
入所施設

施設名 分野 住所 希望等

特別養護老人ホーム　瀬戸内荘 高齢者 笠岡市横島1944-1 コミュニケーションやレクリエーション、または趣味活動。

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、外出支援、レクレーション介助、傾聴、環境整備などの他、クラブ活動、趣味、特技など活かして活動していただければと
思っております。

天神介護老人保健施設 高齢者 笠岡市神島5300-2
実習生受け入れ期間中は受け入れが出来ない場合あり。レクレーション補助・ご利用者とのコミュニケーション・車椅子移動の手
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中は受け入れできない場合あり。

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 レクレーション、入居者の方との体操・散歩、車いすの掃除など。

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 応相談。

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 入居者との交流、身体介護の手伝い、家事の手伝い、行事・レクレーションの手伝いなど要相談。

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。

あんしん多機能ホーム 高齢者 笠岡市西大島3256 高齢者との交流、家事業務（掃除、洗濯）。

特別養護老人ホーム三愛園 高齢者 笠岡市笠岡1080－1 利用者とのコミュニケーション、食事の配膳、片付け、福祉用具の清掃、レクレーション補助など。

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、余暇活動を一緒に行う。なにか特技披露等あれば披露してもらう。活動日時は相談。

通所・入居施設

施設名 分野 住所 希望等

海社デイサービスすみれ 高齢者 笠岡市北木島町10364-29 いつでもボランティアの受け入れできます。

海社デイサービスほほえみ 高齢者 笠岡市北木島町3199 ８：３０～１５：００　レク、手作業等。

創心会リハビリ倶楽部笠岡 高齢者 笠岡市生江浜826 ご利用者様との会話、食事の準備（配膳、お茶出し）、体操、アクティビティへの参加。日曜日以外の受け入れ。

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 個利用者様とのコミュニケーション。集団レクレーション。

デイサービスまい夢 高齢者 笠岡市小平井696-6 利用者とのコミュニケーション。木曜日以外の受け入れ。

デイサービスよっちゃれ 高齢者 笠岡市横島1216 個別、集団レクレーションの対応、補助。

笠岡リハビリ型デイサービス絆 高齢者 笠岡市2番町5-13 要相談。

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。

瀬戸内荘デイサービスセンター 高齢者 笠岡市横島1944番地1 利用者とのコミュニケーション、趣味活動の支援。

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 利用者さんとのレクリエーション、調理補助、環境整備他。

天神荘デイサービスセンター 高齢者 笠岡市神島3626-7 話し相手、レクレーション、体操などの補助、行事の手伝い等。活動時間９：００～１６：００。

国定病院デイサービス　じゃんけんぽん 高齢者 笠岡市西大島2701-10 利用者様と作業をする。レクレーションに参加。

デイサービスくぼたや縁 高齢者 笠岡市生江浜1135 環境整備、利用者様とのコミュニケーション、簡単な介助。

デイサービスセンター　赤い屋根の家　和 高齢者 笠岡市大井南25-11 高齢者の方とのコミュニケーション。

グループホームあいあい 高齢者 笠岡市白石島455 応相談。

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 いつでもボランティアの受け入れできます。相談していただければありがたいです。

グループホーム新賀 高齢者 笠岡市新賀3220-25 掃除、お年寄りとのコミュニケーション、余興。１３：００～１５：００の間。

グループホーム　きのこのき 高齢者 笠岡市新賀3220-28 散歩、レクリエーション、掃除、話し相手。

グループホームみたけ 高齢者 笠岡市西大島3253 高齢者との交流、家事業務（掃除、洗濯）。

グループホーム愛の郷笠岡 高齢者 笠岡市生江浜585-1 利用者様のお話相手、レクレーション。９：００～１５：００。

グループホーム笠岡市炉端の家 高齢者 笠岡市吉浜1399 花の水やり、掃除、話し相手や介護（お年寄りの日常生活の援助）他希望があれば相談に応じます。

グループホーム泰山木 高齢者 笠岡市横島1216
日常の生活の中で行っている家事や散歩、手仕事などの支援を入居者の方と協力しながら行う。※事業所の状況などによっては調整等が必要な場合もあ
ります。

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、レクレーション。

夢ゆめハウス 高齢者 笠岡市九番町1-22 利用者の方の話相手、散歩、寄り添い、一緒にゲームなど。
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障がい者施設

施設名 分野 住所 希望等

NPO法人すみれ会 障害者 笠岡市笠岡2627 応相談。

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、クッキング、泰直作り等の活動に一緒に参加していただきます。
生活場面での支援・介助等と支援員と共にしていただきます。日程・時間は事前に相談して頂けるとありがたいです。

多機能型事業所かさおか 障害者 笠岡市金浦746 クリーニング作業、農園作業、お菓子製造作業、食堂作業。

障害者支援施設　こうのしま荘 障害者 笠岡市神島3628-3 ボランティア希望の方は連絡をしていただけたらと思います。

笠岡市恵風荘 障害者 笠岡市用之江429-1 応相談。

就労継続支援Ｂ型　Ａｐｐｌｅ 障害者 笠岡市神島3628－16 パンの販売、接客、車いす掃除、野菜・花の栽培、フルーツネット作業、リサイクル作業。

障がい児施設

施設名 分野 住所 希望等

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。

日中一時支援事業所　わかば園 障害児 笠岡市横島1733-1 保育援助。

ボランティア団体

施設名 分野 住所 希望等

笠岡市ヘルスボランティアの会 主に高齢者 笠岡市十一番町１５ ボランティア団体での活動。

笠岡音訳の会 障害者 笠岡市十一番町１５ ボランティア団体での活動、朗読に関すること。第１、３木曜日午前１０：００～１２：００。

笠岡手話サークル 障害者 笠岡市十一番町１５ ボランティア団体での活動、第１・２・４月曜日１９時～２１時。時により変更あり。

笠岡手引きの会 障害者 笠岡市十一番町１５ ボランティア団体での活動、定例会時の参加　第４土曜日１３：３０～１５：３０。

笠岡点字サークル 障害者 笠岡市十一番町１５ ボランティア団体での活動。

笠岡要約筆記サークル 障害者 笠岡市十一番町１５ ボランティア団体での活動、第２、第４火曜日１３：３０～１５：３０。

保育施設

施設名 分野 住所 希望等

笠岡認定こども園 児童 笠岡市笠岡3190-1 園との都合が合えば受入れ可能。

金浦保育所 児童 笠岡市金浦1565 土曜保育のボランティアなど。活動できる時間帯で結構です。

北川保育所 児童 笠岡市走出4100-1 保育補助、子どもと遊ぶ、環境整備（８：３０～１５：３０）。

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。

外浦保育所 児童 笠岡市神島外浦1566

富岡保育園 児童 笠岡市富岡605
こどもの”あそび”を共にし、一緒に充実した楽しい時間を作る。こどもが安全に”あそび”ができるよう環境を作る（掃除など）活動時間は希望者に
合わせます。いつでも来てください。お待ちしています。

まや保育園 児童 笠岡市笠岡2786 日程が合えば受け入れ可能。要相談。

つばくろ認定こども園 児童 笠岡市西大島1756 来園したい日があれば連絡ください。

和光保育園 児童 笠岡市富岡277-5 応相談。

新山保育所 児童 笠岡市山口3281 保育の手伝い、掃除など。

学童等施設

施設名 分野 住所 希望等

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。

神内すまいるクラブ 児童 笠岡市神島3984 応相談。

笠岡児童クラブきらきら 児童 笠岡市笠岡3190-1 子どもの活動の援助。施設内清掃。土曜日（学校・子ども園行事のない日）に限り可能。９：００～１６：３０。

吉田どんぐりクラブ 児童 笠岡市吉田２３８３－１ 冬休み、春休みの期間受け入れ可能。

和光学童クラブ 児童 笠岡市富岡277-5 応相談。

認定ＮＰＯ法人　ハーモニーネット未来 児童等 笠岡市笠岡5909 子育てひろば「あおぞら」等のサポート。

大島学童クラブ 児童等 笠岡市西大島4495-5 応相談。



医療施設

施設名 分野 住所 希望等

笠岡市立市民病院 医療 笠岡市笠岡5628-1 検査室、レントゲン室等への介助案内。平日。

きのこエスポアール病院 医療 笠岡市東大戸2908 平日のみ可能。

【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２９年５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。


