
☆

施設
番号 施設名 活動内容

　  ①受入日
 　②活動時間

住　　　　　所
（交通機関）

  服装・必要な物

① 子ども関係

1

四国中央ドットコム 『にこにこ
ルーム』
(子育て交流スペース)

0～3歳までの子ども達と遊んだ
り、子育て中のお母さんの話し
相手になってください。

①年中受付・応相談
（月～土）
②応相談

四国中央市川之江町1814-5
(駐車場有、JR川之江駅から徒歩5
分)

①動きやすい服装・エプロン・飲み物・チャ
レンジする物(絵本・紙芝居など)
※赤ちゃんに接する場所です。装飾品はは
ずしてください。夏は素足ではなく靴下着用
でお願いします。

② 高齢者関係

2 グループホームレオナ

傾聴ボランティア(お話し相手)

高齢者との心のふれあい、
生活リハビリのお手伝い

①年中受付・応相談
②9：00～15：00

四国中央市金生町下分1423
(駐車場有、JR川之江駅から徒
歩15分)

動きやすい服装、上履き

3 デイサービスすろうらいふ

行事、レクレーション等で一
芸を披露、援助、入所者と
の話し相手

①年中受付・応相談
(日・祝日

・地方祭(10/13～15)を除く)

②13:30～15:00

四国中央市川之江町字濱田
2651-6
(駐車場数台分有)

軽装

4 デイサービス菜の花
お年寄りとの交流(話し相手)
やレクレーション等

①年中受付（日曜除
く）・応相談
②9:30～16:00の間で
応相談

四国中央市中之庄町59番１
(駐車場数台分有) 特になし

5 グループホーム菜の花
お年寄りとの交流(話し相手)
やレクレーション等

①年中受付(日曜除
く)・応相談
②応相談

四国中央市中之庄町59番１
(駐車場数台分有) 特になし

＜お申込み・お問い合わせ＞

四国中央市ボランティア市民活動センター

　　★2019ボランティアチャレンジ　 in　四国中央市★

TEL 0896-28-6039

少しでも興味があればまずはお電話ください。

住所　四国中央市三島宮川４丁目6-55
市役所市民交流棟



☆

施設
番号 施設名 活動内容

　  ①受入日
 　②活動時間

住　　　　　所
（交通機関）

  服装・必要な物

＜お申込み・お問い合わせ＞

四国中央市ボランティア市民活動センター

　　★2019ボランティアチャレンジ　 in　四国中央市★

TEL 0896-28-6039

少しでも興味があればまずはお電話ください。

住所　四国中央市三島宮川４丁目6-55
市役所市民交流棟

6
老人保健施設ちかい

お年寄りの生活面のケア、
話し相手、散歩やレクレー
ション、クラブ活動の補助

①年中受付(日・祝日
除く)・応相談
②8:30～17:00

四国中央市土居町土居2227-32
(駐車場有、できれば自転車か
バイクでお願いします)

動きやすい服装、上履き

7
医療法人明生会
長谷川病院デイサービスふ
れあい

お年寄りの話し相手､レク
レーション補助

①応相談
②9:00～16:00
(9:00～12:00、13:00～
16:00)

四国中央市金生町下分1243-1
(駐車場多少有、四国中央市役
所川之江総合支所を南300m)

動きやすい服装

8
医療法人健康会
介護老人保健施設アイリス

お年寄りとのふれあい(話し
相手、生活面のケア、散歩
手伝い等)
レクレーションやゲームで入
所者のみなさんとふれあっ
てみませんか

①年中受付・応相談
②10:00～18:00の間で
応相談

四国中央市上分町732-1
(駐車場有)

動きやすい服装・エプロン・上履き・筆
記用具

9 特別養護老人ホーム樋谷荘

入浴・整容・食事等介助、清
掃

①年中受付・応相談
②9：00～15:45

四国中央市上分町乙8-2
(駐車場有) 動きやすい服装・上履き

10
地域密着型介護老人福祉施
設山田井の郷

お年寄りとの交流(お話しや
生活面の援助等)､清掃・洗
濯たたみ等

①年中受付・応相談
②9:00～18:00の間で
相談可

四国中央市金生町山田井887－
2
（駐車場が少ないため、自転車・
徒歩でお願いします）

動きやすい服装・上履き

11 グループホームまちなか

行事・レクリエーション等で
一芸を披露

①年中受付
②応相談

四国中央市川之江町2083-4
(駐車場少々有、できればバイ
ク・自転車・徒歩でお願いします)

軽装
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12 特別養護老人ホーム萬翠荘

車椅子等の清掃・見守り付
き添い

①随時受付
②応相談

四国中央市中之庄町542番地
(駐車場有、JR伊予三島駅から
徒歩10分)

動きやすい服装・上履き

13 特別養護老人ホーム豊寿園

特養豊寿園の入所者との対
話・散歩補助等
デイサービスひうち荘利用
者との対話・外出等

①7/20～8/31（夏休み）
②12/25～1/7（冬休み）
③3/25～4/5（春休み）
時間　9：00～16：00
日にち・時間相談応

四国中央市土居町津根2639
赤星駅近く 水分・タオル・動きやすい服装・上履

き・昼食

③ 障がい者関係

14 ステップｂｙすてっぷ

障がい者の就労支援、生活
介護支援

①年中受付
②9:00～16:00の間で
応相談

四国中央市川之江町2472-1
動きやすい服装・上履き

15 なかまたち

障がいのある方たちの生活
施設での生活面のケアや話
し相手

①年中受付・応相談
②9:00～16:00

四国中央市豊岡町大町2005-1
(駐車場数台分有) 動きやすい服装

16
障害福祉サービス事業所ゆ
うゆう

軽作業や販売・清掃のお手
伝い。
利用者との交流など

①年中受付（土・日・
祝日除く）
②9:00～15:00の間で
応相談

四国中央市中之庄町542番地

動きやすい服装
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17
地域活動支援センター風楽
里(ふらり)

利用者との交流など ①月～金
②9:00～17:00の間で
応相談

四国中央市金生町下分231-7
動きやすい服装

18
障がい福祉サービス事業所
土居わかたけ

（就労継続支援B型）
農作業技術支援
内職の手伝い

①月～金
②9:00～15:00
３０分でも可

四国中央市土居町入野671
動きやすい服装

19
障がい福祉サービス事業所
土居わかたけ

（生活訓練）
利用者との交流
調理・レクリエーションの手
伝い

①月～金
②9:00～15:00
３０分でも可

四国中央市土居町入野671

特になし

④ イベント関係

20 特別養護老人ホーム樋谷荘

盆踊り大会における入居者
の介助及び露店手伝い、準
備・片付け

①8月上旬(予定)
②16:00～21:00

四国中央市上分町乙8-2
(駐車場有) 動きやすい服装・上履き

21 老人保健施設ちかい

夕涼み会のお手伝い ①7月下旬予定
②17:30～

四国中央市土居町土居2227-32
(駐車場有、できれば自転車か
バイクでお願いします)

特になし
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22 特別養護老人ホーム樋谷荘

福祉餅つき大会のお手伝い ①12月上旬(予定)
②13:00～15:00

四国中央市上分町乙8-2
（駐車場有） 動きやすい服装・上履き

23 やまじっこマラソン大会

監視員・受付・参加賞配布
などの運営手伝い

①1/12（日）
②8:00～12:00

四国中央市土居ふるさと広場
（関川河川敷）
アリーナ土居北側
（駐車場は河川敷）

動きやすい服装・防寒

24 特別養護老人ホーム萬翠荘

夏祭り手伝い ①8月初旬
②17:00～20:00

四国中央市中之庄町542番地
(駐車場有、JR伊予三島駅から
徒歩10分)

動きやすい服装・上履き

⑤ その他

25 医療法人康仁会西岡病院

患者様の身の回りの世話及
びコミュニケーション

①年中受付・応相談
②8:30～17:00

四国中央市三島金子2丁目7-22
(ＪＲ伊予三島駅から徒歩7分) 動きやすい服装

26
ボランティア団体・シークレッ
トサービス

ご相談ください。 ①年中受付
②応相談

四国中央市土居町土居62番地
動きやすい服装


