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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。

行き方も再確認
しよう！

日 時 会 場 参加対象者

7月16日（土）
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

静岡市

7月17日（日）
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

御前崎市・牧之原市・
吉田町

7月24日（日）
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

島田市・藤枝市・
焼津市

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



●静岡市清水区 ●御前崎市

No. 頁 施設名 施設種別 No. 頁 施設名 施設種別

F01 9 静岡市清水うしおワーク 知的障がい者 I01 24 東海清風園 お年寄り

F02 9 静岡市清水ひびきワーク 身体障がい者 I02 24 灯光園 お年寄り

F03 10 静岡市清水なぎさホーム 心身障がい者 I03 25 灯光園デイサービスセンター お年寄り

F04 10 百花園 身体障がい者 ●牧之原市

F05 10 あすなろの家 お年寄り I04 25 つくしの家 障がい児

F06 11 特別養護老人ホーム好日の園 お年寄り I05 25 つくしホーム 心身障がい者

●静岡市葵区・駿河区 I06 26 こづつみ作業所 心身障がい者

G01 12 麻機園デイサービスセンター お年寄り I07 26 第２こづつみ作業所 心身障がい者

G02 12 竜爪園デイサービスセンターほっこりーな お年寄り I08 26 相良保育園 幼児

G03 13 りんどう お年寄り I09 27 菅山保育園 幼児

G04 13 ハピスポデイ和かな お年寄り I10 27 あおぞら保育園 幼児

G05 13 つばさ静岡わたぐも 心身障がい者 I11 27 地頭方保育園 幼児

G06 14 竜爪園障がい者生活介護ソレーナ 心身障がい者 I12 28 牧之原保育園 幼児

G07 14 エンジェルハウス 幼児・児童 I13 28 萩間保育園 幼児

G08 14 ワイズファミリー 障がい児 I14 28 相良デイサービスセンター お年寄り

G09 15 わくわく 障がい児 I15 29 相良清風園 お年寄り

G10 15 聖ヨゼフの園デイサービスセンター お年寄り I16 29 やまばと希望寮 障がい者

G11 15 デイサービスセンター丸子の里 お年寄り I17 29 社協陽だまり お年寄り

G12 16 登呂の家 お年寄り I18 30 細江保育園 幼児

G13 16 久能の里 お年寄り I19 30 勝間田保育園 幼児

G14 16 まごころタウン静岡 お年寄り I20 30 静波保育園 幼児

G15 17 日本平学園 知的障がい者 I21 31 坂部保育園 幼児

G16 17 ラポール・ファーム 知的障がい者 ●吉田町

G17 17 たんぽぽ保育園 幼児 I22 31 わかば保育園 幼児

G18 18 つくしんぼ保育園 幼児 I23 31 さくら保育園 幼児

●島田市 I24 32 さゆり保育園 幼児

H01 19 島田の空と大地と 知的障がい者 I25 32 すみれ保育園 幼児

●藤枝市 I26 32 デイサービスセンターはぁとふる お年寄り

H02 19 おおぞら児童クラブ 児童

H03 20 なかよし児童クラブ 児童

H04 20 ひがしっこ第１・第２児童クラブ 児童

H05 20 ふじっこ児童クラブ 児童

H06 21 おおす児童クラブ 児童

H07 21 マインド お年寄り

H08 21 デイサービスセンター高草 お年寄り

●焼津市

H09 22 あおい荘 お年寄り

H10 22 ゆりかもめ 心身障がい者

H11 22 すいせん 心身障がい者

H12 23 くれよん 障がい児

H13 23 大井川睦園デイサービスセンター お年寄り

H14 23 焼津の空と大地と 知的障がい者

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



   

 

 
 

 

 

  

F01 

多機能型事業所 

静岡市清水うしおワーク 
（担当者：堀 慶大） 

〒424-0905 静岡市清水区駒越西 2-10-10 
TEL：054-335-1158 

新たな体験、してみませんか？ 
うしおワークでは作業を中心に活動しています。それ以外にもソフトボールやマラソン、レクリエーションなどの活
動もあります。利用者の皆さんと一緒に充実した時間を過ごしてください。 

【活動内容】作業・スポーツ･レクリエーション・その他行事 

【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 ９：３０～１０：３０ 

【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】９：００～１６：００ 

【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 

【服 装】活動しやすい服装（ｼﾞｬｰｼﾞ・T ｼｬﾂ）※ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ不可 

【備 考】 

F02 

生活介護事業所 

静岡市清水ひびきワーク 
（担当者：花畑実保子） 

〒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。 

【活動内容】利用者と一緒に作業や創作活動を行って頂きます。 

【施設で活動できなくなった場合】法人の定める感染防止策に従って計画通りの活動に参加していただきます。＊感
染症拡大状況によっては中止とさせていただく場合があります。 

【施設のオリエンテーション】  ８月５日（金）１０：００～１１：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１２ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒 

【服 装】動きやすい服装（※短パン、ハーフパンツ不可） 

【備 考】 

F地区 
静岡市（清水区）の 

活動情報 

静
岡
市
（
清
水
区
） 



F03 

生活介護事業所 

静岡市清水なぎさホーム 
（担当者：平野名加世） 

〒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。 
なぎさホームは重度障害者の方が通所する事業所です。散歩やゲーム、外出活動など楽しく一日を過ごしています。
笑顔溢れる楽しい事業所です。 

【活動内容】車椅子介助、食事介助、レクリエーション活動補助 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 ９：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１２，１５ （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】９：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】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 

【備 考】 

F04 

障害者支援施設 

百花園（担当者：浦山貴範） 

〒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。そんな利用者様と楽しい時間を過ごしません
か？ 

【活動内容】事業補助、車椅子清掃 

【施設で活動できなくなった場合】①、②いずれかを選んでください。①利用者様と直接触れない外のスペースで車
椅子等の清掃活動をお願いしたい。（施設に来園いただき作業をお願いします。）②簡易防護服を制作してください。
（制作方法、材料はボランティア協会より提供）８／３１ １８時までに提出してください。 

【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 （１～２人） 

ｂ：８／５，６，７，８ （１～２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】活動先内の就労 B 型事業

所のレストランで食事（食事代は無料

です） 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・エプロン２枚 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

F05 

老人福祉施設 

あすなろの家（担当者：江川裕美子） 

〒424-0002 静岡市清水区山原 871-2 
TEL：054-363-0207 

お年寄りのキラキラ笑顔を見つけよう！ 
施設の枠にとらわれない、当たり前の生活にこだわったケアを行なっています。明るく楽しく笑顔いっぱいの雰囲気
の中、新しい世界に足を踏み入れてみませんか？ お年寄りからたくさんのパワーがもらえますよ！ 

【活動内容】特養、デイサービスの活動補助(レクリエーション･排泄･食事･入浴など) 

【施設で活動できなくなった場合】簡易防護服づくりでもいいですし、お手紙を書いてもらったりウエス切り（ウエ
スはあります）やって頂けると助かります。（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】  ７月２８日（木）１０：００～１０：３０ 

【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： （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】弁当持参あるいは活動先

で注文可能 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・着替え・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

静
岡
市
（
清
水
区
） 



 

F06 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム好日の園 
（担当者：深澤大輔） 

〒421-3215 静岡市清水区蒲原神沢
1359-1 
TEL：054-385-6500 

この夏の経験は君の人生の中で価値となる 
好日の園は昭和６２年に設立された、緑に囲まれた静かな環境の中にある定員５０人の施設です。入所者はご自分で
歩ける方から寝たきりの方までが生活しています。入所者、職員があなたとの出会いを待っています。 

【活動内容】入所者とのコミュニケーション、掃除、配膳・下膳のお手伝い、ベッドメイキング等 

【施設で活動できなくなった場合】①オンライン（ZOOM）を通じて入所者とお話をしていただきます。可能なら
ば、歌や音楽などを披露していただけるとうれしいです。お話しをした後に、手紙や部屋に飾る絵や作品を作ってい
ただきます。＊オンライン（ZOOM)の機器は施設で用意します。施設の会議室で行います。日数（回数）・時間など
は相談して決めさせていただきます。 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 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： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】９：３０～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴（かかとのあるもの）・水筒・タオル・筆記用具・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】ｼﾞｬｰｼﾞ等動きやすい服装。ジーンズ、スカート不可。 

【備 考】 

静
岡
市
（
清
水
区
） 



   

 

 
 

 

 

  

G01 

デイサービス 

麻機園デイサービスセンター 
（担当者：秋山真由美） 

〒420-0962 静岡市葵区東 527-1 
TEL：054-247-8739 

お年寄りと語り合ってみませんか 
毎日、仲間との楽しい時間を過ごすために 20 人のお年寄りの方々が通ってきています。お年寄りのパワーと知識を
もらいに来ませんか。 

【活動内容】話し相手、レクリエーション等 

【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】  ７月１６日（土）１６：００～  

※事前研修会終了後、会場で引き続き実施 

【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】１０：００～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴（ｽﾘｯﾊﾟ不可） 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

G02 

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・釜田） 

〒420-0903 静岡市葵区長尾 89-1 
TEL：054-265-3838 

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。 

【活動内容】利用者の活動補助・配膳・洗浄 

【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】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】 

G地区 
静岡市（葵区・駿河区）の 

活動情報 

静
岡
市
（
葵
区
） 



G03 

特別養護老人ホーム 

りんどう（担当者：伊東誠致） 

〒421-1313 静岡市葵区水見色 360 
TEL：054-270-1236 

この夏さわやかな心のふれあいに出会おう!! 
この夏心に残る思い出を作りませんか？こちらでは大正生れ、昭和生れのおじいちゃんとおばあちゃんが皆様との出
会いを楽しみにしています。 

【活動内容】入居者とのコミュニケーション・レクリエーション、行事のお手伝い、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】  ７月３０日（土）１０：００～ 

【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】中学２年生以上 

【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（370 円） 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・タオル・着替え・箸 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

G04 

デイサービス 

ハピスポデイ和かな（担当者：春田道博） 

〒420-0846 静岡市葵区城東町 34-14 
TEL：054-207-8274 

お年寄りの好きな方、お待ちしています。 
毎日、50 人前後のお年寄りの方々が来所されています。お年寄りとのふれ合いでは、学校の授業等では得られない
内容がたくさん得られ、体験できます。みなさまからの、若さあふれる元気、活力も楽しみにしています。 

【活動内容】・お年寄りのお話相手・お茶出し・食事時の配膳のお手伝い・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】１４～１６時くらい。①オンライン活動（利用者さんとオンラインでお話）、②
オンラインでお話しをした利用者さんにお手紙を書く。（①②併せて２時間くらい） 

【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人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１ （１人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８ （１人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５ （１人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１０：００～１５：３０ 

※休日も同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒・筆記用具 

【服 装】動きやすいもの 

【備 考】 

G05 

重症心身障害者の生活介護 

つばさ静岡わたぐも（担当者：宍戸亮仁） 

〒420-0805 静岡市葵区城北 117 
TEL：054-249-2830 

「笑顔」「優しさ」に出会えます。 
重い障がいを持った人と触れ合い、楽しい時間を共にしませんか。新しい発見や出会いがあります。参加していただ
ける方、お待ちしています。 

【活動内容】・散歩（車いすで）・活動などの援助(手伝い)・施設内の掃除など 

【施設で活動できなくなった場合】新聞紙で折るタイプのゴミ箱や、毛糸で編むアクリルたわしを送っていただける
と嬉しいです。 

【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 （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】高校生のみ 

【活動時間】 

午前の部…９：００～１２：００  

午後の部…１４：００～１６：００ 

※参加者が選択可。（応相談） 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・タオル・着替え・エプロン・筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

静
岡
市
（
葵
区
） 



G06 

障害者施設 

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。 

【活動内容】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）を一緒に行なっていただきます。 

【施設で活動できなくなった場合】手紙のやりとり等ができると嬉しいです（オンラインも環境が整えば） 

【施設のオリエンテーション】  各活動期間の初日 ９：３０～１０：３０ 

【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】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１５：３０ 

※１０：００～１２：００、 

１３：００～１５：００でも可 

【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 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】期間中４日間でも可。（応

相談） 

G07 

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） 

〒420-0882 静岡市葵区安東 1-23-12 
TEL：054-209-0700 

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。 

【活動内容】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。 

【施設で活動できなくなった場合】オリエンテーション時に個別に調整させていただきます。 

【施設のオリエンテーション】  ７月１６日（土）１６：３０～１７：３０ 

※事前研修会終了後、施設にお越しいただきます。 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （１人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （１人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５ （１人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１２：３０ 

【昼  食】弁当持参 

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

【服 装】動きやすい服装（タンクトップ、スカート×） 
【備 考】 

G08 

放課後等デイサービス 

ワイズファミリー（担当者：花井 和） 

〒420-0813 静岡市葵区長沼 639-1 
TEL：054-277-9310 

子供好きの方は是非！ 
身体に障害があったり、知的に障害のある児童と共に夏休みを過ごしてみませんか？小学生から高校生までの児童生
徒が、皆様をお待ちいたしております。 

【活動内容】・障害児の遊び相手・食事介助など 

【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 １０：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （１人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１ （１人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５ （１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】水筒・ﾀｵﾙ・着替え 

【服 装】動きやすい服装（ｽﾞﾎﾞﾝ着用） 

【備 考】 

静
岡
市
（
葵
区
） 



G09 

放課後等デイサービス 

わくわく（担当者：杉本昭夫、現場：伏見百合香） 

〒420-0882 静岡市葵区安東 1-23-12 
TEL：054-209-0700 

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。 

【活動内容】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。 

【施設で活動できなくなった場合】オリエンテーション時に個別に調整させていただきます。 

【施設のオリエンテーション】  ７月１６日（土）１６：３０～１７：３０ 

※事前研修会終了後、施設にお越しいただきます。 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （１人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （１人） 

ｃ：８／１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５ （１人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１２：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、筆記用具、着替え、ビーチサンダル、ドリンク 

【服 装】動きやすい服装（タンクトップ、スカート×） 

【備 考】 

G10 

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。 

【活動内容】デイサービスの活動補助（お話相手など） 

【施設で活動できなくなった場合】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下さい。
出来るなら絵手紙のようなイラストがあるものだとありがたいです。（デイサービス内に飾ります）＊８月３１日ま
でに提出してください。３枚以上は書いていただけるとありがたいです。 

【施設のオリエンテーション】  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： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１３：３０～１６：３０ 

【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】動きやすい服装 

【備 考】 

G11 

通所介護 

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。 
さまざまなお年寄りとふれあってみませんか？ いろいろな話の中には学校で教わらない豊富な知恵がギッシリ詰ま
っています。福祉に興味や関心のある方、お待ちしております。 

【活動内容】ご利用者の方へのお茶出し、活動への補助 

【施設で活動できなくなった場合】車椅子や歩行器の清掃。施設屋外の清掃活動。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）＊感染状況によってご利用者の方とは直接、接しな
い活動に変更させていただきます。 

【施設のオリエンテーション】  ８月１２日（金）１４：００～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】１３：００～１６：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【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 

【備 考】 

静
岡
市
（
葵
区
） 

静
岡
市
（
駿
河
区
） 



G12 

特別養護老人ホーム・デイサービス 

登呂の家（担当者：福島拓己） 

〒422-8033 静岡市駿河区登呂 3-4-1 
TEL：054-203-3363 

お年寄りとのふれあいを楽しみませんか？ 
普段お年寄りと関わる機会がないという人もぜひ参加してみて下さい。最初は緊張するかもしれませんが、きっと得
られるものがあるはずです。ご利用者はあなたとお話できるのを楽しみにしています。 

【活動内容】ご利用者の話し相手、清掃、洗濯物たたみ等 掃除や洗濯ものを畳むなどのお手伝いをお願いします 

【施設で活動できなくなった場合】施設の利用者さん、職員さんに手紙を書いて届ける。簡易防護服を自宅で作成
し、施設に届ける。（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１日（月）１４：００～１５：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８ （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】弁当持参 

【持ち物】上靴・筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

G13 

介護老人福祉施設／特別養護老人ホーム 

久能の里（担当者：齋藤升美） 

〒422-8011 静岡市駿河区根古屋 289-1 
TEL：054-269-5205 

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。 

【活動内容】レクリエーションや食事のお手伝い、車椅子の移動介助、シーツ交換、環境整備など 

【施設で活動できなくなった場合】Web または外の掃除 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１０：３０～１１：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （４人） 

ｂ：８／９，１０，１１，１２ （４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】弁当持参あるいは施設で

注文も可（注文は参加者費用負担） 

３６０円 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・タオル・エプロン 

【服 装】動きやすく、汚れてもいい服装 

【備 考】 

G14 

介護老人施設 

まごころタウン静岡（担当者：佐塚翔） 

〒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！？ 

【活動内容】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！ 

【施設で活動できなくなった場合】ZOOM などを活用した活動や施設紹介などを予定しています。＊代替日 ８／４ 
１０：００～１１：００ 

【施設のオリエンテーション】  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 （３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】希望される方には無料で
提供させて頂きます。メニューについ
ては入居者様と同じ食事をご提供し
ます。 

【持ち物】飲み物、上靴 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

静
岡
市
（
駿
河
区
） 



G15 

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。 

【活動内容】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。 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙活動 

【施設のオリエンテーション】  ８月１０日（水）１０：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２３，２４，２５，２６ （１～２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （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】弁当、水筒、上ぐつ 

【服 装】動きやすい服装（G パン不可） 

【備 考】 

G16 

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！ 

【活動内容】利用者の皆さんと一緒に軽作業を行います 

【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１０日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 ９：００～ 

【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】９：００～１４：３０ 

【昼  食】弁当持参あるいは活動先

で注文可能（３２０円～） 

【持ち物】上靴、水着、タオル、筆記用具 

【服 装】動きやすく、汚れてもいい服装 

【備 考】 

G17 

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？ 

【活動内容】子どもの保育、保育室の環境整備のお手伝い、製作活動 etc… 

【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～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 
ａ：８／１，２，３，４，５，６ （４人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２，１３ （４人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９，２０ （４人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５，２６，２７ （４人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１７：００  

※土曜も同じ（初日のみ８：３０～ 

１６：３０） 

【昼  食】活動先で注文可能 

（１食２００円） 

【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 

【備 考】 

静
岡
市
（
駿
河
区
） 



 

G18 

保育園（認可） 

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。 

【活動内容】２才以上の子ども達と一緒に遊んだり、一日生活を共にします。 

【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） 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１０：００～１１：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２，１３ （２人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （３人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （３人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ ※

土曜も同様 

【昼  食】活動先で皆同じ食事 

（１食２００円） 

【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 

【備 考】各期間５日間の設定です

が、活動は４～５日でも OK です。 

静
岡
市
（
駿
河
区
） 



   

 

 
 

 

 

  

H01 

障害者支援施設 

島田の空と大地と（担当者：鮎澤孝子） 

〒427-0011 島田市東町２４１ 
TEL：0547-36-5535 

障害のある方と触れ合おう。 
人はひとりで生きていけません。誰かに支えられ、誰かを支えて生きています。みんなが支え合い、助け合う社会を
つくりたいと思っています。いっしょに大切なものを育ててみませんか。あなたも大切な人だから・・・ 

【活動内容】一緒に活動（ウォーキング、机上作業、農作業、手作りお昼、レクリエーション等） 

【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】  ７月２６日（火）１６：００～ 

【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】９：３０～１５：４５ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・タオル 

【服 装】動きやすい服装（スカート不可） 

【備 考】 

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 
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 

【活動内容】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） 

【施設で活動できなくなった場合】雑巾づくり（１日１枚として４枚以上）＊学校が始まる前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）１３：００～１４：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ：８／５，８，９，１０ （４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】１０：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】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） 

【備 考】 

H地区 
島田市・藤枝市・焼津市

の活動情報 

島
田
市 

藤
枝
市 



H03 

児童福祉施設 

なかよし児童クラブ 
（担当者：荒木麻里奈） 

〒426-0086 藤枝市原 1133 
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！ 

【活動内容】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 

【施設で活動できなくなった場合】「手作りゲームのプレゼント」カードゲームやボードゲーム等、小学校１～４年
生向けの玩具の製作・プレゼント。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２５日（月）１７：００～１７：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２，１５ （３人） 

ｃ：８／１８，１９，２２，２３，２４ （３人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （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、タオル 

【服 装】学校のジャージ等動きやすい服装 

【備 考】 

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：松本理歩） 

〒426-0071 藤枝市志太 5-1-1 
青島東小学校内 
TEL：054-641-0380 

子ども達と楽しい夏を過ごそう！ 
小学校一年生から三年生までの子どもたちと朝から夕方まで一緒に過ごします。おり紙、プラバン、サッカー、鬼ご
っこ。楽しく遊んで夏の思い出を作りましょう。 

【活動内容】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。 

【施設で活動できなくなった場合】お手紙活動 

【施設のオリエンテーション】  ８月５日（金）１６：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８，１９ （４～６人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１０：００～１７：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】水筒、帽子、タオル、着替え、筆記用具、不織布マスク（予備も

お持ちください） 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

H05 

放課後児童クラブ 

ふじっこ児童クラブ 
（担当者：安藤惠子） 

〒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。 

【活動内容】遊びを通して児童と交流する 

【施設で活動できなくなった場合】教材制作…児童が遊びの時間に使用するカード等を作成して頂く 

【施設のオリエンテーション】  ７月２５日（月）１８：００～１８：３０ 

【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：８／１６，１７，１８，１９ （５人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生 

【活動時間】１０：００～１７：１５ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・タオル・着替え・ビーチサンダル 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

藤
枝
市 



H06 

児童福祉施設 

おおす児童クラブ（担当者：横山祐子） 

〒426-0051 藤枝市大洲 5-20 
大洲小学校内 
TEL：054-637-2448 

かわいい小学生と楽しく夏休みを過ごそう！ 
元気いっぱいの子どもたちが、一緒に遊んでくれるお兄さん、お姉さんたちを待っています。子どもたちの夏の思い
出の中に入り込んでみませんか？ 

【活動内容】・子ども達と一緒に遊ぶ（水遊び、体育館でボール遊び等）・指導員のサポート（おやつの準備・片付け
等） 

【施設で活動できなくなった場合】白いタオルをお渡しするので、雑巾を４枚程度ぬっていただく。（手ぬいでもミ
シンでも可） 

【施設のオリエンテーション】  ７月２８日（木）１７：００～１７：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ：８／５，８，９，１０ （４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】弁当持参 

【持ち物】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 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

H07 

介護老人保健施設 

マインド（担当者：内藤・安田） 

〒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年にできた施設です。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！！ 

【活動内容】レクリエーション補助他 お手伝い等 

【施設で活動できなくなった場合】利用者への手紙作成、防護服作り（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） など 

【施設のオリエンテーション】  ８月４日（木）１５：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】１３：３０～１６：００ 

【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 

【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 

【備 考】 

H08 

指定通所介護事業所 

デイサービスセンター高草 
（担当者：山口礼乃） 

〒421-1131 藤枝市岡部町内谷 1334-4
亀寿の郷内 
TEL：054-659-3948 

あなたのあったかい心に、ふれあいたい！ 
明るくて元気なご利用者様が、若い世代との交流を楽しみにしています。あなたの、あったかい心を、笑顔と一緒に
届けて下さい。一期一会の喜びを、あなたも感じられるはずです。 

【活動内容】ご利用者様との交流・整容等のお手伝い・活動時の準備、片付け、サポートなど 

【施設で活動できなくなった場合】利用者様にお手紙を書いていただくお手紙活動。 

【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：８／７，８，９，１０ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】１０：００～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・水筒・タオル・エプロン 

【服 装】動きやすい服装、髪型（女子で長い髪は結ぶ） 

【備 考】No 

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 

コロナに負けないステキな笑顔待ってます！ 
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。壮訓である「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。 

【活動内容】あおい納涼祭準備・環境整備・DS お手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】清掃活動等 

【施設のオリエンテーション】  ８月２日（火）１４：００～１４：２０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 
ａ：８／４，５，６，７，８ （４人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】 

<平日・土曜>９：００～１６：００ 

<日曜日>９：００～１３：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ 

【服 装】活動しやすい服装（ジャージなど） 

【備 考】 

H10 

生活介護 

ゆりかもめ（担当者：鈴木直子） 

〒425-0068 焼津市中新田 1890-1 
TEL：054-623-9464 

ともに過ごし、ともに笑おう 
18 才以上の心身に重度の障害を持った人が通い、作業・運動・レクリエーション等の活動に取り組んでいます。個
性あふれるメンバーがお待ちしています。一緒に楽しく活動しましょう。 

【活動内容】作業補助・散歩・創作活動・体操等 利用者支援 

【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 （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】８：３０～１６：００ 

【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 

【服 装】動きやすい服装・スニーカー 

【備 考】PCR 検査をやってきてく

ださい。 

H11 

障害福祉サービス事業所（生活介護・就労継続支援 B 型） 

すいせん（担当者：佐藤真弓） 

〒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。 

【活動内容】散歩、作業、余暇活動の補助 

【施設で活動できなくなった場合】季節の壁面作成。もしくは施設周辺の清掃活動を１時間ほどお願いします。 

【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：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：００～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】弁当、水筒、上靴、帽子 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

焼
津
市 



 

H12 

放課後等デイサービス 

くれよん（担当者：瀧口俊輔） 

〒421-0205 焼津市宗高 426-4 
TEL：054-662-0102 

あなたの笑顔、やる気待っています 
気になる行動がみられたり、障がいをもった小学校１年生から高校 3 年生までの子ども達が、放課後思いおもいに過
ごしています。夏休みの子ども達の楽しい思い出作りをお手伝いしてください。 

【活動内容】子どもの活動補助、レクリエーション（外出・プール等）を一緒に行う 

【施設で活動できなくなった場合】施設の利用者さん、職員に手紙を書いて郵送する。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）１６：００～１６：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （１人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （１人） 

ｃ：８／２２，２３，２４，２５ （１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・帽子・水筒・タオル・着替え・水着・ﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙ・筆記用

具 

【服 装】動きやすい服装・ｽﾆｰｶｰ 

【備 考】 

H13 

高齢者通所介護 

大井川睦園デイサービス 
センター（担当者：松田恵） 

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

ご利用者とのコミュニケーション、清掃等 
当法人関連施設及び近隣の新型コロナウイルス感染症の感染状況次第ではありますが、徹底した感染症対策をした上
で、ご利用者と一緒にアクティビティ等を体験して頂くと、きっとマスクの内側に笑顔咲くことでしょう。 

【活動内容】レクリエーションや機能訓練の補助 

【施設で活動できなくなった場合】施設敷地内での草取り、窓拭き、車椅子清掃等＊熱中症予防のために日陰で１時
間以内の作業と致します。 

【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：８／２，３，４，５ （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】１０：００～１２：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要・感

染症リスク軽減のため水分補給以外

の飲食はご遠慮ください。 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、エプロン、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

H14 

障害者通所施設 

焼津の空と大地と（担当者：杉山浩子） 

〒421-0204 焼津市高新田 2399-54 
TEL：054-622-6008 

あなたは大切な人だから・・・ 
人はひとりでは生きていけません。誰かに支えられ、誰かを支えて生きています。みんなが支え合い、助け合う社会
をつくりたいと思っています。いっしょに大切なものを育ててみませんか。あなたも大切な人だから･･･ 

【活動内容】一緒に活動(ウオーキング、机上作業、農作業、手作りお昼、レクリエーション等) 

【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】  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 （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１２ （２人） 

ｃ：８／１７，１８，１９，２２ （２人） 

ｄ：８／２３，２４，２５，２６ （２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・帽子・水筒・ﾀｵﾙ・筆記用具 

【服 装】露出がない服装、長ズボン 

【備 考】 

焼
津
市 



   

 

 
 

 

 

  

I01 

特別養護老人ホーム 

東海清風園（担当者：山本直矢） 

〒437-1612 御前崎市池新田 4094 
TEL：0537-86-3286 

一緒に穏やかなひと時を過ごしましょう。 
開設５１周年を迎える特別養護老人ホームです。「施設に入居してもこれまでの生活を送りたい。」そんな思いに寄り
添い、入居者一人ひとりの暮らしを支えるケアの提供に努めています。 

【活動内容】清掃活動（車椅子、窓）、入居者とのお話し相手、入居者との散歩 

【施設で活動できなくなった場合】①施設の利用者さんにお手紙を書いて届けてください。②音楽やピアノ演奏、踊
りやダンスの披露をお願いします。（②は ZOOM を使用してのオンラインでお願いします。参加できる端末をご用意
ください。事前に接続テストを行わせていただきます。） 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）１０：００～１１：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／８，９，１０，１１ （８人） 

ｂ：８／１６，１７，１８，１９ （８人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】１３：３０～１５：３０ 

※１１日も同様 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴、水筒、タオル 

【服 装】動きやすく汚れてもよい服装 

【備 考】 

I02 

特別養護老人ホーム 

灯光園（担当者：松下浩之） 

〒437-1621 御前崎市御前崎 35-37 
TEL：0548-63-3729 

“笑顔の花”いっぱい咲かせましょう。 

静岡県最南端で、白い灯台を眺め、潮風と太陽が降りそそぐユニット型の特養です。お年寄りと世代を超えて寄り添
ってみませんか。 

【活動内容】マシンを使った機能訓練の手伝いやお茶を出しながらお話して、パズルや手遊び、頭の体操を一緒にや
ってください。 

【施設で活動できなくなった場合】花壇の手入れ、野菜の収穫 

【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 （２人） 

ｂ：８／１５，１６，１７，１８ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】高校生以上 

【活動時間】９：３０～１５：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、エプロン 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

I地区 
御前崎市・牧之原市・ 
吉田町の活動情報 

御
前
崎
市 



I03 

デイサービス 

灯光園デイサービスセンター 
（担当者：髙塚祐美） 

〒437-1621 御前崎市御前崎 83-2 
TEL：0548-63-6002 

元気な笑顔！触れ合い待ってます 
１日３０名～３５名のお年寄りの方々がご利用されているデイサービスセンターです。運動や趣味活動を多く取り入
れ活動的なデイを目指しています。たくさんの笑顔待っています。 

【活動内容】話し相手、パズルやかるた、運動レクの手伝い、昼食時の配膳、下膳手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】外での活動、環境整備（草とりなど） 

【施設のオリエンテーション】  ８月１０日（水）１４：００～１４：１５ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１６，１７，１８，１９ （２人） 

ｂ：８／２３，２４，２５，２６ （２人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：００～１５：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、水着、筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

I04 

児童発達支援・放課後等デイサービス事業所 

つくしの家（担当者：小栗朋子） 

〒421-0522 牧之原市相良 240-1 
TEL：0548-52-2225 

つくしの子ども達と暑い夏しませんか？ 
つくしの家には、３才～１６才の個性豊かなかわいい子ども達３１名が毎日元気に通っています。今年の夏、子ども
達と遊び、何か心に残る思い出を作りませんか？きっとステキな夏になると思います。 

【活動内容】療育訓練の補助・食事介助・トイレ等の介助 

【施設で活動できなくなった場合】行事の準備や製作を別館で行ってもらう。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２９日（金）９：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：１５～１７：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】帽子・水筒・水着 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

I05 

障害福祉サービス／生活介護事業所 

つくしホーム（担当者：長野悦子） 

〒421-0522 牧之原市相良 240-1 
TEL：0548-52-0825 

こんな時だからこそ、大切にしたい人と人との輪。育てましょう、あたたかな心、優しい気持ち。 
つくしホームには、２２名の利用者さんがいらっしゃいます。年齢もいろいろ、若い方から高齢の方までいますが、
みんな元気いっぱいです。散歩や作品づくりなど好きな事、出来る事を行い、毎日大きな声と笑顔があふれていま
す。 

【活動内容】移動や食事、施設内での活動などを一緒にしていただいたり、食事やお茶の準備、片付け、施設内清掃
など 

【施設で活動できなくなった場合】施設内外の清掃、草取り、活動などで使用する作品づくり＊時間は通常活動より
短めにしたいと思います 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）１５：３０～１６：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１６，１７，１８，１９ （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】８：３０～１７：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは施設で

注文可（注文は参加者負担） 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、タオル、着替え 

【服 装】動きやすく汚れても構わない服装（装飾品、腕時計は活動中は外

していただきます） 

【備 考】 

御
前
崎
市 

牧
之
原
市 



I06 

就労継続支援 B 型 

こづつみ作業所（担当者：八木伸幸） 

〒421-0523 牧之原市波津 1690-1 
TEL：0548-52-3992 

あなたとの出会いを待ってます。 
簡単な自動車部品の組立をしています。毎日、楽しく仕事をしています。来て、見て、ふれあい。新しい体験をして
みませんか。一緒に楽しい思い出をつくりましょう。 

【活動内容】利用者と一緒に自動車部品の組付作業をしたり、自主製品（陶芸・軒花）作成の手伝いをして頂きます。  

【施設で活動できなくなった場合】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 ８：３０～９：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 
ａ：８／２，３，４，５ （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】８：３０～１６：００ 

【昼  食】弁当持参あるいは注文も

可（注文は参加者費用負担 種類によ

り異なる約４００円） 

【持ち物】上靴、水筒、帽子、筆記用具、タオル、歯磨きセット 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

I07 

就労継続支援Ｂ型事業所 

第２こづつみ作業所 
（担当者：渥美里江子） 

〒421-0526 牧之原市大沢 5-10 
TEL：0548-52-6175 

楽しい仲間と楽しいボランティア活動を！ 
仕事が大好き・遊びが大好きな人達と一緒に過ごしてみませんか。おいしいお菓子も、作っています。夏休みの良い
思い出を作りましょう。 

【活動内容】・自動車部品の組み立て作業・お菓子（甘食・カップケーキ）作り・お祭りの軒花作り・DVD 解体 

【施設で活動できなくなった場合】施設の利用者、職員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 ８：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１１：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴・水筒・筆記用具・歯磨きセット 

【服 装】活動しやすい服 

【備 考】 

I08 

保育所 

相良保育園（担当者：竹島希代美） 

〒421-0522 牧之原市相良 262-20 
TEL：0548-52-0208 

子どもたちの笑顔のために、みなさんの力を貸して下さい！ 
園庭のまん中にある大きな﨔の木と、０歳児から５歳児までの元気一杯の子どもたちが、みなさんが来てくれるのを
待っています。 

【活動内容】保育の補助（子ども達との遊び・排泄・着替え等の世話）、室内外の清掃・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】  活動期間の初日 ９：００～ 

【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】９：００～１１：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】水筒、タオル、帽子 

【服 装】動きやすく、汚れてもいい服装 

【備 考】 

牧
之
原
市 



I09 

保育所 

菅山保育園（担当者：山本五月） 

〒421-0514 牧之原市菅ケ谷 3621-1 
TEL：0548-52-3733 

子どもたちと一緒に感動体験してみませんか 
田畑に囲まれ、裏山には四季を通じて楽しめる竹林と長いすべり台があり、身体を十分活かして遊んでいます。幼い
頃を思い出して、思いきり体を動かし子どもたちと遊びましょう!! 

【活動内容】保育のお手伝い、清掃、園庭の環境整備 

【施設で活動できなくなった場合】園内整備として絵本や紙芝居の修理や草取りをお願いしたいと思います。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１４：００～１４：３０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学３年生以上 

【活動時間】８：１５～１６：１５ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子(必ず)・水筒・筆記用具・ﾀｵﾙ・着替え・水着・ｴﾌﾟﾛ

ﾝ 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

I10 

児童福祉施設 

あおぞら保育園（担当者：松下文乃） 

〒421-0524 牧之原市須々木 123-3 
TEL：0548-52-3141 

元気な笑顔!!待ってます 
保育園は０才児から５才児までの子どもたちの生活の場です。子どもたちのパワーに負けず明るく元気な笑顔を持っ
ているあなた！！私たちと一緒に体力勝負してみませんか。 

【活動内容】・保育活動の補助・プールや室内外の清掃・花壇の整備 

【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】  各活動期間の初日 ８：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （３～５人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学３年生以上 

【活動時間】８：３０～１１：００ 

【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・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】動きやすく汚れても良い服装 

【備 考】 

I11 

保育園 

地頭方保育園（担当者：加藤美佳） 

〒421-0532 牧之原市地頭方 1-33 
TEL：0548-58-0001 

子ども達と一緒に笑いと感動を!! 
０才児から５才児までの子どもたちが元気いっぱい生活しています。自然に囲まれた環境の中で子どもたちと一緒に
遊んだり、生活のお手伝いをしたりしながらさわやかな汗を流してみませんか？ 

【活動内容】・子ども達とあそんだり、生活面での手助け・保育教材の製作、手伝いなど 

【施設で活動できなくなった場合】子どもたちに手紙を書いたり折り紙を折ったりして届ける 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１５：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （３人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学１年生以上 

【活動時間】８：３０～１６：００ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・ﾀｵﾙ・水着・おやつ皿（おやつ用）・ｺｯﾌﾟ 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

牧
之
原
市 



I12 

保育園 

牧之原保育園（担当者：岩崎まどか） 

〒421-0501 牧之原市東萩間 1987-50 
TEL：0548-27-2223 

子ども達と出会い、共感してみませんか 
緑の茶園に囲まれ、保育園と小・中学校が隣接し、地域の期待も強くみんなに支えられている子ども達。自然の中で
感動体験をし、感性を磨いています。子ども達と若い？保育士がみんなとの出会いを楽しみに待っています。 

【活動内容】保育の補助・園舎内外の清掃・草取り等 

【施設で活動できなくなった場合】園児と接することはできませんが、園舎まわりのそうじ、草とりや絵本の修理、
壁面作りなど 

【施設のオリエンテーション】  ７月２８日（木）１５：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （３人） 

ｂ：８／２２，２３，２４，２５，２６ （３人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】８：３０～１５：００ 

【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・ｴﾌﾟﾛﾝ・お

弁当 

【服 装】活動しやすい服装（体操服） 

【備 考】 

I13 

保育所 

萩間保育園（担当者：河村恵里） 

〒421-0508 牧之原市西萩間 889 
TEL：0548-54-1230 

子どもといっぱい遊んで夏の思い出作りを!! 
自然いっぱいの萩間で子ども達と身体を動かし楽しんでいます。子ども達一人一人の思いを大切にする保育を心がけ
ています。お手伝いをお願いします。 

【活動内容】園児との遊び・保育のお手伝い・清掃・草取り・雑務他 

【施設で活動できなくなった場合】草取り・草刈り等 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１４：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （３人） 

ｂ：８／５，８，９，１０ （３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】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・ｴﾌﾟﾛﾝ・食器（おやつ皿・ｺｯﾌﾟ・ｽﾌﾟｰﾝ） 

【服 装】汚れても良く(清潔)活動しやすい服装 

【備 考】 

I14 

通所介護 

相良デイサービスセンター 
（担当者：松村亮佑） 

〒421-0523 牧之原市波津 1147-7 
TEL：0548-52-5553 

利用者の皆様と楽しい時間を過ごしましょう 
相良デイサービスセンターは、日頃から利用者さんと職員の笑顔が絶えない施設を心がけています。又、職員一人ひ
とりが目配り、気配りの意識を持ち支援を行っています。ぜひ一度ボランティアに来てください。 

【活動内容】利用者さんへのお茶出し、話し相手、頭髪を乾かす等 

【施設で活動できなくなった場合】まんえん防止措置・緊急事態宣言が発令された場合、これらが解禁され次第、改
めて日程調整を行った上で連絡させて頂きます。 

【施設のオリエンテーション】  ７月３０日（土）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／３，４，５，６ （１～３人） 

ｂ：８／１０，１１，１２，１３ （１～３人） 

ｃ：８／１７，１８，１９，２０ （１～３人） 

ｄ：８／２４，２５，２６，２７ （１～３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、水筒、タオル、筆記用具 

【服 装】ジャージ等の動きやすい服装 

【備 考】耳の聴こえにくい方もい

る為、大きな声で話しかけてくださ

い。明るく元気に接してください。 

牧
之
原
市 



I15 

特別養護老人ホーム 

相良清風園（担当者：山田美香） 

〒421-0508 牧之原市西萩間 695-6 
TEL：0548-55-0550 

経験も知識もゼロでかまいません。元気な声と笑顔があれば大丈夫。 

興味のある方、お待ちしています。 
２００１年に開設しました。今年で２１周年を迎えます。お茶畑に囲まれた静かな施設です。 

【活動内容】施設の庭の草取り、窓ふき、車椅子の洗浄等をお願いします 

【施設で活動できなくなった場合】施設の利用者、職員に手紙を書いて届ける。夏休みの楽しかったことや、将来の
夢など楽しいお手紙をお願いします。＊８／２０頃までに届くようお願いします。 

【施設のオリエンテーション】  ８月１日（月）１０：３０～１１：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／２，３，４，５ （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】１３：００～１５：００ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴・タオル・着替え 

【服 装】動きやすく汚れてもいい服装 

【備 考】 

I16 

障がい者支援施設 

やまばと希望寮（担当者：飯塚正志） 

〒421-0412 牧之原市坂部 2151-2 
TEL：0548-29-1656 

いろんな人と出会う経験をしてみよう！！ 
やまばと希望寮では、２３～７４歳の方々が生活されています。現在男性は２０名、女性は１０名の方が利用されて
います。皆さん笑顔がとても素敵なので、一緒に楽しい時を持てたら良いなと思います。 

【活動内容】散歩、食事の準備、掃除 

【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８日（月）１５：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１５，１６，１７，１８ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】９：３０～１２：３０ 

【昼  食】半日のため昼食不要 

【持ち物】上靴・帽子・タオル・着替え・筆記用具 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

I17 

通所介護 

社協陽だまり（担当者：内藤進介） 

〒421-0422 牧之原市静波 479-2 
TEL：0548-22-4419 

お年寄りとの楽しい時間、過ごしませんか？ 
いつまでも生き生きと暮らしたい。そんな人達のお手伝いをしてみませんか？社協陽だまりは、新しくなったばか
り。パンを作ったり紙すきを行ったりご利用者様とも地域の方とも交流し楽しい夏休みを過ごしましょう。 

【活動内容】レクリエーションの手伝い、利用者様の話し相手、食事の配膳・片付け 

【施設で活動できなくなった場合】職員、利用者様への手紙。利用者様向けの頭の体操（脳トレ）などを考えていた
だく。 

【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：８／１，２，３，４，５，６ （２人） 

ｂ：８／８，９，１０，１１，１２，１３ （２人） 

ｃ：８／１５，１６，１７，１８，１９，２０ （２人） 

ｄ：８／２２，２３，２４，２５，２６，２７ （２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・水筒 

【服 装】動きやすい服装 

【備 考】 

牧
之
原
市 



I18 

保育所 

細江保育園（担当者：山本美佳） 

〒421-0421 牧之原市細江 3364-2 
TEL：0548-22-5263 

子ども達と一緒に楽しい夏を過ごしましょう 
明るく広い園舎で０歳児から５歳児までの子ども達が、元気いっぱい遊んだり生活したりしています。子ども達と一
緒に過ごしふれあうことで、感じることがたくさんあると思います。是非来てくださいね。待っています。 

【活動内容】・園児との交流（一緒に遊ぶ）・清掃（プール、掃除、草取り等）・保育士の手伝い 

【施設で活動できなくなった場合】新聞紙でゴミ袋を作ってもらい園に届ける。＊作業で使う新聞紙やテープは園で
用意します。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１４：００～１４：３０ 

【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： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学３年生以上 

【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・マスク 

【服 装】活動しやすい服装（体操服・運動靴等） 

【備 考】 

I19 

保育所 

勝間田保育園（担当者：小倉由記子） 

〒421-0402 牧之原市勝間 567-3 
TEL：0548-28-0329 

元気なお兄さん、お姉さん、待ってまーす！ 
０才児から５才児までのかわいい子供達と一緒に夏の遊びを楽しんでみませんか。水遊びの活動を中心に、いい汗を
かいて思い出作りをしましょう。子供達があなたを待っています。 

【活動内容】園児と一緒に遊ぶ、保育士の手伝い、プール清掃等 

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

【施設のオリエンテーション】  ７月２６日（火）１６：００～１６：２０ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （３人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒・タオル・着替え・水着・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】活動しやすい服装 

【備 考】 

I20 

児童福祉施設 

静波保育園（担当者：塚本恭子） 

〒421-0303 牧之原市静波 991-5 
TEL：0548-22-0155 

明るくて元気なお兄さんお姉さん待ってます。 
0 歳児～5 歳児まで 160 人の子どもたちが笑顔いっぱい、元気いっぱい遊んでいます。ぜひ一緒に楽しんで夏の思い
出を作ってみませんか。 

【活動内容】園児との遊び・保育士の手伝い・清掃等 

【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】  ７月２６日（火）１４：３０～１５：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ：８／５，８，９，１０ （４人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学２年生以上 

【活動時間】８：３０～１１：３０ 

【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・ｴﾌﾟﾛﾝ 

【服 装】絵の具の活動で服が汚れることもあるので汚れてもいい服装で来

てください。 

【備 考】 

牧
之
原
市 



I21 

保育所 

坂部保育園（担当者：油井みゆき） 

〒421-0412 牧之原市坂部 468-1 
TEL：0548-29-0208 

子ども達と一緒に、楽しい夏を過ごそう！ 
１才児から５才児までの元気いっぱいの子ども達が、お兄さん・お姉さんを待っています。子ども達と一緒にたくさ
ん遊んで、ふれあいを楽しんでくださいね。新しい発見や感動がきっとあるはず！ 

【活動内容】・園児との遊び（プール遊びも含む）・保育の手伝い・プール清掃、園内整備等 

【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】  ７月２６日（火）１４：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４，５ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学３年生以上 

【活動時間】９：００～１６：００ 

【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 

【服 装】動きやすい、汚れても良い服装 

【備 考】 

I22 

保育所 

わかば保育園（担当者：大川原千尋） 

〒421-0304 吉田町神戸 2092-1 
TEL：0548-32-0016 

オ～イ！子どもたちと仲よく遊ぼうよ 
１歳から６歳までのかわいい元気な子ども達が約１３０名います。子ども達はお兄さんお姉さんが大好きです。やさ
しく声をかけたり、見守ったりして子ども達と楽しく遊んでみませんか。 

【活動内容】子ども達と一緒に遊ぶ、子ども達と色々な活動の支援をしたり片付けをしたりする、園内のお掃除をす
る、製作…子どもが活動で使うもの 

【施設で活動できなくなった場合】ポスター作成（画用紙サイズ）運動会のガンバレメッセージ 

【施設のオリエンテーション】  ７月２７日（水）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （２人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：００ 

【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 

【服 装】活動しやすい服装（T シャツ、トレパン、半ズボン等）、運動靴 

【備 考】 

I23 

保育所 

さくら保育園（担当者：小西みどり） 

〒421-0301 吉田町住吉 1621-1 
TEL：0548-32-0414 

元気なさくらっこたちと一緒に遊ぼう！ 
０歳児から５歳児までのかわいい子ども達との触れ合い、一緒に遊びませんか？暑い時期ですが、いい汗をかいて夏
の思い出づくりをしましょう。明るく元気なお兄さん、お姉さんお待ちしています。 

【活動内容】夏祭りの準備と当日のお手伝い。保育活動の手伝い…園児との遊び、食事、おやつ、午睡の準備や片付
け。環境整備…室内外の清掃、製作物の作成等 

【施設で活動できなくなった場合】製作活動（広告で作る箱の製作をお願いします。ゴミ箱で使ったり、製作活動を
するときに材料を入れておいたりします。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２７日（水）１３：３０～１４：００ 

【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】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：３０ 

【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 

【服 装】活動しやすい服装（T シャツ、トレパン等）、運動靴 

【備 考】 

牧
之
原
市 

吉
田
町 



 

I24 

保育所 

さゆり保育園（担当者：長尾慶子） 

〒421-0303 吉田町片岡 805-1 
TEL：0548-32-1650 

子どもたちと一緒に仲良く遊ぼう！！ 
吉田町の真ん中に位置し、隣には児童館や健康福祉センターがあり、地域と仲良しの保育園です。０歳児から５歳児
までのかわいい子ども達と触れ合い気持ちのいい汗を流しましょう。 

【活動内容】保育の手伝い…園児との遊び、食事、おやつの片付け、午睡準備など。環境整備…清掃、草取り、花の
水かけなど、壁面装飾作成等 

【施設で活動できなくなった場合】うんどう会のポスターを作成する（がんばれメッセージ）＊画用紙サイズ 

【施設のオリエンテーション】  ７月２７日（水）１３：３０～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ： （人） 

ｃ： （人） 

ｄ： （人） 

ｅ： （人） 

【活動対象】中学生以上 

【活動時間】８：３０～１６：１５ 

【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 

【服 装】活動しやすい服装（T シャツ、トレパン、ズボン等）、運動靴 

【備 考】 

I25 

保育所 

すみれ保育園（担当者：八木ゆう子） 

〒421-0302 吉田町川尻 791 
TEL：0548-32-1117 

すみれっこと遊ぼ！ 
ハイハイやヨチヨチ歩きの赤ちゃんから小学校入学前の元気いっぱいの子ども達が１６０名います。子ども達はお兄
さんやお姉さんが大好き。子ども達と一緒に夏の遊びを楽しみながら、夏の思い出を作りましょう。 

【活動内容】保育の手伝い…園児との遊び、食事、おやつ、午睡の準備や片付け、草とりや園内外の清掃、製作物の
準備等 

【施設で活動できなくなった場合】運動会に向けての応援メッセージポスター作り。大きさは四つ切画用紙一人一
枚。クレヨン、えのぐ、画用紙を貼る等、子ども達に分かりやすいように大きく描いてください。 

【施設のオリエンテーション】  ７月２７日（水）１３：３０～１４：００ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１，２，３，４ （４人） 

ｂ： （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】弁当持参 

【持ち物】上靴、帽子、水筒、筆記用具、タオル、着替え 

【服 装】動きやすい服装（スカートは不可） 

【備 考】 

I26 

通所介護事業所（介護保険施設） 

デイサービスセンター 
はぁとふる（担当者：大滝朋子） 

〒421-0303 吉田町片岡 795-1 
TEL：0548-33-2423 

心のふれ合いを体験しよう 
ちょっと病気を持ってしまったお年寄りとゆっくりとして、ちょっと微笑んじゃう時間を過ごしてみませんか。スタ
ッフの仕事はじっくりとキビキビと。時間の緩急を楽しんでみませんか。 

【活動内容】御利用者様の歩行の見守り、車いすを押す介助、話し相手、レクリエーションや製作物の介助、及び清
掃作業 

【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５日（金）１４：００～ 

【受入期間】 
（ ）内、 

募集人数 

ａ：８／１０，１１，１２，１３ （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】１０：００～１５：００ 

※休日も同様 

【昼  食】弁当持参 

【持ち物】上靴・帽子・水筒 

【服 装】活動しやすく汚れてもよい服装 

【備 考】 

吉
田
町 



F01 

静岡市清水うしおワーク 
（静岡市清水区駒越西 2-10-10） 
①静鉄バス港南厚生病院線忠霊塔前
下車徒歩８分②静鉄バス三保草薙線
忠霊塔前下車徒歩８分  
ゴルフ練習場（グリーンバレー）が目
印 

F02 

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 600ｍ
または、久能山線「万象寺」下車 400ｍ  
グリーンバレーゴルフ練習場が目印 

F03 

静岡市清水なぎさホーム 
（静岡市清水区駒越西 2-10-10 
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②ＪＲ草
薙駅より静鉄バス三保草薙線「忠霊塔
前」下車徒歩５分  
ゴルフ練習場（グリーンバレー）柑橘試
験場が目印 

   

F04 

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  

F05 

あすなろの家 
（静岡市清水区山原 871-2） 
ＪＲ清水駅より山原線バス山原下車徒歩
３分  
山原バス停終点ロータリーが目印 

F06 

特別養護老人ホーム好日の園 
（静岡市清水区蒲原神沢 1359-1） 
ＪＲ東海道線・蒲原駅下車、徒歩１５分  
通りに「好日の園」看板有り 

 
 

 

G01 

麻機園デイサービスセンター 
（静岡市葵区東 527-1） 
①ＪＲ静岡駅北口⑯番のりばバス大
浜麻機線『麻機』行き又は『麻機北』
行き乗車、『麻機小学校』下車徒歩 15
分②ＪＲ静岡駅北口⑤番のりばバス
こども病院線『静岡神経医療センタ
ー』行き乗車、『こども病院』下車徒歩
15 分  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G02 

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  

G03 

りんどう 
（静岡市葵区水見色 360） 
しずてつジャストライン藁科線谷津タ
ーミナル下車※谷津ターミナルまで施
設にて送迎  

  



G04 

ハピスポデイ和かな 
（静岡市葵区城東町 34-14） 
JR 静岡駅北口 5・6 番線乗り場からの
すべてのバスご利用可「巴町」下車徒歩
数分  
茶色の２階建ての建物「城東コミュニ
ティプラザ」の青い看板が目印 

G05 

つばさ静岡わたぐも 
（静岡市葵区城北 117） 
ﾊﾞｽ県立総合病院登呂ｺｰﾌﾟﾀｳﾝ線又は唐瀬
線三松経由北安東 5 丁目下車徒歩 5 分  
県立中央高校の南側 

G06 

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。竜爪
街道沿い。 
 

 

  

G07 

エンジェルハウス 
（静岡市葵区安東 1-23-12） 
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  
長谷通りウエルシア左折 100ｍ位右側
駐車場隣の青い建物「活き生きﾈｯﾄﾜｰｸ
事務所」 

G08 

ワイズファミリー 
（静岡市葵区長沼 639-1） 
①JR 東静岡駅北口より徒歩１０分②静鉄
電車長沼駅より徒歩３分  
もちづき酒店・メガネのヒラタ・ヤマハ
YSP 静岡東 

G09 

わくわく 
（静岡市葵区安東 1-23-12） 
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  
長谷通りウエルシア左折 100ｍ位右側
駐車場隣の青い建物「活き生きﾈｯﾄﾜｰｸ
事務所」 

 
 

 

G10 

聖ヨゼフの園デイサービスセンター  
（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  

G11 

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  

G12 

登呂の家 
（静岡市駿河区登呂 3-4-1） 
静鉄バス南循環線石田下車徒歩５分  
SBS・静岡新聞本社南側 

 
 

 



G13 

久能の里 
（静岡市駿河区根古屋 289-1） 
静鉄ジャストライン①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②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  

G14 

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  
常葉大学草薙キャンパス前 4 階建ての建
物 

G15 

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  
静岡市立東豊田中学校の向かい側 

 

 
 

G16 

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  
 

G17 

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  
 

G18 

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 

島田の空と大地と 
（島田市東町２４１） 
①JR 東海道線六合駅から徒歩１５分
②自転車可  
パチンコ／コンコルド北側 

H02 

おおぞら児童クラブ 
（藤枝市南駿河台 2-11-1） 
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） 
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 藤枝小学校区） 
ＪＲ藤枝駅北口中部国道本線「白子」下車
徒歩 2 分  

H06 

おおす児童クラブ 
（藤枝市大洲 5-20） 
JR 藤枝駅南口より「駅南循環大須小学
校線」乗車、「おおす小学校前」下車徒
歩 3 分  

 

  

H07 

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  
マインドの看板があります。ピンク色
の建物。 

H08 

デイサービスセンター高草 
（藤枝市岡部町内谷 1334-4亀寿の郷内） 
焼津・岡部線バス本郷下車徒歩５分”きす
みれ”の次（東側）です  
バスを降りてユニケア岡部を左側に見な
がら歩き、幼稚園をすぎて少し歩くと右
側に見えてきます。 

H09 

あおい荘 
（焼津市一色 435） 
静鉄ﾊﾞｽ一色線成道寺下車徒歩５分  
※屋上にある緑の看板が目印 

 
 

 

H10 

ゆりかもめ 
（焼津市中新田 1890-1） 
①ＪＲ焼津駅よりバス焼津循環線ゆり
かもめ（約 45 分）「中新田配水場」下
車徒歩 10 分②ＪＲ焼津駅よりバス焼
津循環線さつき（約 30 分）「中新田配
水場」下車徒歩 10 分  
中新田配水場、東名高速道路が目印 

H11 

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  

H12 

くれよん 
（焼津市宗高 426-4） 
JR 藤枝駅より藤枝吉永線バス大井川庁
舎入口下車徒歩１０分  
大井川東小学校西側 

 
 

 



H13 

大井川睦園デイサービス 

センター 
（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）  

H14 

焼津の空と大地と 
（焼津市高新田 2399-54） 
ＪＲ藤枝駅より静鉄バス吉永線(大井川飯
淵行)「吉永」下車徒歩 20 分または町営バ
ス(大井川町役場発)「大井川睦園」下車徒
歩２分  
大井川睦園、大井川寮、高新田平公園の近
く 

I01 

東海清風園 
（御前崎市池新田 4094） 
ＪＲ菊川駅より、浜岡方面行きバス「浜
岡中学校前」下車徒歩１０分  

 
 

 

I02 

灯光園 
（御前崎市御前崎 35-37） 
御前崎市自主運行バス「御前崎海洋セ
ンター」下車徒歩 1 分  
御前崎タクシー横、茶色の 2 階建ての
建物。 

I03 

灯光園デイサービスセンター 
（御前崎市御前崎 83-2） 
静鉄バス菊川御前崎線「御前崎支所前」下
車徒歩２０分  
郵便局を南へ（海の方へ）つきあたりを左
折 

I04 

つくしの家 
（牧之原市相良 240-1） 
静鉄バス藤枝焼津御前崎線元橋下車徒
歩５分  

   

I05 

つくしホーム 
（牧之原市相良 240-1） 
静岡鉄道バス特急静岡相良線「相良局
前」下車徒歩 10 分  
入口にキリンの像 

I06 

こづつみ作業所 
（牧之原市波津 1690-1） 
静鉄バス「相良局前」下車徒歩５分目印：
県立相良高等学校西門（テニスコート側）
手前  
 

I07 

第２こづつみ作業所 
（牧之原市大沢 5-10） 
①バス相良藤枝線または相良御前崎線
相良バスターミナル下車徒歩約１５分  
ニチイケアセンターが目印 

 
 

 



I08 

相良保育園 
（牧之原市相良 262-20） 
①静鉄バス「相良局前」徒歩５分②静
鉄バス特急静岡相良線、藤枝相良線
「相良局前」下車徒歩 5 分  
根上り松近く、園舎は少し高台にあ
り、「いるかとあしたか岩」の壁面があ
ります 

I09 

菅山保育園 
（牧之原市菅ケ谷 3621-1） 
静鉄バス相良金谷線菅山入口下車徒歩２
０分  
菅山小学校より徒歩５分 

I10 

あおぞら保育園 
（牧之原市須々木 123-3） 
静鉄バス相良営業所下車徒歩１０分  
総合健康福祉センター「い～ら」の隣 

 
  

I11 

地頭方保育園 
（牧之原市地頭方 1-33） 
御前崎市自主運行バス地頭方辻下車  
スーパーＪＯＹ・酒井内科医院が目印 

I12 

牧之原保育園 
（牧之原市東萩間 1987-50） 
バス相良金谷線八十原下車徒歩１０分  

I13 

萩間保育園 
（牧之原市西萩間 889） 
バス相良金谷線西萩間または西萩間下
下車徒歩１～２分  

 
  

I14 

相良デイサービスセンター 
（牧之原市波津 1147-7） 
静鉄ジャストライン「相良局前」バス
停から徒歩 15 分 
旧駿遠線波津駅跡地、平屋建ての建
物。イトウシャディ相良店の信号を右
折後、御前崎方面に向かい直進。相良
デイサービスセンターの看板があり
ます 

I15 

相良清風園 
（牧之原市西萩間 695-6） 
静鉄ｼﾞｬｽﾄﾗｲﾝ萩間線「さがら子生まれ温
泉入口」下車徒歩約 5 分  
子生まれ温泉が目印 

I16 

やまばと希望寮 
（牧之原市坂部 2151-2） 
JR 島田駅北口より静鉄バス利用（島田
静波線）「神戸」下車より徒歩 40 分  
東名高速道路の下をくぐると、間もなく
「牧之原やまばと学園」の看板あり 

   



I17 

社協陽だまり 
（牧之原市静波 479-2） 
①静鉄バス島田静波線榛原高校入り
口下車徒歩約５分②静鉄バス藤枝相
良線榛原高校入り口下車徒歩約５分  
牧之原市役所より南側 

I18 

細江保育園 
（牧之原市細江 3364-2） 
静鉄バス藤枝・相良線「榛原総合病院前」
下車徒歩 5 分  
榛原警察署の北側 

I19 

勝間田保育園 
（牧之原市勝間 567-3） 
公共の乗り物は不便です。自転車使用か
家族の送迎が必要となります。  
勝間田小学校が目印 

   

I20 

静波保育園 
（牧之原市静波 991-5） 
バス静波海岸入口下車徒歩 10 分  
健康福祉センターさざんかが目印 

I21 

坂部保育園 
（牧之原市坂部 468-1） 
※公共の交通機関がありません。自転車又
は徒歩でお願いします。  

I22 

わかば保育園 
（吉田町神戸 2092-1） 
JR 島田駅より静鉄バス島田静波線利用
「神戸」下車徒歩５分  
自彊小学校南側 

  
 

I23 

さくら保育園 
（吉田町住吉 1621-1） 
①相良営業所行「吉田町役場」下車徒
歩 15 分②島田駅前行「日の出町」下
車徒歩 5 分 
ピンクの半円形の建物が目印 

I24 

さゆり保育園 
（吉田町片岡 805-1） 
JR 島田駅よりバス初倉静波海岸・相良営
業所行き「吉田中学校前」下車徒歩７分  
健康福祉センターはあとふるが目印 

I25 

すみれ保育園 
（吉田町川尻 791） 
JR 島田駅より初倉線または静波海岸入
口線「川尻」下車徒歩 10～15 分  
中央小学校が目印 

   



 
I26 

デイサービスセンターはぁとふる   
（吉田町片岡 795-1） 
①静鉄バス静岡御前崎線「吉田町役場」下
車徒歩３分②静鉄バス藤枝相良線「片岡北
吉田特別支援学校」下車徒歩５分  
しずおか焼津信用金庫、愛宕神社、福祉セ
ンターはぁとふるの大屋根が目印 

 

支援学校 


