一心」なな
め向かい 

 
  



 

E05 

くぬぎの里 
（富士市大渕 14282-1） 
吉原中央駅よりバス希望ヶ丘下車徒
歩 2 分  

E06 

三和荘 
（富士宮市北山 7418-10） 
ＪＲ富士宮駅より富士急行ﾊﾞｽ白糸滝方
面、静岡富士病院前下車１５分、駅よりタ
クシー２０分  
富士厚生会看板が目印 

E07 

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  

 

 

 

E08 

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「上井出出張所」下
車徒歩７分  

E09 

楓の丘 
（富士宮市羽鮒 2505-1） 
市営宮バス樽久保線「楓の丘」バス停下車
徒歩 1 分  

 

  

 



 

ボランティアに参加する前に・・・ 

かならず  
ボランティア活動中には、どれだけ気をつけていても事故が起きてしまうことがあります。 

自分が怪我をしてしまった時、相手に怪我をさせてしまった時……万一の時に備えて、ボランティア活動中

の事故や怪我をカバーする保険には必ず加入しましょう。 

例えばボランティア活動中にこんなこと・・・ 

・転んで怪我をして通院した。 

・食べた弁当で食中毒になって入院した。 

・誤って利用者に怪我をさせた。 

・誤って施設の備品を壊した。 

・自転車で活動に向かう途中、 

他人に怪我をさせた。 Etc. 

ボランティア活動を対象とした保険の一例として、全国 200 万人が加入する「ボランティア活動保険」が

あります。1人あたりの保険料 350円から加入することができ、お住まいの社会福祉協議会で手続きをする

ことができます。 

自分のお住まいの社会福祉協議会は右のページをチェックしてください。 

詳細は、社会福祉協議会やボランティア活動保険のパンフレット、ホームページでご確認ください。 

 物を壊してしまった… 
どうしよう…。 

★誰かに怪我をしてしまった時、物を壊してしまった時など・・・ 

何か困ったことが起きた時には自分だけで抱え込まずに必ずボランティアの

受入先に相談しましょう。 


