
  

  

 

   

  

福祉施設名 分野 内容 
1 日の 

定員 
活動日時 申込締切 ＰＲ 

①福祉センター 

あやめ館 
高齢者 

利用者の方々のお話し相手、お茶出

し、レクリエーションの手伝いなど 
２名 

月～金曜日 

午前 10 時～12 時もしくは午後 

１時～3 時 （10 時～３時も可） 

(土日祝日,８月２２日、２３日、２

９日、３０日は不可。 

※事前訪問あり。 

７日前 福祉の仕事を知って頂けたらと思います。 

②福祉センター 

コスモスの家 
障がい者 

障がいをお持ちの方々と一緒に過ご

す 

（創作活動、外出の手伝いなど） 

２名 

月～金曜日（土日祝日は休み） 

午前 9 時 30 分～午後 3 時４５分 

＊事前訪問あり 

７日前 

障がい者のイメージが変わるかもしれませ

ん。共に楽しく過ごしていただけたらうれし

く思います。 

③福祉センター 

たんぽぽ作業所 
障がい者 

障がいをお持ちの方と軽作業 

製品の検品等 
３名 

月～金曜日（土日祝日は休み） 

（８月１４日、１５日は除く） 

午前９時～午後３時３０分 

７日前 

障がいをお持ちの方が作業所へ通い社会参

加を目指して訓練を行う施設です。参加され

た方にはプレゼントがあります。 

④老人保健施設 

「和合の里」 
高齢者 

利用者の方々のお話し相手と生活の

お世話 
３名 

月曜～金曜日 

（８月１０日～１５日を除く） 

午前９時～午後３時３０分 

14 日前 
利用者さんは、学生の皆さんがくると、とて

も喜ばれます。ぜひ体験にいらして下さい。 

⑤グループホーム

「和合の家」 
高齢者 

散歩やレクリエーションのお手伝い

など。昼食は利用者の方々と一緒に作

り食べます。 

２名 午前１０時～午後４時 ７日前 

９名の高齢者の方が生活されています。生徒

さん達がこられると自然とみなさんの笑顔

が増えるのでお待ちしています。 

⑥デイケア 

いぶき 
高齢者 

利用者の方々とのコミュニケーショ

ン 
３名 

月曜～土曜日 
（日曜祝日、８月１１日～１５日は除く） 

午前１０時～１２時３０分 
７日前 

とてもやりがいのある体験になると思いま

す。言葉使いはできるだけ敬語でお願い致し

ます。 

⑦おおきなくすの木

デイサービス 

センター 

高齢者 
高齢者の方との交流と介護援助 

＊昼食代１００円が必要 
２名 

月曜～金曜日 

午前９時３０分～午後４時 
７日前 

高齢者の方とのふれあいを通し、新たな発見

をしてください。また皆さんの元気な姿や得

意な事を出して下さい。 

⑧中部介護 

アウト･オン･ 

ア･リム 

高齢者 

利用者の方との会話やコミュニケー

ション。レクリエーションの手伝い。

話し相手等。 

２名 
月曜～土曜日 

午前 1０時～午後 4 時 
７日前 

お年寄りの方々は皆さんの若い力に元気を

もらうことができます。一緒にレクリエーシ

ョンをしたり、お話しをして楽しんで頂けた

らと思います。 

⑨イーストヴィ 

レッジ 
高齢者 

入居者、利用者の方とのコミュニケー

ション、レクリエーションの手伝い、

清掃、シーツ交換など 

５名 

月曜～土曜日 

午前１０時～午後４時３０分 

※事前訪問あり 

７日前 
高齢者の方とたくさん接して、楽しんで頂け

たらと思います。 

⑩東郷春木ケアハウ

ス 
高齢者 

夏まつりの手伝い 15 名 
７月３０日（日） 

午前 10 時 10 分～11 時 45 分 
7 月２０日 高齢者の方とかかわる機会が少なくなって

いると思います。ふれ合うことで何かを感じ

て頂ければと思います。 
入居者の方とのお話し相手、レクリエ

ーションの手伝いなど 
２名 午前 10 時 15 分～午後３時 １０日前 

⑪ハートケア東郷 

デイサービス 

センター 

高齢者 

利用者の方とお話ししたり、入浴後の

方のドライヤー、配膳、下膳、お茶出

し。レクリエーションのお手伝いなど 

３～４

名 

月曜～金曜日 

午前 10 時～午後４時 
7 日前 

３５人定員のデイサービスです。いろいろな

高齢者の方を知っていただいて接する事が

出来ると思います。 

⑫エイジトピア 

諸輪 
高齢者 

お話し相手、レクリエーション手伝

い、食器洗い等 
５名 午前１０時～午後４時 ７日前 

皆さんの得意なもの好きなもの等のお話し

をたくさんして頂き笑顔を届けに来て下さ

い。若いエネルギーを待ってます。 

⑬NPO 法人 

ひなた 

「ひなたぼこ」 

障がい者 

毎日、10 名程の児童さんが遊びに来

ます。生徒の皆さんは遊び相手、活動

の手伝いをお願いします。 

３名 

（調整

可能） 

月曜～土曜日 

午前 10 時～午後 4 時 

（8 月１３日～１５日を除く） 

７日前 

人が相手のことなので、とまどうこともある

と思います。うまくやろうと思うばかりでな

く、自分たちも楽しんでください。 

⑭愛厚ホーム 

東郷苑 
高齢者 

施設内の清掃 

利用者とのふれあい 
５名 

月曜～金曜日 午前 10 時～12 時 

（7 月 2４日～8 月４日を除く） 
７日前 

利用者の方とたくさんふれあってもらい、楽

しい時間を過ごしてほしいです。 

⑮季楽デイサービス

春夏秋冬 
高齢者 

高齢者の方達との交流（話し相手、一

緒にレクリエーションに参加など） 
３名 

月曜～土曜日 

午前１０時～午後３時３０分 
７日前 

お話好きな方が多くいらっしゃるデイサー

ビスです。学校での話等をしながら、一緒に

楽しんでいただけたらと思います。 

⑯あしすと 高齢者 介護現場の体験学習 1０名 
8 月の月曜～金曜日 

午前 11 時～午後２時 
（土日祝、８月１１日～１６日を除く) 

７月２０日(木) 
デイサービス、入居施設、託児所等がありま

す。 

⑰メドック東郷 

 デイサービス 

センター 

高齢者 

デイサービスセンターをご利用され

ているご高齢者とのコミュニケーシ

ョン（談笑・傾聴等） 

３名 
８月７日（月）～８月１１日（金） 

午前９時～午後４時３０分 
７日前 

ご高齢者様の人生の経験（喜怒哀楽）等を、

お聞きすると興味も沸き楽しくなり、人間性

も豊かになれます。 

 

対象：中学生・高校生 体験期間：７月２４日（月）～８月３１日（木）

（ボランティア体験施設・メニュー 一覧）

～昨年のボランティア体験に参加した生徒の声～ 
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ボランティアに対する印象

福祉施設に対する印象

高齢者の方に対する印象

障がいを持つ方に対する印象

特に変わらない

ボランティアをする前とした後では

変わったことがありますか？

東郷町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、町内に在住の中学生、高校生の方に、福祉施設でのボラン

ティア体験を紹介しています。ぜひ今年の夏休み、ボランティアにチャレンジしてみませんか？ 

昨年は、町内の中学生、高校生合わせて158 名がボランティア体験学習に参加しました！ 

今年もみなさんのボランティア参加、たくさんお待ちしています！！！(*'ω'*) 

 

・今までは正直なところ、高齢化が進んでいる日本で、老人ホ

ームが進歩していったら、もっと高齢化していくのではと心

配でしたが、楽しそうに過ごしているところを見るともっと

長生きしてほしいと自然に思えるようになっていました。 

・ボランティアと聞いて、難しいイメージしかなかったけれど、

自分でもできることがたくさんあって、人の役に立てること

ができたのでよかったです。 

・人生を楽しく生きようとする姿がすごいと思いました。すご

く笑顔で過ごしていました。 

「福祉センターあやめ館」の夏祭り 「季楽デイサービス 春夏秋冬」 

にて手芸作品づくり 

昨年度の活動の 

様子を一部 

ご紹介♪ 

 

「エイジトピア諸輪」にてお話し 
「おおきなくすの木デイサービス」で

昼食準備 

「ハートケア東郷デイサービスセンター」に

てレクリエーション 

・今までは障がいを持った方とは会話をすることが難しいという印象がありましたが、今回のボランティアで、障がいを持っ

ていても、会話も出来、仕事も頑張っていると知りました。少しでも一緒に活動ができてよかったです。 

・福祉施設と聞くと重いイメージがありましたが、いざ行ってみると高齢者の方々から話しかけてくれて、イメージが変わり

ました。 

・同じ作業ばかりだと思っていましたが、色々な仕事があり、「手が動かしにくい」「細かい作業が苦手」など人それぞれに障

がいがあっても、工夫して全ての作業ができるようになっていることがわかりました。施設の人が利用者さんに対し「苦手

でもチャレンジしてみる」という事を大切にしているんだなと感じました。 



 

 

 

 

 

 

ボランティア体験学習申請、実施までの流れ 

①学校の先生、保護者と相談する。 

 ・どんな施設があるのか。 

 ・自分はどんなことを体験してみたいか。 

 ・行きたい施設へはどのような交通手段で行くのか。 

 学校の先生、家族、友達と話して、調べたり、考えてみよう。 

～「ボランティア体験施設・メニュー一覧」を見て、ボランティアしてみたいと思ったら～ 

②申込用紙（生徒→社会福祉協議会）を記入する。 

・学校名、学年・組、名前、体験希望の施設、住所、 

電話・FAX 番号、保護者氏名を記入する。 

※保護者氏名は必ず保護者に記入していただき、印鑑をもらっ

てください。 

・申込期日：８月４日（金） 

 

（申込時の注意事項） 

・保護者の了承を得て活動してください。（保護者印必要） 

・活動場所までの交通手段は無理のないようにしてください。 

（徒歩、巡回バスの利用 等々…） 

・施設の指定する活動日時で活動してください。 

・「活動したい」という気持ちがあれば、一人でも参加できます。 

・申込期日があります。施設ごとに申込締切や受入れ人数の制限が

ありますので、希望の活動がありましたら早めに申込をしてくだ

さい。 

・部活や高校見学の日程と体験希望の日時が重ならないように気を

つけてください。締切りが過ぎる場合は、事前にボランティアセ

ンターに相談してもらえれば、遅れて申込みができます。 

場所：東郷町諸輪北山 158-90 

   福祉センター ２階 

電話：（0561）37-5411 

時間：午前９時から午後５時まで 

   （土・日・祝日は休み） 

③東郷町社会福祉協議会 

ボランティアセンターに行く。 
・申込用紙を提出してください。 

・参加者に「青少年等ボランティア福祉体験学習ハンドブック」をお渡

しします。 

・ボランティアセンターから施設へ連絡します！ 

ボランティア活動についてのくわしい内容がもっと知り

たい！施設について知りたい！福祉について知りたい！ 

…のような、質問など大歓迎です(^_-)-☆ 

申込前、活動前に電話での問い合わせも可能です。 

気軽にどうぞ(^^)/ 

活動当日～気をつけるポイント～ 
交通安全を守る。 

自動車等に 

気をつけましょう。 

時間を守る。 

遅刻はしないように

しましょう。 

欠席時は各連絡先に連絡する。 

無断でお休みするのは 

しないで下さい。 

あいさつをする。 

元気よく、気持ちの

よいあいさつを。 

動きやすい服装で参加する。 

学校指定の体操服、ジャージ、

運動靴。 

☆丁寧な言葉をつかいましょう。 

普段、友達と話す時の言葉づかい

はしないようにしましょう。 

☆ボランティア同士でかたまらない。 

せっかくの体験の機会です。 

積極的に自分から活動しましょう。 

暴風警報や大雨警報が 

でている時の 

活動は中止です。 

わからないことは聞く。 

勝手な判断はしないよう

にしましょう。 

夏休みの 

最初にやる 

 

入所 

入居 

施設 

通所施設 

認知症のある高齢者がケアを受けたり、家事などをスタッフや 

他の利用者の方と行いながら共同生活を送ります。 

【認知症高齢者グループホーム】 

送迎があり、朝から夕方まで過ごす施設です。 

施設によって入浴、食事、レクリエーション・ 

リハビリテーションなどのサービスが受けられます。 

【デイサービス】【デイケア】 

生活上の支援や介護が必要な高齢者が入所する施設です。 

【介護老人福祉施設】【介護老人保健施設】 

【有料老人ホーム】【ケアハウス】 

 

①④⑥⑦ 

⑧⑨⑪⑫ 

⑮⑯⑰ 

 

 

⑤⑧ 

 

 

④⑨⑩ 

⑫⑭⑯ 

 

 

高
齢
者 

東郷町にはどんな福祉施設があるの？ 

高齢者が利用する施設、障がい児者が利用する施設を知ってみよう！ 

働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のために 

必要な訓練、その他の必要な支援をしています。 

【就労継続支援Ｂ型】 

日常生活上の支援、創作活動等を提供しています。 

【障がい者デイサービス】 ② 

 

③ 

 

障
が
い
が
あ
る
方 

大人 

裏面の 

施設の番号 

子供 

学校終了後に生活能力向上のために必要な支援をしています。 

【放課後等デイサービス】 
⑬ 

 


