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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。
活動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。

行き方も再確認
しよう！

日 時 会 場 参加対象者

7月23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

浜松市・湖西市

7月27日（水）
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

磐田市

7月28日（木）
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

菊川市・掛川市・
袋井市・森町

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



●掛川市 ●浜松市中区・西区・南区

No. 頁 施設名 施設種別 No. 頁 施設名 施設種別

J01 9 子育てセンターひだまり 幼児 L01 22 くるみ作業所 心身障がい者

J02 9 子育てセンターさやのもり 幼児 L02 22 和合愛光園 お年寄り

J03 10 子育てセンターとものもり 幼児 L03 23 浜松市立北図書館 社会教育

J04 10 すずかけっこ保育園 幼児 L04 23 神ケ谷園 心身障がい者

J05 10 あいあい学園 知的障がい者 L05 23 浜松デイサービスセンター お年寄り

J06 11 掛川工房つつじ 知的障がい者 ●浜松市北区

J07 11 ひまわり工房 精神障がい者 L06 24 くるみ共同作業所 知的障がい者

J08 11 特別養護老人ホームさやの家 お年寄り L07 24 浜松市根洗学園 知的障がい児

J09 12 さやの家デイサービスセンター お年寄り L08 24 根洗作業所 心身障害者

●菊川市 L09 25 第二静光園 お年寄り・視覚障がい

J10 12 ふれんずつばさ 障がい児（者） L10 25 聖隷厚生園讃栄寮 心身障がい者

J11 12 草笛共同作業所 知的障がい者 L11 25 もくせいの里 お年寄り

J12 13 清松園 身体障がい者 L12 26 浜松十字の園 お年寄り

J13 13 きくがわ作業所 精神障がい者 L13 26 県立三ヶ日青年の家 社会教育

J14 13 和松会デイサービスセンター お年寄り L14 26 三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センター 社会教育

●袋井市 ●浜松市浜北区

J15 14 明和苑 お年寄り L15 27 子育てセンターきぶね 幼児

J16 14 袋井学園 知的障がい者 L16 27 子育てセンターしばもと 幼児

J17 14 ワークスつばさ 知的障がい者 L17 27 子育てセンターしんぱら 幼児

J18 15 紫雲の園 お年寄り L18 28 子育てセンターなかぜ 幼児

J19 15 浅羽デイサービスセンター お年寄り L19 28 子育てセンターかきのみ 幼児

●森町 L20 28 子育てセンターこまつ 幼児

J20 15 森町三倉デイサービスセンター お年寄り L21 29 子育てセンターみゅうのおか 幼児

●磐田市 L22 29 児童発達支援事業所こでまり 障がい児

K01 17 おおふじ学園 知的障がい者 L23 29 ひまわり 心身障がい児

K02 17 あおばのさと 知的障がい者 L24 30 ふれんず 心身障がい者

K03 18 遠州の園 お年寄り L25 30 かがやき 知的障がい者

K04 18 第二遠州の園 お年寄り L26 30 オルゴール 身体障がい者

K05 18 子育てセンターみなみしま 幼児 L27 31 しんぱらの家 お年寄り

K06 19 子育てセンターとみがおか 幼児 L28 31 しんぱらの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ お年寄り

K07 19 聖隷こども園こうのとり豊田 幼児 L29 31 浜北学苑 身体障がい者

K08 19 豊田みなみ保育園 幼児 L30 32 あかいし学園 知的障がい者

K09 20 学童保育所「ホッと」 児童 L31 32 厚生寮 身体障がい者

K10 20 はまぼう 障がい者 L32 32 浜名 身体障がい者

K11 20 福寿荘 お年寄り ●浜松市天竜区

K12 21 白寿園 お年寄り L33 33 子育てセンターすぎのこ 幼児

K13 21 豊田一空園 お年寄り L34 33 子育てセンターやまびこ 幼児

K14 21 豊仙苑 お年寄り L35 33 やまびこデイサービスセンター お年寄り

L36 34 百々山 お年寄り

L37 34 赤石寮 知的障がい者

L38 34 清風寮 心身障がい者

L39 35 赤松寮 障がい者

L40 35 さくまの里 お年寄り

L41 35 龍山デイサービスセンター お年寄り

●湖西市

L42 36 なぎさ保育園 幼児

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。



   

 

 
   

  

J01 

児童福祉施設 

子育てセンターひだまり 
（担当者：鈴木美知穂） 

〒436-0030 掛川市杉谷南 2-1-1 
TEL：0537-23-1771 

笑顔いっぱい、元気に子どもと遊びましょう 
赤ちゃんから５歳児まで元気いっぱい毎日笑顔で生活しています。幼保連携型認定こども園となり、幼稚部・保育部
の子ども達が毎日元気に過ごし、にぎやかな楽しい声がいっぱいです。 

【活動内容】保育の手伝い（一緒に遊ぶ、着替え、食事介助）、清掃・絵本の整理など 

【施設で活動できなくなった場合】園庭の環境整備、折り紙作成、製作物準備＊感染状況により園内への入室をお断
りすることがあり、園外でもできる作業をお願いします。 

【施設のオリエンテーション】  ８月４日（木）１５：３０～１６：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：３０～１１：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴、水筒、帽子、タオル、着替え、筆記用具、軍手 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J02 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターさやのもり 
（担当者：松尾華奈） 

〒436-0047 掛川市長谷 1687-2 
TEL：0537-24-2251 

子ども達の笑顔に囲まれたボランティア活動 
令和３年度４月から、幼保連携型認定こども園としてスタートしています。”自己肯定感・貢献感・感謝の気持ちを
育む”を教育目標として、０歳児から就学前までの子どもたちが楽しく笑顔いっぱいで過ごしています。 

【活動内容】保育の手伝い・環境整備 

【施設で活動できなくなった場合】環境整備。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）＊新型コロナウイルス感染症の状況により、受け入れが変わります。ご了承ください。 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）１３：３０～１４：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （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】９：３０～１１：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、筆記用具 

【服 装】 

【備 考】 

J地区 
掛川市・菊川市・袋井市
・森町の活動情報 

掛
川
市 



J03 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターとものもり 
（担当者：戸田貴美） 

〒436-0043 掛川市大池 2305 
TEL：0537-25-6800 

子どもたちと楽しく関わりながら、心と体を動かす体験を一緒にしましょう。 
子どもたちの笑顔を見たり、会話をしたりしながら、園舎や園庭の整備をします。子どもたちに元気をもらいなが
ら、楽しく活動できます。 

【活動内容】施設の窓拭きや、駐車場、園庭の草取りをしていただきます。 

【施設で活動できなくなった場合】運動会のメダルづくり、環境整備（コロナ感染症状況により受入ができない場合
があります） 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）１４：３０～ 

【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： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１７：００ 

【昼  食】活動先みんな同じ食事を

する（300 円） 

【持ち物】帽子、水筒、タオル 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J04 

保育園 

すずかけっこ保育園 
（担当者：三室美琴） 

〒436-0043 掛川市大池 2956 
TEL：0537-61-2505 

子ども達の笑顔を大切に保育しています 
掛川市と天竜厚生会が協定を結び県内初の公私連携型保育園である。建物が未満児棟と以上児棟に分かれているので
落ち着いた空間で保育を行っている。又体力づくりの為に自然を求めて散歩に出かけています。 

【活動内容】環境整備・清掃活動・保育補助 

【施設で活動できなくなった場合】環境整備・清掃活動 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１４：００～１４：３０ 

【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：８／２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１６：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、水着、エプロン、筆記用具 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

J05 

生活介護事業所 

あいあい学園（担当者：弓田匡人） 

〒436-0016 掛川市板沢 1941-6 
TEL：0537-24-6874 

モットーは「ふれあい、学びあいの心」 
掛川市や近隣より、主に知的障害を持つ１８歳以上の利用者さん３５名が通園してきています。日中活動内容は、作
業や余暇活動、健康づくり、その他外出行事等、様々な体験もおこなっています。 

【活動内容】作業…下請作業、自主製品。健康づくり…歩行、室内運動。余暇活動…クラブ、体験教室など。 

【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】  ８月１０日（水）１６：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１５：３０ 

【昼  食】活動先で注文可能 

【持ち物】上靴、帽子、筆記用具、タオル、着替え 

【服 装】動きやすく汚れてもよい服装 

【備 考】 

掛
川
市 



J06 

就労支援 B 型事業所 

掛川工房つつじ（担当者：松本梢恵） 

〒436-0047 掛川市長谷 200 
TEL：0537-21-2583 

ともに働き、ともにふれあう楽しさで、ワクワクとドキドキを体験しよう！ 
「みんなで知恵を出し合い、考え合って、新しい作業にもチャレンジしよう」を目標にみんなで取り組んでいます。
この夏、一緒にチャレンジして、何か感じてみませんか？たくさんの笑顔を見に来てください。 

【活動内容】作業…祭典用軒花作り、下請、縫製、ウォーキングなど 

【施設で活動できなくなった場合】オンライン活動（３０分オンラインで施設紹介を行ない、それについて手紙を書
いていただきます）＊オンライン活動は ZOOM で行ないます。参加できる端末を用意してください。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ： （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、水筒、タオル、着替え、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J07 

就労継続 B 型支援事業所 

ひまわり工房（担当者：重野雅史） 

〒436-0079 掛川市掛川 910-1 
TEL：0537-23-3778 

「知る」と世界が広がるよ 
おしぼりのリース（回収・洗濯・配達）を行なっています。主に飲食店や旅館、工場等に納品しています。食品部門
ではパン・おにぎり・焼き菓子を製造しています。 

【活動内容】こころに病のある人たちと、おしぼりのクリーニング作業、パンやおにぎり、クッキー作りをします。 

【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）＊８月３０日までに提出してください。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ８：３０～９：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１ （４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１５：３０ 

【昼  食】持参も施設で注文も可

（注文は参加者費用負担）注文の場合

260～320 円 

【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】 

J08 

特別養護老人ホーム 

さやの家（担当者：熊切智子） 

〒436-0047 掛川市長谷 1673 
TEL：0537-21-1340 

あなたにできることを、あなたなりに発揮してみませんか？ご参加お待ちしております。 
平成８年４月開設。「年齢を重ねるほど人としての尊厳を大切にしたい」という考えを大切に、自発的にできること
を尊重し、一人ひとりに合った介護を、やさしさを添えて提供しています。 

【活動内容】お話し相手・移送介助・入浴後の整髪・お茶出し等 

【施設で活動できなくなった場合】家族に送る入所者の写真のデコレーション、敬老会に向けて入所者にプレゼント
するメッセージカードの作成 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 １３：３０～１４：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／９，１０，１１，１２ （２人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上で掛川市内の方  

【活動時間】１４：００～１６：００ 

※休日も同様 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴・筆記用具・水筒 

【服 装】動きやすい服装（ジーンズ・ハーフパンツ不可） 

【備 考】 

掛
川
市 



J09 

通所介護 

さやの家デイサービスセンター 
（担当者：藤原愛美） 

〒436-0047 掛川市長谷 1673 
TEL：0537-21-1340 

この夏、新しい体験をしてみよう！ 
老人ホーム、デイサービス、訪問入浴、居住介護支援事業所、地域包括支援センターが併設していて相互に連携して
いる施設です。地域の方々が気軽に相談し、安心して利用できるよう職員一同が元気に働いています。 

【活動内容】レクリエーションの補助 

【施設で活動できなくなった場合】９月に配布予定のご利用者様への手紙の作成をお願いします。詳細はオリエンテ
ーション時に説明いたします。 

【施設のオリエンテーション】  ８月５日（金）１４：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１２ （２～３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１３：３０～１５：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】水筒、タオル、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J10 

障害施設 

ふれんずつばさ（担当者：鈴木雅雄） 

〒437-1521 菊川市上平川 87-1 
TEL：0537-73-4665 

子ども達と触れ合い、笑い、素敵な夏の思い出をつくりませんか。 
ふれんずつばさは、障がいのある児童が学校の放課後や夏休み等の長期休暇に利用できる放課後等デイサービス事業
所です。子ども達と一緒に、元気よく遊んでみませんか。 

【活動内容】プール・野外活動（公園散歩）で、児童と一緒に遊んでいただきます。施設内の活動のみでなく、車で
一緒に野外へ出掛ける事もあります。 

【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】  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 （２～３人） 

ｂ：８／６，８，９，１０ （２～３人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９，２０（２～３人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２～３人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１７：００  

※休日も同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒・上靴・タオル・帽子 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J11 

障害福祉 

草笛共同作業所（担当者：鈴木宏明） 

〒437-1521 菊川市上平川 7-1 
TEL：0537-73-4665 

この夏、新たな出会いと発見、経験ができる場所がここにあります！ 

人の役に立つ喜びを味わいませんか？ 
草笛共同作業所には５４名の利用者さんがいます。それぞれが得意な作業に取り組み、毎日元気に明るく過ごしてい
ます。素敵な仲間とともに、夏の思い出をつくりましょう！！ 

【活動内容】手芸品製造、楽器製造、リサイクル活動といった作業に利用者さんと共に取り組んでいただきます。 

【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】  各活動期間の初日 ８：３０～９：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （５人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （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】８：３０～１６：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】帽子・水筒・タオル 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

掛
川
市 

菊
川
市 



J12 

障害者支援施設 

清松園（担当者：赤堀元規） 

〒437-1513 菊川市棚草 1284 
TEL：0537-73-2662 

利用者と触れ合い笑顔溢れる時間を過ごそう 
清松園は体の不自由な人達が暮らしている施設です。活動内容として、食事のお手伝いや利用者との会話、レクリエ
ーションがあります。利用者とのふれ合いを通して、笑顔溢れる時間を過ごしましょう。 

【活動内容】お茶配り。利用者の方との会話。食事のお手伝い。部屋の掃除。レクリエーション。 

【施設で活動できなくなった場合】①福祉についての作文を提出（題材は自由。１枚以上）②福祉についてのポスタ
ーを提出（題材は自由） ※作文かポスターどちらか一つを選択肢、施設へ提出する。 

【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：８／８，９，１０，１１ （２人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１４：００ 
※休日も同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・タオル・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J13 

就労継続支援 B 型事業所 

きくがわ作業所（担当者：小笠原靖） 

〒439-0018 菊川市本所 1407-4 
TEL：0537-28-9711 

障がいをもつ人たちに、もっともっと笑顔を作ってください。 

若い学生さんたちへ 私たちの笑顔メーカーになってね 
「もっと、自分らしく、あたりまえに」、障がいがある人たちが、地域で生活できるように支援しています。仲間と
交流したり、作業をとおして社会参加する場を提供します。 

【活動内容】こころに病のある人達と内職作業をします 

【施設で活動できなくなった場合】オンラインを通じて歌や演奏を披露してください＊オンライン活動は「ZOOM」
を利用します。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：００～９：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 
ａ：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ 

【昼  食】持参も施設で注文も可

（参加者費用負担）注文の場合 300 円

前後 

【持ち物】上靴、タオル 

【服 装】作業ができる格好 

【備 考】 

J14 

認知症対応型通所介護 

和松会デイサービスセンター 
（担当者：山崎哲寛） 

〒437-1512 菊川市猿渡 258-1 
TEL：0537-73-6525 

ボランティア活動をとおして認知症について学ぶことが出来ます。 
認知症の進行予防に取り組んでいるデイサービスセンターです。安心を感じて頂ける関わり方、自信を取り戻すこと
ができる関わり方、一日のプログラムの中で様々な認知症ケアを実践しています。 

【活動内容】運動や脳トレを一緒に行うなど活動のサポート 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙活動…デイサービスご利用者に水分摂取や感染予防など健康に気をつけて
過ごして頂けるよう励ましのお手紙をお願いします。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１４：００～１５：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１，１２ （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】１３：００～１５：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】マスク 

【服 装】動きやすい服装、上履き 

【備 考】 

菊
川
市 



J15 

特別養護老人ホーム 

明和苑（担当者：鶴見政志） 

〒437-0121 袋井市宇刈 850-1 
TEL：0538-49-1555 

お年寄りとお話してみたい！レクリエーションが得意！という学生大歓迎。 

特別養護老人ホームってどんなところか体験してみたいという気持ちのある方の参加をお待ちしています。  
特別養護老人ホーム明和苑は入所者８０名、デイサービス２５名が毎日ご利用されています。明るく元気いっぱいな
施設でボランティアしてみませんか！！ 

【活動内容】施設内の清掃（車いす・ベッド周り・窓ふき・送迎車両の洗車等）と昼食の下膳補助 

【施設で活動できなくなった場合】①施設入所者様・デイサービス利用者様とは関わらず、送迎車両の洗車を行う。 
②暑中お見舞いまたは残暑お見舞いを利用者様宛に書いていただく。①の場合は 2 週間前からの検温と行動チェック
表を必ず作成し活動初日に施設職員に提示すること。活動日も毎朝検温を行い施設職員へ報告すること。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１４：００～１５：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （４人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１，１２ （４人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （４人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （４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 

【備 考】活動の２週間前から検温と

行動チェック表をかならず作成し、事

前オリエンテーションと活動初日に

施設職員に提示すること。活動中は毎

朝検温を行い施設職員へ報告をする

こと。 

【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 

【服 装】活動しやすい服装（ジャージ等） 

J16 

障害者支援施設 

袋井学園（担当者：石黒久美子） 

〒437-0021 袋井市広岡 4296 
TEL：0538-42-3228 

この夏、一緒に時間を過ごしましょう。 
さまざまな障がいや個性ある人たちが、生活しています。みなさんとの交流を利用者のみなさんは、楽しみにしてい
ます。福祉に興味のある方、ぜひ参加してみませんか？ 

【活動内容】活動支援（農園芸、室内作業）、環境整備、利用者の方との会話 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙活動（利用者さんに残暑見舞いを書いていただきます）＊８／２０までに
届くようにお願いします。 

【施設のオリエンテーション】  ８月５日（金）１０：００～１０：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１１，１２ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１６：００  
※休日も同様 

【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】活動しやすい服装（長ズボン）、運動靴 

【備 考】 

J17 

障害福祉サービス多機能事業所 

ワークスつばさ（担当者：杉山ふじ子） 

〒437-0062 袋井市泉町 2-10-5 
TEL：0538-43-0619 

利用者さんのあたたかさを感じて下さい！ 
ワークスつばさは「働く気持ち」を大切にした環境づくりをモットーに活動をしている施設です。作業は、利用者さ
んと職員が力を合わせ、余暇活動では一緒に笑い、楽しく過ごしています♬ぜひ一度体験してください！ 

【活動内容】室内での軽作業等。明るく元気よく活動していただきたいです。 

【施設で活動できなくなった場合】手紙や絵画等いただけると嬉しいです。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１５：３０～１６：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

（外注弁当の注文可） 

【備 考】９時から作業は開始です

が、８時４５分のラジオ体操から参加

していただけるとありがたいです。 

【持ち物】上靴、水筒、タオル、帽子 

【服 装】動きやすい服装（短パン不可） 

袋
井
市 



 

J18 

介護老人福祉施設 

紫雲の園（担当者：倉田功） 

〒437-1102 袋井市浅名 1577-1 
TEL：0538-23-4710 

高齢者と触れあいをしよう！！ 
緑あふれる環境の中で高齢者が生活している施設です。笑顔の多い高齢者と一緒に素敵な一日を過ごしませんか。 

【活動内容】利用者との交流（レクリエーション等への参加）・周辺環境の整理（清掃）・車椅子の移動時介助・利用
者との話し相手・食事の際の配膳・下膳など 

【施設で活動できなくなった場合】施設外清掃（窓ふき、草とり等） 

【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：８／８，９，１０，１１ （１～２人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （１～２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１４：００ 

※休日も同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、着替え、水筒 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J19 

老人デイサービスセンター 

浅羽デイサービスセンター 
（担当者：金丸友美） 

〒437-1101 袋井市浅羽 4140 
TEL：0538-23-0303 

新型コロナ感染症に負けず、お年寄りに笑顔を届けよう！！ 
袋井市浅羽地区にある緑に囲まれた施設です。毎日、４０名程度のご利用者様が利用されています。平均年齢８７歳
と高齢ですが、元気に過ごされています。職員も３０～７０代と幅広く、ご利用者様に負けず元気に頑張っていま
す。この夏の思い出として活動に参加してみませんか？もしかしたらこれからの人生のヒントがもらえるかもしれま
せんよ！ 

【活動内容】レクリエーション、お茶配り、食事配膳、下膳、お年寄りとの会話、散歩、清掃 

【施設で活動できなくなった場合】①お手紙活動とゲームに使用する備品を作っていただくのも良いのではないかと
思っています。具体的な計画はこれからです。 

【施設のオリエンテーション】  ８月５日（金）１１：００～１２：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／９，１０，１１，１２ （２～３人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （２～３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】タオル、水筒 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

J20 

通所介護・老人デイサービス 

森町三倉デイサービス 
センター（担当者：木又かずみ） 

〒437-0208 森町三倉 815 
TEL：0538-86-0860 

自分らしさを思いっきり発揮して！！ 
年齢こそ違っても喜び、悲しみ、楽しさ、辛さは同じ。でも年齢を重ねた高齢者の心ははかりしきれない宝物がいっ
ぱい詰まっています。どうぞ触れ合って宝物を探してみて下さい。とても楽しいですよ！！ 

【活動内容】・利用者の皆さんと話をする・生活の中での補助的な手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】清掃活動、創作活動 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ８：００～ 

【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：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１７：１５ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

袋
井
市 

森
町 



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 



   

 

 
 

 
 

  

K01 

生活介護事業所 

おおふじ学園（担当者：袴田博紀） 

〒438-0002 磐田市大久保 204-1 
TEL：0538-38-2278 

未経験者大歓迎です!! 
自然豊かなおおふじ学園で、障がいのある方と一緒に楽しく活動してみませんか？純粋な心を持った利用者の方と過
ごす時間は将来きっと自分のためになります。 

【活動内容】手芸・芸術・工芸・空き缶つぶし・たまごのカラ割・レクリエーションを行っています。その他余暇活
動として散歩・ドライブ・卓球教室・プール・園芸等も行っています。 

【施設で活動できなくなった場合】利用者様が掃除活動で使う雑巾を製作していただけると嬉しいです。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１０：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （１人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１，１２ （１人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・水着・ﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙ 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

K02 

障害者福祉サービス 

あおばのさと（担当者：溝口弘志） 

〒438-0002 磐田市大久保 720-2 
TEL：0538-38-2877 

緑と笑顔いっぱいの「あおばのさと」にぜひいらしてください。 
利用者の皆さんは、元気で優しくて話好きな人たちです。新しい人達との出会いをとても楽しみにしています。一緒
に作業して、お話しして、交流してみませんか？ 

【活動内容】利用者との交流、観葉植物の手入れ、シートを伸ばす作業等の手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服を作成のうえ施設に送付（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１日（月）１６：００～１６：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （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】弁当持参 

【持ち物】タオル、水筒、上靴、帽子、筆記用部 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

K地区 
磐田市の活動情報 

磐
田
市 



K03 

介護老人福祉施設・特別養護老人ホーム 

遠州の園（担当者：藤原美鈴） 

〒438-0002 磐田市大久保 522-1 
TEL：0538-38-2145 

お年寄りとのふれあいを楽しんで下さい 
入居者１００名の施設です。多くのお年寄りとふれあって下さい。 

【活動内容】・入所者とのふれあい・デイサービス利用者とのお話し・リハビリ補助・園の内外清掃・行事のお手伝
い 

【施設で活動できなくなった場合】施設の入居者に手紙や絵を書いて届ける 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：００～９：３０ 

【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：８／２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】活動しやすい服装（ｽｶｰﾄ不可） 

【備 考】 

K04 

特別養護老人ホーム 

第二遠州の園（担当者：野中美紀代） 

〒438-0055 磐田市鮫島 1804-1 
TEL：0538-34-1165 

あなたの「笑顔」を待っています。 
平均年齢 85 歳以上の方が生活をしている施設です。働く人も生活している方も年齢幅は広いですが、笑顔いっぱい
の施設です。特養に関心のある方、お年寄りと話をしてみたい方、お待ちしています。 

【活動内容】話し相手・散歩の介助・掃除・レクリエーション・クラブ活動の援助等 

【施設で活動できなくなった場合】外掃除 

【施設のオリエンテーション】  ８月２日（月）９：００～９：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１２：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

K05 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターみなみしま 
（担当者：村松千穂） 

〒437-1209 磐田市南島 164-1 
TEL：0538-55-6255 

小さな頃に親しんだ、たくさんの絵本に触れてみませんか。 
磐田市の南の方ののんびりした環境の中、子ども達の笑い声が園舎中に響き渡る、とても明るく元気な園です。 

【活動内容】保育補助・園内環境整備（清掃） 

【施設で活動できなくなった場合】絵本の修繕、清掃作業＊代替活動の時間は 9:30～11:00 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１３：３０～１４：００ 

【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】中学生以上 

【活動時間】９：００～１７：００ 

【昼  食】活動先でみんなで同じ食

事をする（参加者費用負担）昼食代 

1 日 300 円 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・タオル・着替え・マスク（必要枚数） 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

磐
田
市 



K06 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターとみがおか 
（担当者：村松加奈子） 

〒438-0803 磐田市富丘 162-1 
TEL：0538-35-2524 

笑顔いっぱいの子ども達と遊びましょう！ 
子育てセンターとみがおかは、０歳児～５歳児までの９６人の子ども達が、一緒に遊んだり、様々な活動をして過ご
しています。子ども達と一緒にお話ししたり体を動かして遊んだりして交流してみませんか？ 

【活動内容】子ども達と一緒に遊んだりして交流する。清掃などの環境整備 

【施設で活動できなくなった場合】花だんや畑の草取りや園庭の環境整備。製作活動の準備やおまつりごっこで使用
する物の製作。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２８日（木）９：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１２：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】帽子、水筒、タオル、着替え、筆記用具、軍手 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

K07 

こども園 

聖隷こども園こうのとり豊田 
（担当者：菅沼愛都） 

〒438-0823 磐田市下本郷 1055 
TEL：0538-35-2523 

かわいい笑顔が、あなたを待っています！ 
泣いたり怒ったり、いろんな表情を見せてくれる子どもたちに囲まれて、いろんな人に大切にされ、愛されて大きく
なったあなたをこの夏見つめなおしてみませんか？ 

【活動内容】保育活動のお手伝い、子どもの生活のお世話、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２８日（木）１０：００～１１：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （５人） 

ｂ：８／５，８，９，１０ （５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 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、筆記用具、タオル、水着、エプロン、 

コップ、箸、水着の帽子、プール用タオル 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

K08 

保育所 

豊田みなみ保育園（担当者：村上幸代） 

〒438-0835 磐田市豊田西之島 552 
TEL：0538-32-3078 

子どもの心に触れて、元気になろう！ 
木の香りとぬくもりを感じながらゆったりとした空間の中で過ごすことができます。子どもたちの「やさしい心」
「すなおな心」に触れて、夏休みの素敵な思い出を作ってみませんか？お待ちしています。 

【活動内容】・子どもの生活のお世話・保育活動のお手伝い・園内外の環境整備（清掃・草取りなど） 

【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】  ７月２９日（金）１４：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１２：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

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

ﾙ・食事用ｴﾌﾟﾛﾝ・三角巾 

【服 装】活動しやすい服装・靴 

【備 考】 

磐
田
市 



K09 

学童保育所 

学童保育所「ホッと」 
（担当者：村上幸代） 

〒438-0835 磐田市豊田西之島 552 
TEL：0538-32-3078 

笑おう、遊ぼう、楽しもう！ 
木の香りとぬくもりを感じながらゆったりとした空間の中で１人１人の心をほっとさせる学童保育所！小学生と先生
たちと一緒に心から笑って楽しい思い出を作りませんか？お待ちしています。 

【活動内容】学習の見学・見届け、外・室内遊び、給食おやつの準備片付けなど 

【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】  ７月２９日（金）１４：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１２：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・着替え・水着（ﾌﾟｰﾙ道

具）・ﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙ・食事用ｴﾌﾟﾛﾝ・三角巾 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

K10 

指定生活介護事業所 

はまぼう（担当者：花井力） 

〒437-1203 磐田市福田 4396-1 
TEL：0538-55-2362 

利用者さんと楽しく過ごしてみませんか？ 
はまぼうでは、２つのグループに分かれて活動しています。午前は作業を行い、午後は作業の他に、おでかけやサー
クル活動・掃除などを行います。利用者さんと一緒に楽しく過ごしています。 

【活動内容】利用者さんの作業のサポート、施設内外の掃除、花壇・畑の手入れ 

【施設で活動できなくなった場合】手紙で交流を行なう。参加者が利用者さんに手紙を書いて、それに対して、利用
者さん手紙を書くことで交流を図る。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：３０～１０：２０ 

【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】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（280 円） 

【持ち物】上靴、水筒、タオル、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

K11 

特別養護老人ホーム 

福寿荘（担当者：伊藤真） 

〒437-1217 磐田市宇兵衛新田 187 
TEL：0538-58-3111 

”いつでも気軽に福寿荘へ”お待ちしてます 

福寿荘では現在 50 名のお年寄りの皆さんが明るく元気に過ごされています。皆さんの人生の先輩方から多くのこと
を学んでください。皆さんとの出会いを楽しみにしています。 

【活動内容】・行事（夏祭り）のお手伝い・施設内清掃 

【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】  ８月１日（月）１４：００～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１１，１２ （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(小 280 円、並 300 円) 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・タオル 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

磐
田
市 



 

K12 

特別養護老人ホーム 

白寿園（担当者：川口厚旨） 

〒438-0234 磐田市掛塚 3172 
TEL：0538-66-5231 

人と人…心のふれあい！してみませんか？ 

当施設には、様々な障がいを持った高齢者が生活されています。ご利用者様も職員も、年齢層は幅広いです。人と人
との心のふれあいを通じ、人として成長できる現場です。福祉の世界、のぞいてみませんか？ 

【活動内容】・デイサービス（通所介護)でも活動していただきます。老人ホーム…ご利用者様の話し相手、おそうじ
等 デイサービス…ご利用者様の話し相手、レクリエーションの参加等 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙活動（利用者様にイラストを中心とした暑中見舞いや残暑見舞いをお願い
します。） 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１０：３０～１１：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／９，１０，１１，１２ （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】１０：００～１６：００ 

※休日も同様 

【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、肌の露出が多い服は不可 

【備 考】 

K13 

特別養護老人ホーム 

豊田一空園（担当者：東健太） 

〒438-0802 磐田市東原 207-1 
TEL：0538-36-5115 

今だからこそ、それぞれが出来ることでつながろう。支え合おう助け合いの心 
緑あふれる自然に囲まれた従来型特別養護老人ホームその他の複合施設です。毎日を快適に心豊かに暮らせるケアを
目指します。 

【活動内容】ご利用者の話し相手・車いす利用者の誘導・施設の環境整備など 

【施設で活動できなくなった場合】オンラインでの音楽活動や交流会＊オンラインの場合は ZOOM 利用となります 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）９：００～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２～３人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （２～３人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８ （２～３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】水筒、着替え、上履き 

【服 装】動きやすく汚れてもいい服装 

【備 考】 

K14 

介護老人福祉施設・通所介護 

豊仙苑（担当者：西尾幸子） 

〒438-0106 磐田市敷地 83-8 
TEL：0539-62-6158 

あなたの笑顔が、みんなを元気にするよ！ 
緑の木々に囲まれ、自然豊かな環境の中で、入居者さんやデイサービスの利用者さんも笑顔でゆったりとした時間を
過ごされています。皆さんも一緒に笑顔で楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

【活動内容】清掃活動（施設内、床や窓、利用者の車イス清浄） 

【施設で活動できなくなった場合】①オンライン活動…オンラインを通して歌や演奏、踊りなどの提供をして下さ
い。又は、利用者さんと会話等のコミュニケーションをとってください。（事前に接続テストをさせていただきま
す。）②お手紙活動…利用者さん宛てに残暑お見舞いを送ってください。（手紙・ハガキなど） 

【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：８／８，９，１０，１１ （３人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （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、水筒、タオル、着替え 

【服 装】動きやすく汚れてもいい服装 

【備 考】 

磐
田
市 



   

 

 
 

 

 

  

L01 

障がい福祉サービス事業所 

くるみ作業所（担当者：平野葉子） 

〒432-8044 浜松市中区南浅田 2-12-26 
TEL：053-444-3228 

であい、ふれあい、きづ（ず）きあい 
くるみ作業所では、アルミ缶の回収や選別、ぼかしや紙すき作業、また帽子のバリ取りや楽器の作業を行っていま
す。元気で明るい仲間たちと一緒に、働くことの楽しさや達成感を体験してみませんか。 

【活動内容】障害のある仲間たちと共同作業 

【施設で活動できなくなった場合】利用者さんに対し絵やメッセージなど応援やはげましとなるようなものをお願い
します。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２８日（木）１６：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 ａ：８／２，３，４，５，６※ （２人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１６：００  

※８／６（土）は１３：００～ 

１８：００（ただし夏まつりを開催し

た場合のみ） 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（大:360 円、小:320 円） 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、筆記用具 

【服 装】汚れてもかまわない動きやすい服装 

【備 考】 

L02 

特別養護老人ホーム 

和合愛光園（担当者：高橋等） 

〒433-8125 浜松市中区和合町 555 
TEL：053-478-0800 

利用者の方と素敵な思い出を作りましょう！！ 
障害者と高齢者の方が入所・通所されている施設です。職員と一緒に利用者の介助のお手伝いや話相手、ゲームの相
手等、経験できることはたくさんあります。皆さんの温かい気持ちを伝えてください。 

【活動内容】利用者さんとのおしゃべり、配膳・下膳、お茶の準備など 

【施設で活動できなくなった場合】入所者に直接関わらない、洗濯物畳みなどの軽作業＊施設内で感染症発生の場合
には受入を中止します 

【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人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１ （５人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５ （５人） 

ｄ： （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】エプロン、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

L地区 
浜松市・湖西市の 

活動情報 

浜
松
市
（
中
区
） 



L03 

公共図書館 

浜松市立北図書館（担当者：平川都茂香） 

〒433-8114 浜松市中区葵東 1-15-1 
TEL：053-436-6646 

本に囲まれた静かな環境で、本の整理整頓や返却などをお手伝いいただきます。 

もしかしたら、お気に入りの一冊に出会えるかもしれません。 
約９万冊を所蔵しており、活気のある図書館です。夏休みは、自由研究や調べ学習で多く利用があります。活動を通
して図書館をより活用できるようになれば、今後の学生生活にも生きると思いますよ。 

【活動内容】返却された本の配架、予約のかかった本の収集、簡単な清掃 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】  活動期間の初日 ９：００～ 

【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】高校生以上 

【活動時間】９：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒、ハンカチ、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装でお願いします。立ったり屈んだりします。 

【備 考】 

L04 

救護施設 

神ケ谷園（担当者：山村亨平） 

〒432-8005 浜松市西区神ケ谷町2254-1 
TEL：053-485-6688 

気軽に参加してみてください。 
Ｈ２９年１２月に、入野園と西山園が統合してできた施設です。いろいろな障害を持った方が協力し合って生活して
います。新しい出会い、体験をして一緒に成長しましょう。 

【活動内容】施設内の廊下や手すりの消毒・清掃、新聞紙でゴミ箱作り など 

【施設で活動できなくなった場合】新聞紙でゴミ箱作り（新聞紙ゴミ箱を自宅で製作し、施設へ届けていただく。）
＊ゴミ箱の作り方は予定活動日初日に施設にてお伝えします。新聞紙は必要であれば施設で支給致します。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：００～９：３０ 

【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：８／１５，１６，１７，１８ （３人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１２：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴、水筒、筆記用具 

【服 装】動きやすく、汚れてもいい服装 

【備 考】 

L05 

通所介護事業所 

浜松デイサービスセンター 
（担当者：白井律臣） 

〒430-0846 浜松市南区白羽町 600 
TEL：053-444-5020 

明るく開放的な施設です。 
浜松市南区にあるデイサービスセンターです。今年で２２年目になります。６５歳以上の高齢者が通いで来られる、
のんびりとした施設です。どうぞ奮ってご応募ください。 

【活動内容】活動補助・おやつ見守り・散歩付き添い 

【施設で活動できなくなった場合】①環境整備②レクリエーション考案（ご利用者が楽しめそうな活動を一緒に考え
てください） 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１０：３０～１１：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２～４人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１，１２ （２～４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１４：００～１６：００ 

【昼  食】昼食を済ましてからお越

しください。 

【持ち物】水筒・タオル・レクリエーションで行えそうな活動のアイデアが

あれば是非お持ちよりください。 

【服 装】施設内は土足可です。運動靴でお越しください。（クロックス・

サンダルは NG)女性の方はスカートはお控えください。 

【備 考】 

浜
松
市
（
中
区
） 

浜
松
市
（
西
区
） 

浜
松
市
（
南
区
） 



L06 

障害福祉サービス事業所（通所） 

くるみ共同作業所（担当者：新野郁子） 

〒433-8101 浜松市北区三幸町 201-5 
TEL：053-430-6180 

「であい・ふれあい・きづ（ず）きあい」知的に障がいのある方と一緒に働きませんか？ 
知的に障がいのある方が働く施設です。「働く生活」を大切に楽しく過ごしています。私たちと一緒に過ごすことで
新しい福祉体験をし、コミュニケーションの輪を広げてみませんか？ 

【活動内容】作業の手伝い、創作活動、知的に障がいのある人と一緒に活動します 

【施設で活動できなくなった場合】①１枚１枚絵手紙を利用者あてに書いてもらう。②簡易防護服の作成（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】  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 （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１，１２ （２人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上※中学生は地

元の方のみ可 

【活動時間】９：００～１７：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（400 円） 

【持ち物】上靴（スリッパ不可・かかとのある物）、水筒、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装（スカート・フード付きの服装は不可） 

【備 考】 

L07 

児童発達支援センター 

浜松市根洗学園（担当者：菊地一浩） 

〒433-8108 浜松市北区根洗町 667-1 
TEL：053-436-9318 

子どもたちと元気いっぱいあそび、気持ちの良い汗を流しませんか？ 

夏の思い出を一緒につくりましょう！！ 
根洗学園は落ち着きのない子、あそべない子等の気になる行動、ことばや社会性等の発達に弱さが見られる子どもを
療育するところです。元気な子どもたちが毎日通っています。たくさん身体を動かしてあそんで下さいね♪ 

【活動内容】小学１～３年生の子どもたちと、造形活動やセミとり等を行ないます。発達支援学級や特別支援学校等
に通う子どもたちが対象となります。 

【施設で活動できなくなった場合】施設の子ども達にお手紙を書いてもらいます。 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 ８：５０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （５人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８ （５人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：５０～１５：１０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒、タオル、筆記用具、帽子、着替え、プールの道具（水着、

T シャツ等濡れてもいいもの） 

【服 装】動きやすい服装（ツメは短く、アクセサリー禁止） 

【備 考】 

L08 

障害福祉サービス生活介護事業所 

根洗作業所（担当者：坂中夕也） 

〒433-8108 浜松市北区根洗町 1117-1 
TEL：053-436-5529 

窓を拭いてピカピカに。壁を流してテカテカに。草をとってツルツルに。 

あなたの心は〇〇〇〇に。 
根洗作業所は知的なハンディキャップを持つ仲間たちが、働くことを通じて社会参加するための施設です。地域の企
業からの作業や、しまうま倶楽部というオリジナルブランドでお菓子作りに取り組んでいます。 

【活動内容】施設建物環境整備 １．屋内外窓ふき ２．床掃除 ３．草取り 

【施設で活動できなくなった場合】施設敷地内環境整備 草取りのみ 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１６：３０～１７：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１２：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】帽子、タオル、水筒 

【服 装】動きやすく、汚れてもいい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
北
区
） 



L09 

養護盲老人ホーム 

第二静光園（担当者：渡邉真也） 

〒431-2102 浜松市北区都田町 8091-8 
TEL：053-428-3128 

貴重な夏休み！！貴重な時間だから福祉施設で暮らす高齢者の生活に触れてみませんか。 
静岡県にたった一つしかない、養護盲老人ホームです。来年で開園４０年を迎えます。目の不自由な高齢者が５０名
生活しています。目の障害や病気を抱えながらも自立に近い生活を送られています。 

【活動内容】清掃、食事の配膳、利用者との会話等 

【施設で活動できなくなった場合】オンラインを通して合唱・吹奏楽の演奏。＊ノート PC の視聴になるため限界も
あると思います。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 １０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （１～２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （１～２人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （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・帽子・水筒・タオル・エプロン・筆記用具 

【服 装】動きやすいジャージ等 

【備 考】 

L10 

救護施設 

聖隷厚生園讃栄寮 
（担当者：中園萌、池田幸） 

〒431-1304 
浜松市北区細江町中川 7220-7 
TEL：053-437-4598 

ボランティアをしてみたい！夏の思い出を作りたい！という方、ぜひお待ちしています！！ 
讃栄寮は生活保護法に基づいた救護施設という施設です。入所をされている利用者様の多くは、生活保護を受給さ
れ、障がいをお持ちの方です。地域で生活することが困難な方が、讃栄寮での洗濯や掃除、作業などの支援を受けて
生活されています。優しくてユーモアたっぷりの利用者様と、夏の思い出を作ってください！！ 

【活動内容】ご利用者とコミュニケーション、レクリエーション 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙活動をお願いいたします。 

【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 （２～３人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８ （２～３人） 

ｃ： （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】水分、タオル、必要な方は着替え ※施設内は土足のため、上靴

等は必要ありません 

【服 装】動きやすく汚れてもいい服装 

【備 考】 

L11 

軽費老人ホーム A 型 

もくせいの里（担当者：冨永茉美） 

〒431-1304 
浜松市北区細江町中川 7172-699 
TEL：053-523-0737 

ふれあいの輪を広げませんか？！一期一会です！！ 
もくせいの里は、５０名の方が自立した生活を送っている施設です。いろいろな方とのふれあい、出会いを体験して
みませんか？！ 

【活動内容】施設の窓、車いす、館内手すり、館内共用部の掃除。入居者との交流（話し相手、クラブ活動の準備、
片付け）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）＊８月２６日（金）までに提出してください。 

【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：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１４：３０ 

【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・活動しやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
北
区
） 



L12 

特別養護老人ホーム 

浜松十字の園（担当者：石埜 潤） 

〒431-1304 浜松市北区細江町 
中川 7220-11 
TEL：053-436-9535 

緑豊かな施設で、ご利用者が快適な日常生活を過ごすお手伝いをお願いします。 
当施設はキリスト教精神に立って運営している高齢者施設です。特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービ
スを併設しています。職員がご利用者に寄り添い、一人一人のその人らしい生活を支えます。 

【活動内容】敷地内の草取り、車椅子の清掃、スリッパの拭上げ他。但し施設活動が可能な状況であれば、レクリエ
ーション補助・洗濯物たたみ・縫い物なども実施。 

【施設で活動できなくなった場合】施設敷地内への立ち入りが条件付きで可能であれば、同じ作業内容にて 8/16
（火）13：30～16：00 （オリエンテーション 13：00～13：30）とする。施設敷地内への立ち入りも制限された
場合は、当施設のＨＰ及び twitter をご覧いただき、ご意見・ご感想を、郵送またはメールにてお知らせいただきた
い。（日付規定なし） 

【施設のオリエンテーション】  ８月１６日（火） ９：３０～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】帽子、飲み物、タオル（暑さ対策）、サージカルマスク 

【服 装】清潔で動きやすい服装（日焼け・虫除け対策）スカート、サンダ

ル不可 

【備 考】 

L13 

社会教育施設 

県立三ヶ日青年の家 
（担当者：中村朋子） 

〒431-1402 
浜松市北区三ヶ日町都筑 523-1 
TEL：053-526-7156 

浜名湖をのぞむ環境の中で、充実した生活をしてみよう！ 
浜名湖のすぐ目の前にある三ケ日青年の家では、湖や森をフィールドに様々な体験活動を行っています。自然に囲ま
れた環境の中で、充実した楽しい時間をすごしてみませんか？ 

【活動内容】施設利用団体との交流や活動補助、環境整備等。 

【施設で活動できなくなった場合】コロナ対策を取りつつ、湖岸清掃、館内消毒作業 等 

【施設のオリエンテーション】  ８月２５日（木）１０：００～１０：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２５，２６，２７，２８ （５人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

※休日も同様 

【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、水にぬれること

があるため、濡れてもよい靴（サンダル・クロックスは不可） 

【服 装】動きやすい服装、運動靴（活動用の靴と濡れてもよい靴） 

【備 考】 

L14 

体育施設 

三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センター 
（担当者：浅川圭一） 

〒431-1401 
浜松市北区三ヶ日町都筑 3116-24 
TEL：053-526-2323 

スポーツ・子供好きの方、大歓迎！！ 
プール・体育館を運営している施設です。また、水泳教室も行っており、子供たちの明るい笑顔から、毎日元気をも
らう事ができます。人との触れ合いが好きな方、お待ちしています。 

【活動内容】プール監視・受付・水泳教室・施設清掃。希望者のみプール入水します。 

【施設で活動できなくなった場合】ここの施設は、健康増進を目的とした施設ですので、「運動・健康」をテーマに
した作文を作成して下さい。＊８月末までに郵送または FAX にて提出してください。 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 １０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （５人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１６：００

※土曜日同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴･帽子･水筒･筆記用具･タオル･着替え･水着・水泳キャップ 

【服 装】Ｔシャツ・ジャージ（ｱｸｾｻﾘｰ・ﾀﾄｩｰ禁止） 

【備 考】 

浜
松
市
（
北
区
） 



L15 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターきぶね 
（担当者：根木亨斉） 

〒434-0038 浜松市浜北区貴布祢 2668 
TEL：053-584-0172 

ボランティアの方々が園の環境整備に大活躍！感謝しています。皆さんの参加をお待ちしてます。 
地域の人々に見守られ、昨年度創立５０周年を迎えました。０歳児から就学前の子どもたちが、地域の方・ボランテ
ィアさんをはじめ様々な人との関りや経験を通して”みんなの中で一人ひとりが生き生きと”生活をしています。 

【活動内容】窓拭き、草取り、園庭整備、その他保育業務の手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】直接子ども達と触れ合わないかたちでの環境整備等、施設での活動が可能です。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２８日（木）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （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】９：００～１７：００ 

【昼  食】活動先で皆同じ食事をす

る（300 円） 

【持ち物】水筒（水分補給）、タオル、帽子、上靴、着替え 

【服 装】動きやすく汚れてもいい服装 

【備 考】 

L16 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターしばもと 
（担当者：掛井明美） 

〒434-0015 浜松市浜北区於呂 3087-2 
TEL：053-580-0050 

子ども達が元気に、笑顔で過ごせるために、 

その健康を支えるお手伝いとしての活動に参加してみませんか 
０才の赤ちゃんから小学校に入る前の子ども達が楽しく生活している、笑顔あふれる「こども園」です。子ども達一
人ひとりが「やってみよう」「やってみたい」と心を動かしながら遊んでいます。 

【活動内容】保育の手伝い・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】  ８月１日（月）１３：３０～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （４人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】８：３０～１７：００ 

【昼  食】活動先でみんなで同じ食

事をする（参加者費用負担）300円 状

況により変更有 

【持ち物】帽子、水筒、タオル、着替え、筆記用具、スリッパ 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

L17 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターしんぱら 
（担当者：末永圭） 

〒434-0003 浜松市浜北区新原 2669 
TEL：053-580-1011 

感染症予防対策のため通常通りの受け入れとはいきませんが、 

子どもたちの様子を知っていただけたらと思います。 
赤ちゃんから就学前までの子ども達が生活しています。大きい子と小さい子が自然に触れ合い、家庭的な雰囲気を大
切にしています。 

【活動内容】窓拭き、草取り。清掃の合間に多少子どもとの関わり有 

【施設で活動できなくなった場合】畑や駐車場の草取り、広告のゴミ箱作り等 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１３：３０～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （２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】活動先でみんな同じ食事

をする（参加者費用負担）300 円 

【持ち物】帽子、水筒、タオル、筆記用具 

【服 装】華美でないキャラクターのついていない動きやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
浜
北
区
） 



L18 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターなかぜ 
（担当者：鈴木あや） 

〒434-0012 浜松市浜北区中瀬 673 
TEL：053-584-0174 

笑顔輝く体験をしませんか 
０歳児から小学校就学前の子どもたちが生活しています。「えがおかがやくなかぜっこ」を園目標に掲げ、1 人ひとり
の笑顔が輝く保育を目指しています。かわいいなかぜっこと一緒に笑顔で楽しい日々を過ごしてみませんか。 

【活動内容】保育手伝い（遊び、食事他）施設内外の清掃他 

【施設で活動できなくなった場合】広告で折り紙作り、小袋作り 

【施設のオリエンテーション】  ７月２７日（水）１３：３０～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上（中学生は近

隣の方のみ） 

【活動時間】８：３０～１７：００ 

【昼  食】活動先でみんな同じ食事

をする（300 円） 

【持ち物】上靴（ｽﾘｯﾊﾟ）・帽子・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・着替え・水着・ 

ｴﾌﾟﾛﾝ・ﾊﾝｶﾁ 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

L19 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターかきのみ 
（担当者：谷野祐太） 

〒434-0012 浜松市浜北区中瀬 2308 
TEL：053-545-3870 

子どもたちの明るい声を聞き、ピカピカの笑顔を見ながらの、ボランティア活動はいかがですか？

ぜひみなさんのお力を子どもたちのために。お待ちしております。 
園舎内は木のぬくもりとお日様の光を感じられる素敵な空間が広がっています。戸外に出ると思い切り駆け回る事が
できる広い園庭があります。子どもたちが安心して過ごし、遊びを存分に楽しむことのできる園です。 

【活動内容】保育教諭の補助（子どもと一緒に遊んだり、食事や着替えの手伝い）・環境整備 

【施設で活動できなくなった場合】こどもの活動準備‥折り紙作り、玩具づくり等。環境整備‥廊下、保育室等のそ
うじ、窓ふき、草取り等＊コロナ対応の場合は９：３０～１１：３０の活動時間に変更させていただきます。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１３：３０～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１７：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】帽子、水筒、着替え、上靴、タオル 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

L20 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターこまつ 
（担当者：野中加奈） 

〒434-0042 浜松市浜北区小松 3221 
TEL：053-584-0170 

心の扉を開いて、笑顔でボランティア 
「大きな家の大きな家族」として、０才～６才までの子どもたちが一緒に遊んだりして生活しています。大きな家の
仲間に入り、子どもたちからパワーをもらいながら、楽しくボランティアしてみませんか？ 

【活動内容】施設の窓や床、玩具などの消毒作業をしていただきます。 

【施設で活動できなくなった場合】①園児や職員に手紙を書いていただけるとうれしいです。②簡易防護服を制作し
てください。（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）＊①②とも８月３１日（水）までに提出し
てください。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１３：３０～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｄ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１７：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒、着替え、帽子、スリッパ 

【服 装】動きやすい服装 
【備 考】 

浜
松
市
（
浜
北
区
） 
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幼保連携型認定こども園 

子育てセンターみゅうのおか 
（担当者：内山こず枝） 

〒434-0016 浜松市浜北区根堅 2596-1 
TEL：053-545-6380 

人と人とのつながりを、ずっとずっと大切に 
ひとみかがやく子～自分がすき友だちがすきあそびがすき～児童クラブを併設し、赤ちゃんから小学生の子どもたち
が生活しています。自然に囲まれ、起伏ある園庭が自慢です。 

【活動内容】保育補助・児童クラブ補助・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（火）１３：３０～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１２ （２人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】８：３０～１７：００ 

【昼  食】活動先みんなで同じ食事

（300 円） 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、着替え、水着、エプロン、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装（ジャージ等） 

【備 考】 

L22 

児童発達支援事業所 

こでまり 
（担当者：大橋典子） 

〒434-0012 浜松市浜北区中瀬 2308 
TEL：053-545-7580 

子ども達の笑顔にたくさん触れてください！ 

。就学前の発達がゆるやかな子どもたちを支援している施設です。認定こども園の中に併設されており、園児ととも

に生活しています。幼児や障がい児に関心のある方、新しい出会いを作りましょう。 

【活動内容】保育士の補助及び活動の下準備 

【施設で活動できなくなった場合】こどもの活動準備‥折り紙作り、玩具づくり等。環境整備‥廊下、保育室等のそ
うじ、窓ふき、草取り等＊コロナ対応の場合は９：３０～１１：３０ 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１３：３０～１４：３０ 

【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】中学生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】帽子、水筒、着替え、上靴、タオル、筆記用具 

【服 装】動きやすく汚れてもいい服装、運動靴 

【備 考】 

L23 

児童発達支援センター 

ひまわり（担当者：谷口亜紀） 

〒434-0023 浜松市浜北区高薗 775-1 
TEL：053-586-8802 

子どもたちと一緒に笑おう！遊ぼう！ 
知的、対人的な発達に心配のあるお子さん、運動発達に心配のあるお子さんが通っている施設です。将来、保育士を
目指している方、かわいい子ども達と一緒に遊び、一緒に成長してみませんか。 

【活動内容】子どもの活動に参加（散歩、プール、造形など）、生活指導の励まし（着替え、トイレなど） 

【施設で活動できなくなった場合】子ども達にお手紙を書いていただき提出して下さい。（文章はひらがなで書いて
下さい。）＊８／５までに提出してください。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１３：１０～１４：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （４人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：３０～１１：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】帽子・水筒・タオル 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
浜
北
区
） 
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障害者生活介護施設 

ふれんず（担当者：立川正子） 

〒434-0023 浜松市浜北区高薗 775-1 
TEL：053-586-8803 

いつもと違う夏休みをすごしてみませんか？ 
ふれんずを利用されている方は、身体に障害をもっていますが、皆元気いっぱいです。今年もボランティアの皆さん
に会えるのを楽しみにしています。 

【活動内容】レクリエーションや散歩など、その日の活動に一緒に参加していただきます。 

【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：８／１，２，３，４，５ （１人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（100～620 円） 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、筆記業 

【服 装】動きやすくて、汚れても良い服装 

【備 考】 

L25 

生活介護・就労継続支援 

かがやき（担当者：伊藤真里） 

〒434-0023 浜松市浜北区高薗 775-1 
TEL：053-586-8805 

ボランティアを通して、知的障害者の方々の理解を深めてほしいです。 
知的障害者（成人）の方々が通所されている施設です。作業や余暇活動をして過ごしています。作業の手伝いや余暇
活動に一緒に参加することで、利用者様の理解を深めていただければと思います。 

【活動内容】作業、作業点検、散歩 

【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 ９：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｂ：８／２６，２７，２８，２９ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】手拭きタオル、水筒、上履き 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

L26 

地域活動支援センター 

オルゴール（担当者：福井奈歩） 

〒434-0023 浜松市浜北区高薗 775-1 
TEL：053-586-8800 

貴方の笑顔があればいい！一緒に楽しい時間を過ごしませんか？ 

得ることがいっぱいあると思います。 
オルゴールでは、２０代から８０代まで様々な障がいを持った方々が創作活動や脳トレ、レクリエーションなどの日
中活動に参加して過ごしています。幅広い体験ができると思います。私たちと一緒に活動しませんか？ 

【活動内容】各教室の準備、サポート、片付け。活動（レク、脳トレ、創作など）のサポート 

【施設で活動できなくなった場合】クイズや脳トレ系を提供していただけると助かります（お手紙もそえて…） 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 ９：３０～１０：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｂ： （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】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（100～620 円） 

【持ち物】水筒、帽子 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
浜
北
区
） 
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特別養護老人ホーム 

しんぱらの家（担当者：飯島友紀） 

〒434-0003 浜松市浜北区新原 4092-2 
TEL：053-584-1077 

笑顔とふれあい心 豊かに!! 
しんぱらの家は、８０名のお年寄りが生活しています。全室個室になっており、１０人毎の少人数で生活するユニッ
トケアを行っています。いつまでもお年寄りが、自分らしい生活を送って頂けるサービスを目指しています。 

【活動内容】散歩・話相手・清掃・その他お手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】車いすや老人車などの手入れ、施設内外の清掃作業 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ８：３０～９：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１ （２人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８ （２人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５ （２人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ ※

休日も同様 

【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 

【備 考】 

L28 

老人デイサービスセンター 

しんぱらの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
（担当者：鈴木誠） 

〒434-0003 浜松市浜北区新原 4092-2 
TEL：053-584-1088 

この夏、素敵な体験をしましょう 
しんぱらの家デイサービスでは、入浴や食事・各種レクリエーションなどのサービスを提供しています。お話好きで
とても物知りなお年寄りと一緒に、楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

【活動内容】・お年寄りへのお茶出しやレクリエーション活動の補助・話し相手 

【施設で活動できなくなった場合】車椅子や老人車等の手入れ、施設内外の清掃作業 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ８：３０～９：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１２ （１人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５ （１人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ ※

休日も同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・筆記用具 

【服 装】ｼﾞｬｰｼﾞ・ﾎﾟﾛｼｬﾂ又は T ｼｬﾂ等の動きやすい服装 

【備 考】 

L29 

障害者支援施設 

浜北学苑（担当者：平澤春菜） 

〒434-0015 浜松市浜北区於呂 4201-6 
TEL：053-583-1129 

楽しい出会いがあなたを待っています!! 
私たちの施設は、身体に障がいのある方が自立生活に向けて、訓練を行っている施設です。オセロや訓練を一緒に行
って楽しい時間を過ごしましょう。ぜひ私たちの施設にお越しください！ 

【活動内容】利用者の方との交流（軽作業の手伝い、お話相手、日中活動など） 

【施設で活動できなくなった場合】オンラインを通じて、歌や音楽の演奏の披露をお願いします。＊オンライン活動
は Zoom を使用します。Zoom が使用可能な端末の用意をお願いします。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 １０：００～１０：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２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】帽子・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
浜
北
区
） 
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障害者支援施設 

あかいし学園（担当者：杉本武士） 

〒434-0015 浜松市浜北区於呂 4201-13 
TEL：053-583-1136 

気軽にボランティアに来てください！ 
知的障害のある方が日帰り、期間限定の泊り、施設入所の支援を受けながら過ごされています。日中は、散歩やドラ
イブ等のレクリエーション、ご利用者の能力に合わせた活動を行っています。人と関わることが好きな方が多いの
で、是非、遊びに来てください！ 

【活動内容】ご利用者と一緒にレクリエーション、活動に参加してください。 

【施設で活動できなくなった場合】公用車の洗車、施設周りの環境整備等をお願いします。 

【施設のオリエンテーション】  参加者から施設に連絡し、日程調整した後決定（土日祝は除く） 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１ （２人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８ （２人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５ （２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、タオル、着替え、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装。例：ジャージのズボンに T シャツ（半ズボンは

不可です）。 

【備 考】 

L31 

障害者支援施設 

厚生寮（担当者：磯辺侑平） 

〒434-0015 浜松市浜北区於呂 4201-12 
TEL：053-583-1127 

この夏、素敵な体験をしてみませんか？ 
厚生寮で生活している方々はハンディがありますが、ご利用者が毎日楽しく有意義な生活を送れるようお手伝いして
います。福祉について興味のある方、厚生寮で素敵な体験をしてみませんか？ 

【活動内容】施設行事への参加・散歩の付添い・オセロ交流・レクリエーション・寮内清掃等 

【施設で活動できなくなった場合】施設の利用者さんに手紙を書いて届ける 

【施設のオリエンテーション】  活動期間の初日 １３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （１人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１４：００～１６：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】帽子・水筒・筆記用具 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

L32 

障害者支援施設 

浜名（担当者：平生幸子） 

〒434-0015 浜松市浜北区於呂 4201-12 
TEL：053-583-1128 

あなたの笑顔でみんなを笑顔に！ 
浜名では身体に障害をおもちの方が生活しています。この夏、浜名でご利用者と一緒にお話しをしたり、散歩をした
りして楽しくすごしてみませんか？ 

【活動内容】オセロゲーム、お話し相手、散歩の付き添い 

【施設で活動できなくなった場合】オンライン活動（音楽演奏） 

【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：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ： （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、タオル 

【服 装】活動しやすい服装（T シャツ、ポロシャツ、ジャージ等） 

【備 考】 

浜
松
市
（
浜
北
区
） 



L33 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターすぎのこ 
（担当者：松浦望） 

〒431-3305 浜松市天竜区大谷 111-1 
TEL：053-922-0170 

あなたの夏休みに、喜びを！感動を！発見を！ 
園では、０才から６才までの子どもたちが生活しています。毎日何気ない事や物に喜んだり、感動したり発見したり
しています。あなたも子どもたちと一緒に心躍らせ、新たな自分を発見してみませんか。 

【活動内容】保育手伝い・環境整備 

【施設で活動できなくなった場合】環境整備 

【施設のオリエンテーション】  ７月２７日（水）１３：３０～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （２人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５ （２人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ 

【昼  食】活動先でみんな同じ食事

をする（300 円） 

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

ﾙ・ﾊﾝｶﾁ 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

L34 

幼保連携型認定こども園 

子育てセンターやまびこ 
（担当者：小野澤恵美子） 

〒431-3303 浜松市天竜区山東 3577 
TEL：053-922-0180 

自然の中で子どもたちと遊ぼう!! 
笑顔いっぱい、元気いっぱいの子ども達と一緒に、自然の中で遊んだり、水遊びなどをして有意義で素敵な夏休みを
過ごしてみませんか。 

【活動内容】保育の手伝い、掃除など 

【施設で活動できなくなった場合】園児に手紙を書いて届ける。手づくりおもちゃや折り紙、防護服などを作って届
ける。（防護服の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 （２人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学３年生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・着替え・水着・軍手 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

L35 

通所介護（デイサービス） 

やまびこデイサービス 
センター（担当者：鈴木陽介） 

〒431-3303 浜松市天竜区山東 3382-2 
TEL：053-926-2228 

いきいき元気なご利用者の皆様と一緒に、楽しくボランティア活動をしてみませんか？ 
やまびこデイサービスセンターでは、１日３５名前後のご利用者様がいらっしゃいます。大人数でにぎやかな雰囲気
の中、楽しみつつ多くのことを学んでいただければと思います。 

【活動内容】午前中のお茶出しや午後のレクリーション活動の補助など。 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙等 

【施設のオリエンテーション】  ８月１０日（水）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１６，１７，１８，１９ （５人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （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】水筒、上靴 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
天
竜
区
） 



L36 

老人福祉施設／特別養護老人ホーム 

百々山（担当者：志田健太） 

〒431-3492 浜松市天竜区渡ヶ島 217-3 
TEL：053-583-1134 

あなたの優しい笑顔を待っています。 
在宅での生活が困難な高齢者に、安心して快適に生活していただけるよう、入浴・排泄・食事等の介護、相談及び援
助、その他の日常生活上の世話などを提供し、日常生活機能向上を目指す施設です。 

【活動内容】ご利用者とのコミュニケーション、夏祭り手伝い（８／５）、お散歩、活動（生花や書道など）への付
き添い等 

【施設で活動できなくなった場合】入居者宛にお手紙を書いてもらいたい。施設外の掃除（草取り、窓ふき）をお願
いしたい。 

【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：８／２，３，４，５ （２人） 

ｂ： （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】上靴、水筒、タオル、着替え、エプロン、筆記用具 

【服 装】清潔感のある動きやすい服装 

【備 考】 

L37 

障害者支援施設 

赤石寮（担当者：尾内さくら） 

〒431-3423 浜松市天竜区渡ヶ島 324 
TEL：053-583-1137 

スタッフと一緒に楽しく活動しましょう！！ 
赤石寮では、知的に障害のある方が生活をしています。福祉に興味のあるあなた、スタッフと一緒にご利用者さんと
楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

【活動内容】アルミ缶つぶし・ペットボトルつぶし作業、散歩の補助、清掃手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】ご利用者へのプレゼントの作成 

【施設のオリエンテーション】  ８月１５日（月）１０：００～１０：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

【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（ジャージ等） 

【備 考】 

L38 

救護施設 

清風寮（担当者：鈴木聖矢） 

〒431-3492 浜松市天竜区渡ヶ島 217-3 
TEL：053-583-1133 

あなたの笑顔を仲間が待ってます！ 
清風寮は福祉の最後のセーフティネットとしての機能を果たす救護施設です。２０代～８０代の幅広い年齢層の方
が、清掃など自分でできることは自分で行い、作業などの仕事に励み地域に戻れるよう毎日を送っています。 

【活動内容】話し相手、散歩の補助、余暇活動の援助、簡単な作業の手伝い等 

【施設で活動できなくなった場合】ご利用者宛に暑中・残暑見舞いを書いて頂きます。手紙・絵手紙・はがきなど様
式は問いません。 

【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：８／２２，２３，２４，２５ （２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】帽子・水筒・タオル 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
天
竜
区
） 



L39 

障害者支援施設 

赤松寮（担当者：杉浦雄祐） 

〒431-3492 浜松市天竜区渡ヶ島 20-7 
TEL：053-583-1140 

あなたの笑顔を待っています！ 
赤松寮では、知的に障害のある方が生活をしています。福祉に興味があるあなた、一緒に楽しい時間を過ごしてみま
せんか？ 

【活動内容】ご利用者との交流（散歩の補助、話し相手、行事への参加など） 

【施設で活動できなくなった場合】①オンラインを通じてご利用者とのお話し相手を楽しんでいただけるとありがた
いです。②ご利用者や職員へのお手紙を書いて施設に届けていただけるとありがたいです。＊①オンライン活動は
「Zoom」を利用します。参加できる端末を用意してください。②８／２６（金）までに施設に届けてください。 

【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：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｃ：８／２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、水筒、タオル、着替え、筆記用鵜 

【服 装】動きやすい服装（ジャージ等） 

【備 考】 

L40 

特別養護老人ホーム 

さくまの里（担当者：丸山剛史） 

〒431-3908 
浜松市天竜区佐久間町中部 18-15 
TEL：053-965-1855 

おいでよ いい汗かこうよ 
８０名のお年寄りが生活し、デイサービスで地域の方が利用する老人の施設です。利用者の皆さんとさまざまなふれ
あいを通してなにかを感じ取ってください。 

【活動内容】話し相手・食事介助・レク活動等 

【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）＊８月２６日（金）までに提出してください。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１，１２ （２人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２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 

【持ち物】上靴・名札 

【服 装】動きやすい服装（ｼﾞｬｰｼﾞ・T ｼｬﾂ等） 

【備 考】 

L41 

老人福祉施設 

龍山デイサービスセンター 
（担当者：坂本幸司） 

〒431-3803 
浜松市天竜区龍山町戸倉 711-2 
TEL：053-969-0082 

体験してみませんか 自然豊かな龍山で。 
介護の必要なご高齢者に、日常生活上の援助や機能訓練活動等のご支援を行っております。四季折々の壁画作りや
様々なレクリエーションに取り組んでいます。 

【活動内容】高齢者の話し相手、レクリエーション活動等の参加支援 

【施設で活動できなくなった場合】敬老週間に向けて、デイ利用者への手紙や折り紙等の作品の制作 

【施設のオリエンテーション】  ８月１０日（水）１１：００～１１：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （２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】上靴 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

浜
松
市
（
天
竜
区
） 
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保育園 

なぎさ保育園（担当者：野澤昌代） 

〒431-0411 湖西市入出 281-8 
TEL：053-573-2020 

子どもたちの輝く瞳が待っています。 
海と山に見守られ、自然豊かな中で過ごしています。保育は、実体験からえる感動・不思議・意欲を大切にしていま
す。園内はいつも笑顔がいっぱいです。 

【活動内容】保育の手伝い（子どもの世話・遊び・食事・排泄の介助）環境整備（掃除など） 

【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）＊８月３０日（火）１５時までに提出してください。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１３：３０～１４：３０ 

【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】高校生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】活動先で注文可能（１食

３００円） 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・筆記用具・タオル・着替え・水着 

【服 装】汚れてもよく、動きやすい服装（胸元の開いていないもの） 

【備 考】 

湖
西
市 



J01 

子育てセンターひだまり 
（掛川市杉谷南 2-1-1） 
掛川駅より市内循環バス南回り「子育
てセンターひまわり」下車目印：希望
の丘東側  

J02 

子育てセンターさやのもり 
（掛川市長谷 1687-2） 
①市街地循環バス北回り「さやの家」下車
徒歩５分②天竜浜名湖線「西掛川駅」下車
徒歩１０分  

J03 

子育てセンターとものもり 
（掛川市大池 2305） 
JR 東海道線掛川駅北口より市内循環バ
ス北回りで約 30 分「さんりーな入口」
バス停下車徒歩５分  

 
  

J04 

すずかけっこ保育園 
（掛川市大池 2956） 
天竜浜名湖鉄道 西掛川駅下車 徒
歩７～８分 
五味八珍と掛川市立第二小学校との
間 レンガ調の建物 

J05 

あいあい学園 
（掛川市板沢 1941-6） 
①ＪＲ掛川駅より市街地循環バス「杉谷 1
丁目」下車徒歩１０分  

J06 

掛川工房つつじ 
（掛川市長谷 200） 
①掛川市循環ﾊﾞｽ北回り線「末広町」下
車徒歩 1 分②天竜浜名湖鉄道「西掛川
駅」下車徒歩 15 分  

 

  

J07 

ひまわり工房 
（掛川市掛川 910-1） 
掛川駅より徒歩 15 分、自転車可、掛
川駅から送迎あり  
旧掛川東高校跡地、掛川市総合福祉セ
ンター横 

J08 

特別養護老人ホームさやの家 
（掛川市長谷 1673） 
天竜浜名湖鉄道「西掛川駅」下車より徒歩
約 10 分  

J09 

さやの家デイサービスセンター   
（掛川市長谷 1673） 
①市街地循環バス（北循環）さやの家入
口下車徒歩１分②天竜浜名湖線西掛川
駅下車徒歩１０分  

 

  



J10 

ふれんずつばさ 
（菊川市上平川 87-1） 
JR 菊川駅より浜岡営業所行きバス乗
車、「草笛共同作業所前」下車徒歩 2 分  

J11 

草笛共同作業所 
（菊川市上平川 7-1） 
静鉄バス JR 菊川駅前より菊川浜岡線浜岡
営業所行「草笛作業所」下車徒歩約 5 分  

J12 

清松園 
（菊川市棚草 1284） 
JR 菊川駅よりバス浜岡御前崎線平田バ
ス停下車徒歩 20 分  

 
 

 

J13 

きくがわ作業所 
（菊川市本所 1407-4） 
JR 菊川駅より徒歩 15 分目印：清水銀
行の隣  
清水銀行となり 

J14 

和松会デイサービスセンター 
（菊川市猿渡 258-1） 
JR 菊川駅より御前崎方面行「平田」下車徒
歩２０分  

J15 

明和苑 
（袋井市宇刈 850-1） 
①静鉄バス森町方面行「上山梨」下車徒
歩２０分②静鉄バス気田方面「下山梨」
下車徒歩２０分  
山梨より掛川方面へ 

 
  

J16 

袋井学園 
（袋井市広岡 4296） 
東海道線「愛野駅」下車徒歩２０分  
大和ハウス工業 

J17 

ワークスつばさ 
（袋井市泉町 2-10-5） 
JR 袋井駅北口より徒歩 20 分、秋葉バス
「泉町」下車西へ徒歩 5 分  
袋井市民体育館の西側 50ｍ 

J18 

紫雲の園 
（袋井市浅名 1577-1） 
JR 袋井駅より遠鉄バス秋葉中遠線「大
庭」下車東へ徒歩 20 分目印：袋井クリ
ーンセンター西に 200ｍくらい。  
袋井クリーンセンター西に 200ｍくら
い。 

 
 

 



J19 

浅羽デイサービスセンター 
（袋井市浅羽 4140） 
JR 袋井駅より静鉄バス秋葉中遠線「大庭」
下車徒歩２０分  
特別養護老人ホーム紫雲の園北側 

J20 

森町三倉デイサービスセンター   
（森町三倉 815） 
秋葉線バス三才橋下車徒歩３分  

K01 

おおふじ学園 
（磐田市大久保 204-1） 
①ＪＲ磐田駅北口 2 番のりばより遠
鉄バス利用磐田総合病院線「井戸ヶ
谷」下車徒歩５分  
バス停の北側の交差点を西へ 200m 

  
 

K02 

あおばのさと 
（磐田市大久保 720-2） 
磐田病院線バス「大久保東原」下車徒歩１
５分  

K03 

遠州の園 
（磐田市大久保 522-1） 
遠鉄バス磐田市立病院行き磐田市民病
院下車徒歩５分  
３階建ての建物 

K04 

第二遠州の園 
（磐田市鮫島 1804-1） 
JR 磐田駅北口③のりばより遠鉄バス
利用「小島」下車 96,97 掛塚行き（豊
浜・横須賀）「鮫島北」下車徒歩 2５
分  
シーサイドゴルフ場方向にエンジ色
の屋根が目印 

   

K05 

子育てセンターみなみしま 
（磐田市南島 164-1） 
ＪＲ磐田駅より遠鉄バス磐田浅羽線「西之
島上」下車徒歩１５分  

K06 

子育てセンターとみがおか 
（磐田市富丘 162-1） 
①遠鉄バス磐田天竜線（二俣山東線）「広
野」下車徒歩２分②遠鉄バス磐田天竜線
（二俣山東線）「宝新道」下車徒歩２分  

K07 

聖隷こども園こうのとり豊田  
（磐田市下本郷 1055） 
JR 東海道線「豊田町」下車徒歩１０
分 

 
 

 



 K08 

豊田みなみ保育園 
（磐田市豊田西之島 552） 
ＪＲ豊田町駅より徒歩 10 分  

K09 

学童保育所「ホッと」 
（磐田市豊田西之島 552 豊田みなみ保育
園内） 
ＪＲ豊田町駅より徒歩１０分  

K10 

はまぼう 
（磐田市福田 4396-1） 
ＪＲ磐田駅③番のりばより「新道」下車
徒歩 2 分  

   

K11 

福寿荘 
（磐田市宇兵衛新田 187） 
JR 磐田駅より磐田市自主運行バス鮫
島大原線福田健康福祉会館下車徒歩
１分  

K12 

白寿園 
（磐田市掛塚 3172） 
①JR 磐田駅北口➂番のりば「千手堂系統
掛塚行き」「とつか系統掛塚行き」の浜松
バス利用（竜洋西小学校）下車、徒歩１５
分。②JR 浜松駅北口⑧番のりば「芳川掛塚
行き」の遠鉄バス利用（掛塚）下車、徒歩
２０分。 

K13 

豊田一空園 
（磐田市東原 207-1） 
①天竜磐田線バス「宝新道」下車徒歩１
５分②自主運営バス市内循環線「豊田一
空園」下車  

   

K14 

豊仙苑 
（磐田市敷地 83-8） 
天竜浜名湖鉄道「敷地駅」下車徒歩１
５分  

L01 

くるみ作業所 
（浜松市中区南浅田 2-12-26） 
浜松駅遠鉄バス 4 番のりばより、小沢渡線
「江西中学東」下車徒歩 5 分  
遠鉄ストア等が入っているエスコート南
浅田の西 

L02 

和合愛光園 
（浜松市中区和合町 555） 
ＪＲ浜松駅よりバスターミナル 16番和
合西山線浜松基地下車徒歩 5 分  
オートレース場・浜松基地 

  
 



L03 

浜松市立北図書館 
（浜松市中区葵東 1-15-1） 
遠鉄バス気賀三ケ日線ほか「北部協働
センター」下車徒歩２分  

L04 

神ケ谷園 
（浜松市西区神ケ谷町 2254-1） 
浜松駅より 2 番のりば大平台行・３番のり
ば鴨江大平台行「遠鉄ストア大平台店」下
車徒歩 3 分  
大平台小学校すぐ近く 

L05 

浜松デイサービスセンター 
（浜松市南区白羽町 600） 
JR「浜松駅」下車／遠鉄バス「浜松駅」
から中田島砂丘行きバスにて「貝まぐ
り」下車【約 9 分】／徒歩約 5 分。また
は「浜松駅」よりタクシーをご利用くだ
さい【約 10 分】。※駐車場・駐輪場ござ
います。 
浜松市消防局南消防署白脇出張所の斜
め向かいです。（バーミヤン浜松白羽店
から東に 100ｍ程の位置です） 

 
 

L06 

くるみ共同作業所 
（浜松市北区三幸町 201-5） 
①萩丘都田線「大原町南」下車徒歩 15
分②葵町・都田線「三幸町」下車徒歩
15 分 

 L07 

浜松市根洗学園 
（浜松市北区根洗町 667-1） 
浜松駅バスターミナル１５番のりば 43、
44、45 番（奥山・伊平・金指・気賀行き）
「静光園入口」より徒歩約 10 分 

L08 

根洗作業所 
（浜松市北区根洗町 1117-1） 
JR 浜松駅より遠鉄バス気賀行き・渋川
行き・奥山行き線「三方原墓園」下車徒
歩３分  
ファーマーズマーケット三方原店（浜松
市北区根洗町 1213-2）北 

   

L09 

第二静光園 
（浜松市北区都田町 8091-8） 
浜松駅⑬番のりば 56（市役所萩丘住宅
テクノ都田行き）「白昭」下車徒歩５分 

テクノ通り交差点「上志野」に大看板

あり 

L10 

聖隷厚生園讃栄寮 
（浜松市北区細江町中川 7220-7） 
JR 浜松駅⒂番のりば 40（聖隷三方原病院
経由気賀三ケ日行き）「聖隷三方原病院」
下車徒歩５分程度  

聖隷三方原病院・遠州栄光教会 

L11 

もくせいの里 
（浜松市北区細江町中川 7172-699） 
JR 浜松駅より遠鉄バス気賀・三ケ日線
線「高台幼稚園」下車徒歩２分  

   



L12 

浜松十字の園 
（浜松市北区細江町中川 7220-11） 
ＪＲ浜松駅北口⑮番のりばより遠鉄
バス「気賀三ケ日方面 40 番バス」で
約 50 分、「聖隷三方原病院」停留所を
降りて徒歩約 10 分  
聖隷クリストファー大学、聖隷クリス
トファー中・高等学校付近 

L13 

県立三ヶ日青年の家 
（浜松市北区三ヶ日町都筑 523-1） 
①[電車]天竜浜名湖線「東都筑駅」下車徒
歩１５分②[バス]JR 浜松駅より遠鉄バス
気賀三ケ日線「都筑」下車徒歩１５分  
所の案内看板 

L14 

三ヶ日Ｂ＆Ｇ海洋センター 
（浜松市北区三ヶ日町都筑 3116-24） 
①天竜浜名湖鉄道都筑駅下車徒歩１５
分②遠鉄バス都筑下車徒歩１０分  

  
 

L15 

子育てセンターきぶね 
（浜松市浜北区貴布祢 2668） 
遠州鉄道「美薗中央公園」下車徒歩 20
分目印：浜松市立伎倍小学校の南  
伎倍小学校、プレ葉ウォーク（アピタ） 

L16 

子育てセンターしばもと 
（浜松市浜北区於呂 3087-2） 
遠州鉄道西鹿島行き「芝本駅」下車徒歩１
分  

L17 

子育てセンターしんぱら 
（浜松市浜北区新原 2669） 
①天竜浜名湖鉄道「宮口駅」徒歩 30 分
②遠州鉄道「小林駅」徒歩 45 分  

 
 

 

L18 

子育てセンターなかぜ 
（浜松市浜北区中瀬 673） 
①遠州鉄道小林駅下車徒歩１５分②
遠州鉄道笠井高台線笠井方面行き南
中瀬下車徒歩１分  

L19 

子育てセンターかきのみ 
（浜松市浜北区中瀬 2308） 
①遠州鉄道西鹿島行き「岩水寺駅」下車徒
歩１５分②遠州鉄道西鹿島行き「芝本駅」
下車徒歩２０分  
JA とぴあ中瀬支店 

L20 

子育てセンターこまつ 
（浜松市浜北区小松 3221） 
遠州鉄道「小松駅」より徒歩１０分  
浜北警察署南側 

  
 



L21 

子育てセンターみゅうのおか 
（浜松市浜北区根堅 2596-1） 
遠州鉄道西鹿島駅から遠鉄バス利用「天
竜病院坂下」下車徒歩 5 分  

L22 

児童発達支援事業所こでまり 
（浜松市浜北区中瀬 2308 子育てセンタ
ーかきのみ内） 
①遠州鉄道西鹿島行き「岩水寺駅」下車徒
歩１５分②遠州鉄道西鹿島行き「芝本駅」
下車徒歩２０分  

L23 

ひまわり 
（浜松市浜北区高薗 775-1） 
遠鉄西ヶ崎駅からセンター直通シャトル
が運行【朝:西ヶ﨑駅→センター】8:45 発
→9:00 着【帰:センター→西ヶ﨑駅】12:25
発→12:40 着 

   

L24 

ふれんず 
（浜松市浜北区高薗 775-1） 
 

L25 

かがやき 
（浜松市浜北区高薗 775-1） 
 

L26 

オルゴール 
（浜松市浜北区高薗 775-1） 
 

【バスの場合】JR 浜松駅（北口）バスターミナル 10 番乗り場から笠井方面行きに乗車し、「笠井上町」下車（約４５分）笠井上
町からはシャトル便（無料）をご利用ください。（徒歩の場合は 20 分程度）【電車の場合】新浜松駅から遠鉄西鹿島線に乗車し「西
ヶ崎駅」下車。西ヶ崎駅駅前バス停よりシャトル便（無料）をご利用ください。乗車時間 15 分。シャトル便は便数が限られてい
ますのでご注意ください。時刻表参照（https://www.h-hattatsu.com/）  

   

L27 

しんぱらの家 
（浜松市浜北区新原 4092-2） 
浜松市コミュニティバス北浜麁玉線（循
環線）新原下善北または新原保育園で下
車（水、土曜のみ 1 日 4 便運行）  

152 号線「新原下善」信号のﾛｰｿﾝ 

 

L28 

しんぱらの家ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
（浜松市浜北区新原 4092-2） 
浜松市コミュニティバス北浜麁玉線（循環
線）新原下善北または新原保育園下車（水、
土曜のみ 1 日 4 便運行）  

152 号線沿いのローソン（交差点）を北へ

向かう 

L29 

浜北学苑 
（浜松市浜北区於呂 4201-6） 
西鹿島駅遠鉄バス天竜厚生会行き福祉工

場下車徒歩３分  

  
 



L30 

あかいし学園 
（浜松市浜北区於呂 4201-13） 
公共交通機関をご利用ください。遠州
鉄道新浜松駅より終点西鹿島駅下車
→西鹿島駅から厚生会行きバスで厚
生会下車  

L31 

厚生寮 
（浜松市浜北区於呂 4201-12） 
遠州鉄道西鹿島駅より遠鉄バス天竜厚生
会行き福祉工場下車徒歩３分  
天竜厚生会研修センター西側 

L32 

浜名 
（浜松市浜北区於呂 4201-12） 
遠州鉄道西鹿島駅下車 遠鉄バス天竜
厚生会行き 「福祉工場」下車徒歩３分  

 
  

L33 

子育てセンターすぎのこ 
（浜松市天竜区大谷 111-1） 
秋葉鹿島線バス山東行き天竜区役所
下車徒歩１０分  
天竜消防署・天竜区役所本館南側 

L34 

子育てセンターやまびこ 
（浜松市天竜区山東 3577） 
遠州鉄道西鹿島駅下車天竜春野線バス山
東行き二俣仲町下車徒歩 15 分  
二俣大橋を渡って秋野不矩美術館の前を
通り、ふたまた幼稚園を左に折れ直進で
す。 

L35 

やまびこデイサービスセンター   
（浜松市天竜区山東 3382-2） 
遠州鉄道バス秋葉線春野総合事務所行
「光明山口」下車徒歩 15 分  
雇用促進住宅（５階建２棟）南側子育て
センターやまびことなり 

 

 

 

L36 

百々山（浜松市天竜区渡ヶ島 217-3） 
JR 浜松駅下車。遠州鉄道新浜松駅より
西鹿島線終点西鹿島駅下車（約３０
分）西鹿島駅から厚生会行きバスで厚
生会下車（約１０分）または西鹿島駅
よりタクシーをご利用ください（約５
分）掛川駅から天竜浜名湖鉄道もご利
用できます。 
天竜厚生会本部右側のピンクの建物 

L37 

赤石寮 
（浜松市天竜区渡ヶ島 324） 
JR 浜松駅下車→遠州鉄道新浜松駅より西
鹿島線終点西鹿島駅下車（約 30 分）→西
鹿島駅から厚生会行きバスで（厚生会福祉
工場下車（約 10 分）またはタクシー②新
東名浜松浜北 IC から所要時間約１０分・
東名浜松 IC から所要時間約４０分  

L38 

清風寮 
（浜松市天竜区渡ヶ島 217-3） 
遠州鉄道西鹿島駅よりバス「厚生会」行
き乗車、「厚生会」下車（約 10 分）。本
部の左手にある建物です。  
天竜厚生会本部事務所に向かって左側
（青い屋根２階建ての施設） 

   



 

L39 

赤松寮 
（浜松市天竜区渡ヶ島 20-7） 
JR 浜松駅下車 遠州鉄道新浜松駅よ
り西鹿島線終点西鹿島駅下車（徒歩約
30 分）。西鹿島駅から厚生会行きバス
で厚生会下車（約 10 分） 

L40 

さくまの里 
（浜松市天竜区佐久間町中部 18-15） 
JR 飯田線中部天竜駅下車徒歩 5 分  

L41 

龍山デイサービスセンター 
（浜松市天竜区龍山町戸倉 711-2） 
遠鉄バス天竜水窪線「西川」下車徒歩 30
分  

 
 

 

L42 

なぎさ保育園 
（湖西市入出 281-8） 
ＪＲ鷲津駅より遠鉄バス入出行き「弁
財橋」下車徒歩１０分  
ユニクラフト・ナグラ（株）/かきこや
スーパー 

  

 

  


