
入所施設
施設名 分野 住所 希望等

1 特別養護老人ホーム　瀬戸内荘 高齢者 笠岡市横島1896 コミュニケーションやレクリエーション、趣味活動など。

2 こうのしま介護老人保健施設 高齢者 笠岡市神島3628－3 清掃活動・散歩介助。

3 天神介護老人保健施設 高齢者 笠岡市神島5300-2
レクリエーション補助、利用者とのコミュニケーション、車いす移動の手伝い、シーツ交換補助、清掃、食事の配膳など。実習生受け
入れ期間は池入れができない場合がある。

4 介護付有料老人ホームドルフィン拓海 高齢者 笠岡市拓海町182 受け入れ期間は冬休み・春休みなど休暇期間。

5 介護付有料老人ホームドルフィン笠岡 高齢者 笠岡市入江151-1

6 小規模特別養護老人ホームみどりの丘 高齢者 笠岡市笠岡5128-1

7 特別養護老人ホーム天神荘 高齢者 笠岡市神島3626－7 別途相談

8 あんしん多機能ホーム 高齢者 笠岡市西大島3256 利用者の話し相手、レクリエーション、掃除、洗濯、手芸、工作のいずれか。

9
社会福祉法人サンフェニックス
特別養護老人ホーム三愛園

高齢者 笠岡市笠岡1080－1 年末年始（12/31～1/3）、土日祝日以外での受け入れ。話し相手、外出支援、介助体験、清掃。

10 飛鳥の里三清荘 高齢者 笠岡市関戸837-1 利用者とのコミュニケーション、特技披露。日時はできるだけ希望に沿います。

11 愛の郷笠岡小規模多機能ホーム 高齢者 笠岡市生江浜585-3 介護に興味のある方。趣味の活用・利用者との交流など。

通所・入居施設

施設名 分野 住所 希望等

12 海社デイサービスすみれ 高齢者 笠岡市北木島町10364-29 利用者の送迎、調理。

13 海社デイサービスほほえみ 高齢者 笠岡市北木島町3199

14 創心会リハビリ倶楽部笠岡 高齢者 笠岡市生江浜

15 デイサービスセンターよつば　よしはま 高齢者 笠岡市吉浜2455-2



16 デイサービスひだまり 高齢者 笠岡市今立2127 利用者との交流。13：00～15：00。

17 デイサービスまい夢 高齢者 笠岡市小平井696-6 高齢者とのふれあい、見守り。

18 デイサービスよっちゃれ 高齢者 笠岡市横島1216 手芸・生花・書道・絵手紙など趣味活動を教えてくださる方。

19 デイサービス赤い屋根の家　和 高齢者 笠岡市吉浜2485-5

20 デイサービスにいやま 高齢者 笠岡市山口3255-1 利用者との会話など。

21 デイサービス　眞奈井 高齢者 笠岡市高島4758 手芸の好きな人（できる人）。活動時間３時間程度。

22 笠岡リハビリ型デイサービス絆 高齢者 笠岡市二番町5-13 要相談。

23 小北リハビリ型デイサービス絆 高齢者 笠岡市甲弩1807-4 要相談。

24 笠岡北デイサービスセンター 高齢者 笠岡市吉田35-3 利用者とのコミュニケーション。

25 瀬戸内荘デイサービスセンター 高齢者 笠岡市横島1896 利用者との交流。演芸披露。10：00～16：00の時間内中、短時間でも良いです。

26 山ざくらの郷デイサービス　えがお 高齢者 笠岡市神島外浦1713

27 天神荘デイサービスセンター 高齢者 笠岡市神島3626-7 趣味活動などの披露　13：00～16：00。

28 デイサービスセンター　青松楼 高齢者 笠岡市十一番町11-7

29 三愛園デイサービスセンター　通所介護事業所 高齢者 笠岡市笠岡1080-1 年末年始（12/30～1/3）お盆（8/15～8/16）を除く平日9：00～16：00。

30 グループホームあいあい 高齢者 笠岡市白石島455 入居者との関わり。業務全般の手伝い。

31 グループホームあんきな家 高齢者 笠岡市新賀美之越3220-8 レクリエーション活動など自由に参加いただければありがたいです。

32 グループホーム菊の里 高齢者 笠岡市吉田39-1

33 グループホーム新賀 高齢者 笠岡市新賀3220-25

34 グループホーム新賀Ⅱ　きのこのき 高齢者 笠岡市新賀3220-28

35 グループホームみたけ 高齢者 笠岡市西大島3253

36 グループホーム愛の郷笠岡 高齢者 笠岡市生江浜585-1

37 グループホーム笠岡市炉端の家 高齢者 笠岡市吉浜1399 話し相手、掃除、水やり。

38 グループホーム泰山木 高齢者 笠岡市横島1216 歌、演奏、ゲームなど入居者の方とできる限り一緒にできる内容が少しでもある方。午後のボランティアを希望。

39 グループホーム桃源の家大島 高齢者 笠岡市西大島4415-1 話し相手。レクリエーションなどの楽しい時間作り。

40 夢ゆめハウス 高齢者 笠岡市九番町1-22 散歩の付き添い、話し相手、五目並べの相手。



障がい者施設

施設名 分野 住所 希望等

41 NPO法人すみれ会 障害者 笠岡市笠岡2627

42 障害者支援施設　笠岡学園 障害者 笠岡市金浦754-1 創作活動、音楽活動、清掃活動、体力づくり等。生活場面での支援・介助など。

43 多機能型事業所かさおか 障害者 笠岡市金浦746

44 障害者支援施設　こうのしま荘 障害者 笠岡市神島3628-3 行事へのボランティア参加希望の方は連絡をしてください。

45 社会福祉法人敬業会ときわ 障害者 笠岡市有田1778 利用者とウォーキング、カラオケ、創作活動など。

46 笠岡市恵風荘 障害者 笠岡市用之江429-1

障がい児施設

施設名 分野 住所 希望等

47 子ども療育センター　笠岡学園 障害児 笠岡市金浦746 要相談

48 日中一時支援事業所　わかば園 障害児 笠岡市横島1733-1

ボランティア団体

施設名 分野 住所 希望等

49 笠岡市ヘルスボランティアの会 主に高齢者 ボランティア団体での活動

50 笠岡音訳の会 障害者 ボランティア団体での活動

51 笠岡手話サークル 障害者 ボランティア団体での活動

52 笠岡手引きの会 障害者 ボランティア団体での活動

53 笠岡点字サークル 障害者 ボランティア団体での活動

54 笠岡要約筆記サークル 障害者 ボランティア団体での活動

保育施設

施設名 分野 住所 希望等

55 笠岡保育所 児童 笠岡市笠岡3190-1 都合が合えば受入れ可能。

56 金浦保育所 児童 笠岡市金浦1565 土曜保育ボランティア（主に午前）、行事保育ボランティア（主に午前）。



57 北川保育所 児童 笠岡市走出4100-1

58 新川保育所 児童 笠岡市金浦737 9：00～16：00の中で活動できる時間。保育補助・園内清掃。

59 外浦保育所 児童 笠岡市神島外浦1566

60 富岡保育園 児童 笠岡市富岡605

61 まや保育園 児童 笠岡市笠岡2786

62 若竹保育園 児童 笠岡市小平井2096-1

63 つばくろ保育園 児童 笠岡市西大島1756

学童等施設

施設名 分野 住所 希望等

64 大井児童館 児童 笠岡市大井南52
子どもと遊ぶ、幼児・小学生向けイベントの準備、片付け、環境整備（清掃、草取り、おもちゃの消毒）。
１回３時間以上。

65 神内すまいるクラブ 児童 笠岡市神島3984

66 吉田どんぐりクラブ 児童 笠岡市吉田 遊び、勉強等の補助。16：00～18：00。

67 笠岡児童クラブきらきら 児童 笠岡市笠岡3190-1

68 中央あいあいクラブ 児童 笠岡市八番町1-3 月～土曜日。15：00～18：00。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

69 子ども劇場　笠岡センター 児童等 笠岡市笠岡5909

医療施設

施設名 分野 住所 希望等

70 笠岡市立市民病院 医療 笠岡市笠岡5628-1 土日以外。外来患者検査室、X-P線室等への移動・案内等。

71 笠岡市立市民病院（リハビリテーション科） 医療 笠岡市笠岡5628-2 要相談。

72 きのこエスポアール病院 医療 笠岡市東大戸2908 平日のみ可。

【お申込み・お問合せ先】 
笠岡市社会福祉協議会  地域福祉係  

笠岡市十一番町15 

℡ 62-3507 Fax 62-3590 E-mail shakyo@kcv.ne.jp 
 

【注意事項】 

ボランティア活動を行うにあたっては、ボランティア活動保険への加入が必要となります。加入手続は社会福祉協議会で行っておりますので、お申込みを

お願いいたします。ボランティア希望調査の状況は、平成２８年６月現在のもので、ボランティア受入が終了している場合もあります。 









月～土曜日。15：00～18：00。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


