
施設⻑ 川﨑 勇太朗代表者

〒485-0023 ⼩牧市北外⼭字掛割8-1所在地

TEL：71-1511 FAX：76-8511 
URL：http://genki-kotobukikai.jp/shiawasenosato

連絡先

南部 特別養護⽼⼈ホーム�幸の郷

施設内の環境整備 敷地内の草取り、掃除など
毎週�⽉∼⾦曜⽇
午前9時∼午後3時

5⼈程度

⼯房縁での⽇曜⼤⼯ ベンチ作成など
毎⽉�⽉∼⾦曜⽇
�午前9時∼午後3時

3⼈程度

団体から⼀⾔
興味のある⽅は、⼀度施設へ⾒学にお越しください。
お電話お待ちしています。

朝市の補助 会場準備、駐⾞場の整理など
毎⽉�第3⼟曜⽇
�午前9時∼正午

1∼2⼈

「コミュニティカフェ
 結」の運営補助

コーヒーを⼊れる⼿伝いなど
毎週�⽉∼⼟曜⽇
�午後1時∼3時

3∼4⼈

レクリエーションの
�補助

利⽤者と⾏う囲碁や、将棋、⿇雀等
のボードゲームの相⼿など

毎週�⽉∼⾦曜⽇
午前10時∼11時30分
午後2時∼3時30分

1∼2⼈

 ＜内容＞       ＜詳細＞      �� ＜⽇時＞�  ＜⼈数＞ 

デイサービスセンター はなたば

管理者 三浦 千⾥代表者

485-0021 ⼩牧市⼤字⼆重掘1662所在地

TEL：42-1877 FAX：42-1887連絡先

      ＜内容＞       �� ＜⽇時＞� ������� ��＜⼈数＞

芸能等の披露、施設運営の補助的な作業
（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

⽉∼⼟曜⽇
午前10時∼正午
※芸能等は午後1時30分∼3時

2⼈

南部

団体から⼀⾔
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グループホーム こまきの泉

森 恵⼦代表者

団体から⼀⾔

〒485-0023 ⼩牧市⼤字北外⼭字地神3999所在地

TEL：68-7028 FAX：68-7038連絡先

ご興味のある⽅は、いつでもお問い合わせください。

要調整 10⼈芸能等の披露、話し相⼿

南部

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

前⽥ 優介代表者

〒485-0832 ⼩牧市応時2丁⽬94所在地

TEL：73-7361 FAX：73-5871
URL：https://www.care-partner.com

連絡先

ケアパートナー⼩牧

 ＜内容＞         ＜⽇時＞    ＜⼈数＞

レクリエーション等の補助、お茶出し、配膳下膳
話し相⼿、⼊浴後のドライヤー等

⼟・⽇曜⽇ 
午前9時∼

1⼈／1⽇

団体から⼀⾔
介護施設での経験を活かしていただいたり、⼈と接することが好きな⽅、
ぜひお待ちしております。

募集中
【1人/1日】

 

南部
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⽼⼈保健施設 豊寿苑

施設⻑ 塚原 ⿓児代表者

      ＜内容＞            � ＜⽇時＞�  �＜⼈数＞

レクリエーション等の補助、お茶だし、配膳下膳、
施設運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

⽉∼⾦曜⽇
 午前10時∼午後3時

5⼈

団体から⼀⾔

〒485-0029 ⼩牧市中央2-185所在地

TEL：71-8281 FAX：76-1498
URL：http://www.soujukai.or.jp

連絡先

芸能等の披露
⽉∼⾦曜⽇
 午前10時∼午後3時

⼤⼈数可

⼩牧駅の近くにある施設です。気軽に⾒学に来てください。※事前に要連絡���

中部

⼩牧市社会福祉協議会 ふれあいデイサービスセンター

管理者 ⻑江 章代表者

〒485-0017 ⼩牧市⼩牧5-407 ふれあいセンター１階所在地

TEL：77-0123 FAX：77-0127連絡先

団体から⼀⾔ 中学⽣の職業⼈体験、中⾼⽣の夏休みボランティア体験、⼤学⽣や社会⼈の実習等の受⼊を
積極的におこなっております。どなたでも気軽にご参加いただけるよう配慮しております。

      ＜内容＞           � ＜⽇時＞�  ��＜⼈数＞

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、お茶だし、
配膳下膳、施設運営の補助的な作業
（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

⽉∼⼟曜⽇（祝⽇可）
午前9時∼午後5時

1∼15⼈

中部
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⽼⼈保健施設 豊寿苑（デイケア）

施設⻑ 塚原 ⿓児代表者

団体から⼀⾔

〒485-0029 ⼩牧市中央2-185所在地

TEL：71-8281 FAX：76-1498
URL：http://www.soujukai.or.jp

連絡先

⼩牧駅の近くにある施設です。気軽に⾒学に来てください。※事前に要連絡

      ＜内容＞             �＜⽇時＞�  �＜⼈数＞

⽉∼⼟曜⽇（祝⽇可）
 午前9時∼午後4時
※曜⽇時間帯は要相談

レクリエーション等の補助、お茶だし、配膳下膳、
話し相⼿、施設運営の補助的な作業
（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

2∼3⼈

芸能等の披露 ⼤⼈数可

中部

⼩規模多機能型居宅介護ひまわり

中内 貴司代表者

随時
※曜⽇、時間帯は応相談

３⼈

団体から⼀⾔

〒485-0041 ⼩牧市⼩牧1-135所在地

TEL：43-2322 FAX：43-2088連絡先

⼀度施設にお越しください。

 ＜内容＞         �＜⽇時＞      ＜⼈数＞ 

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、
話し相⼿、施設運営の補助的な作業
（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

中部
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⼩規模多機能ホーム 花梨ままはら

遠藤 恵⼦代表者

団体から⼀⾔

〒485-0016 ⼩牧市間々原新⽥字間々池931番地1所在地

TEL：71-0061 FAX：71-0062連絡先

コロナワクチン接種済みで、感染リスクに対する理解のある⽅お願いします。

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

主に⽇中
曜⽇、時間は
相談に応じます。

2∼3⼈
芸能等の披露は
最⼤20⼈

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、お茶だ
し、配膳下膳、話し相⼿、喫茶店等の運営補助、施設
運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りな
ど）、敷地内の環境整備（草取り、補修など）、カフ
ェのお⼿伝い、講師（作品作り、お化粧、ネイル、フ
ットマッサージ等）

募集中
【少人数】

 

西部

⽼⼈保健施設 こまきの森

理事⻑ 森 ⽂美代表者

      ＜内容＞             �＜⽇時＞�  �＜⼈数＞

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、お茶だし、配
膳下膳、話し相⼿、喫茶店等の運営補助、施設運営の補助
的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

⽉∼⾦曜⽇
 午前10時∼午後3時

10⼈

団体から⼀⾔

〒485-0075 ⼩牧市⼤字三ツ渕1945-1所在地

TEL：41-3450 FAX：41-5886連絡先

興味のある⽅は、⼀度施設の⾒学にお越しください。

西部
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管理者 柴垣 昭宏代表者

〒485-0078 ⼩牧市⻄島町126所在地

TEL：75-1600 FAX：75-7550連絡先

⻄島グループホーム ひまわり

団体から⼀⾔ 興味のある⽅は施設⾒学も対応いたします。お問い合わせお待ちしております。

  ＜内容＞        ＜詳細＞      �＜⽇時＞ �＜⼈数＞

歌謡曲、楽器演奏、舞踊、
⼿品などの披露

随時（要調整）
�午後2時∼3時

5⼈芸能等の披露�

草取り、畑の⼿⼊れ（野菜作り）
週何⽇でも可
�午前9時∼午後5時
 の間で1∼2時間

1∼2⼈施設内の環境整備

利⽤者、地域住⺠との創作活動、
調理レクリエーション等の⼿伝い

毎⽉第4⽊曜⽇
午後1時∼3時頃

何⼈でも可
施設内で実施する
サロン活動の運営補助

西部

特別養護⽼⼈ホーム 結いの郷⼩牧

安⽥ 篤（担当：⼤野 樹）代表者

⽉∼⽇曜⽇（祝⽇可）
※曜⽇、時間帯は応相談

１∼３⼈

団体から⼀⾔

〒485-0084 ⼩牧市⼤字⼊⿅出新⽥郷中539-1所在地

TEL：44-9555 FAX：44-9558連絡先

アットホームな施設です。興味のある⽅は、お気軽にお問い合わせください。

 ＜内容＞         �＜⽇時＞    ＜⼈数＞

お茶だし、配膳下膳、話し相⼿、
喫茶店等の運営補助、施設運営の補助的な作業
（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

西部
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施設⻑ 江⼝ はづき代表者

〒485-0017 ⼩牧市岩崎原3-292所在地

TEL：75-2700 FAX：75-2722 
URL：http://www.seisho-fukushi.org/iwasaki

連絡先

味岡

団体から⼀⾔

 ＜内容＞       ＜詳細＞      ＜⽇時＞�   ＜⼈数＞

芸能等の披露
楽器演奏、舞踊、ダンス、⼿品、
コーラスの披露

随時（要調整）
�午後2時∼3時

内容次第

施設内の環境整備 草取り
3⽉∼10⽉
�午前9時∼午後3時
の間で1時間

3∼5⼈

教室の開催
カラオケ教室、絵⼿紙教室、
⽣け花教室、⼯作教室など

⽉に1回
�（要調整）

内容次第

特別養護⽼⼈ホーム�岩崎あいの郷

管理者 ⾭⽊ 翔太代表者

〒485-0017 ⼩牧市岩崎原新⽥880-17所在地

TEL：71-8466 FAX：71-8173連絡先

⼩牧市社会福祉協議会 岩崎デイサービスセンター

        ＜内容＞            ＜⽇時＞  �＜⼈数＞

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、お茶出し、
配膳下膳、話し相⼿、施設運営の補助的な作業
（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

⽉∼⼟曜⽇
午前8時30分
∼午後5時30分

20⼈

団体から⼀⾔ 活動内容や時間等、いつでもご相談ください。皆様のご参加をお待ちしています。

味岡
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第１ショートステイ�ひまわり

位⽥ 久美⼦代表者

芸能等の披露、話し相⼿ ⽉1∼2回 1∼5⼈

団体から⼀⾔

〒485-0011 ⼩牧市⼤字岩崎字観⾳堂222所在地

TEL：76-2277 FAX：76-0661連絡先

興味のある⽅は、お気軽にお問い合わせ下さい。

味岡

      ＜内容＞             �＜⽇時＞�  �＜⼈数＞

デイサービスセンター 陽だまり

吉川 由美代表者

⽉∼⼟曜⽇
（祝⽇含む）
午前8時∼11時の
都合の良い時間

1~20⼈

団体から⼀⾔

〒485-0006 ⼩牧市久保新町144-1所在地

TEL：75-5900 FAX：75-5901連絡先

利⽤者様が楽しいひと時を過ごすお⼿伝いをしてくれる⽅をお待ちしております。

デイサービスセンター陽だまり周    
辺の清掃活動
利⽤者の話し相⼿、囲碁・将棋の
相⼿など

味岡

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞
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ショートステイ ⼩牧⽩寿苑

施設⻑ 柴⽥ 理央代表者

要調整 内容による

団体から⼀⾔

〒485-0011 ⼩牧市⼤字岩崎字⼭浦1432番地70所在地

TEL：65-6700 FAX：65-6701
URL：http://www.i-hakujuen.or.jp/

連絡先

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞ 

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、話し相⼿、
施設運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

味岡

グループホーム ⼩牧⽩寿苑

柴⽥ 理央代表者

要調整 内容による

団体から⼀⾔

〒485-0011 ⼩牧市⼤字岩崎字⼭浦1432番地70所在地

TEL：65-6700 FAX：65-6701
URL：http://www.i-hakujuen.or.jp/

連絡先

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

 ＜内容＞          � ＜⽇時＞  ＜⼈数＞

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、話し相⼿、
施設運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

味岡
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特別養護⽼⼈ホーム ⼩牧⽩寿苑

施設⻑ 柴⽥ 理央代表者

団体から⼀⾔

〒485-0011 ⼩牧市⼤字岩崎字⼭浦1432番地70所在地

TEL：65-6700 FAX：65-6701
URL：http://www.i-hakujuen.or.jp/

連絡先

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

要調整 内容による
芸能等の披露、レクリエーション等の補助、話し相⼿、施設運
営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

味岡

あおぞらの⾥ ⼩牧デイサービスセンター

芳森 かおり代表者

〒485-0009 ⼩牧市久保77所在地

TEL：74-2517 FAX：74-2518連絡先

 随時
（午後1時30分∼3時）

5⼈

団体から⼀⾔

レクリエーション等の補助、話し相⼿

味岡

 ＜内容＞          �＜⽇時＞     ＜⼈数＞ 
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デイサービスセンター ⼩牧⽩寿苑

施設⻑ 柴⽥ 理央代表者

団体から⼀⾔

〒485-0011 ⼩牧市⼤字岩崎字⼭浦1432番地70所在地

TEL：65-6703 FAX：65-6701
URL：http://www.i-hakujuen.or.jp/

連絡先

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

要調整 内容による
芸能等の披露、レクリエーション等の補助、話し相⼿、
施設運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取り
など）

味岡

ピースフルデイリーサービス ⼩牧⽩寿苑

柴⽥ 理央代表者

団体から⼀⾔

〒485-0011 ⼩牧市⼤字岩崎字⼭浦1432番地70所在地

TEL：65-6703 FAX：65-6701
URL：http://www.i-hakujuen.or.jp/

連絡先

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

要調整 内容による
芸能等の披露、レクリエーション等の補助、話し相⼿、
施設運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

味岡
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コハルデイサービス本庄

代表者

団体から⼀⾔

〒485-0821 ⼩牧市⼤字本庄字井ノ⼝2061番地所在地

TEL：47-6011 FAX：47-6066連絡先

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

要調整 10⼈
レクリエーション等の補助
話し相⼿

味岡

松浦 克朗 （担当：⻄）
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 ＜内容＞      ＜詳細＞       ＜⽇時＞  �  ＜⼈数＞

昼⾷前の準備

昼⾷後の⽚付け

テーブル拭き、お茶を⼊れて配膳

⾷器洗い

物⼲し、整頓（たたむ）

随時（要調整)
�午前11時∼正午

1∼2⼈

洗濯の補助

毎⽇
午後0時30分∼
1時30分の間で1∼2時間
※可能な⽇でOK

1⼈

随時（要調整)
⽇中の1∼2時間

1∼2⼈

団体から⼀⾔
ボランティアさんにイキイキとニコニコ過ごして頂ける場所ですよ。
ぜひ、気ごころの家に来てくださいね。

施設内の環境整備
敷地内の草取り、
⽞関（アプローチ）の掃除

随時（要調整)
⽇中の1∼2時間

1∼2⼈

利⽤者の話し相⼿ 声かけ・傾聴
随時（要調整)
⽇中の1∼2時間

1∼2⼈

喫茶店の運営補助 ⾷器洗い・提供の⼿伝い

毎週�⽇曜⽇
�午前9時00分∼
正午の間で応相談
�※可能な⽇でOK

1⼈

フロア補助
話し相⼿、お茶出し、⼊浴後の
ドライヤー、⽔分補給等

⼟⽇祝
�⽇中の1∼2時間

1∼2⼈

屋内の掃除

掃除機（リビング、居室）、
雑⼱がけ（リビング、居室）、
トイレ掃除（消毒）、
洗⾯台掃除、ゴミ回収

毎⽇
⽇中の1時間程度

1∼2⼈

⼩規模多機能ホーム 気ごころの家

管理者 鈴⽊ 信隆代表者

〒485-0822 ⼩牧市上末東⼭3675-2所在地

TEL：79-0880 FAX：79-0877連絡先

裁縫 タオルで雑⼱を作成 1⼈
⽉1回∼2回
⽇中の1時間

篠岡
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特別養護⽼⼈ホーム�オーネスト桃花林

 ＜内容＞       ＜詳細＞       ��＜⽇時＞�  ＜⼈数＞

施設内の補助的な作業 洗濯物の整理、裁縫、草取りなど

話し相⼿ -

⽉∼⾦曜⽇
�午前9時∼午後5時

1∼8⼈

団体から⼀⾔

施設⻑ 牧�潤代表者

〒485-0022 ⼩牧市上末字道場580-1所在地

TEL：78-3300 FAX：78-3395連絡先

篠岡

団体から⼀⾔

 ＜内容＞     ＜詳細＞       ��＜⽇時＞ � ＜⼈数＞

裁縫 縫い物やボタン付けなど
毎週�⽔・⼟曜⽇
�午後1時∼4時

2⼈

施設内の環境整備 草取り
週1⽇程度
�午前10時
�∼午後4時

3⼈

愛厚ホーム⼩牧苑

興味のある⽅は、⾒学も対応しますのでお問合せください。

施設⻑ 松枝 博之代表者

〒485-0801 ⼩牧市⼤⼭字岩次208-15所在地

TEL：79-8555 FAX：79-9712
URL：http://www.ai-kou.or.jp

連絡先

篠岡
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橋野 彩江代表者

〒485-0804 ⼩牧市池之内398番地所在地

TEL：47-6388 FAX：47-6387連絡先

グループホーム安⼼樹

話し相⼿
毎⽉第1・3⽉曜⽇ 
午後1時30分
��∼2時30分

4⼈

団体から⼀⾔ 楽しい時間を⼀緒に過ごしてもらえる⽅をお待ちしています。

篠岡

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

デイサービスの家 篠岡

佐藤 美⾹代表者

随時
※曜⽇・時間帯は応相談 1~16⼈

団体から⼀⾔

〒485-0804 ⼩牧市池之内字鳶ヶ巣3116-1所在地

TEL：78-6229 FAX：79-7637連絡先

利⽤者様が楽しいひと時を過ごすお⼿伝いをしてくれる⽅をお待ちしております。

 ＜内容＞          �＜⽇時＞     ＜⼈数＞ 

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、
お茶出し、配膳下膳、話し相⼿、施設運営の補助
的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

篠岡
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北里

 ＜内容＞       ＜詳細＞      ��＜⽇時＞�   ＜⼈数＞ 

カラオケ、楽器などの演奏、紙芝居・絵本な
どの読み聞かせ、ダンスや⼿品などの披露

餅つき⼤会の⼿伝い
（餅を丸める、きなこ、あんこをつ
けるなどの調理補助、⽚付け等）

利⽤者の⾷事時間の⼿伝い
（⾷器等の⽚付け、机拭き、
 清掃など）

随時（要調整)
午後2時∼3時

1∼5⼈

12⽉中
午後1時30分
� ∼3時30分

3∼4⼈

随時（要調整)
･朝⾷時
�午前8時∼9時
･昼⾷時
�午後0時30分
��∼1時30分
･⼣⾷時
�午後6時30分
��∼7時30分

2∼3⼈

団体から⼀⾔ 他にもご提案などあれば、お気軽にご相談ください。

提供及び利⽤者の誘導の⼿伝い
毎週�⽔曜⽇
午後1時30分
�∼2時30分

2⼈

利⽤者の洗濯物のたたみや⽚付け
随時（要調整)
午前9時∼午後3時
の間で1∼2時間

2∼3⼈

縫い物やボタン付けなど
⽉1回∼2回
午前9時∼午後3時
の間で1時間

1∼2⼈

敷地内の草取り、畑の⽔やりなど
随時（要調整)
�午前9時∼午後3時
の間で1∼2時間

1∼3⼈

芸能の披露

レクリエーション
等の補助

下膳、机拭き

喫茶店の運営補助

洗濯物の整理

裁縫

施設内の環境整備

理美容の補助 利⽤者の誘導の⼿伝い
毎⽉�第3⽉曜⽇
�午前9時30分
�∼11時30分

1∼2⼈

特別養護⽼⼈ホーム�ゆうあい

施設⻑ 浦⽥ ⽂恵代表者

〒485-0056 ⼩牧市⼩⽊南2-88所在地

TEL：73-2211 FAX：74-2211
URL：http://www.seisho-fukushi.org/yuuai/

連絡先
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デイサービスセンター ゆうあい

管理者 勝野 淳代代表者

芸能等の披露、レクリエーション等の補助、お茶だ
し、配膳下膳、話し相⼿、施設運営の補助的な作業
（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

随時 5⼈

団体から⼀⾔

〒485-0056 ⼩牧市⼩⽊南2-88所在地

TEL：73-2211 FAX：74-2211
URL：http://www.seisho-fukushi.org/yuuai/

連絡先

興味のある⽅は、お気軽にお問い合わせ下さい。

北里

      ＜内容＞           � ＜⽇時＞�  ��＜⼈数＞

グループホーム ゆうあい

管理者 ⾨脇 佳恵代表者

芸能等の披露、お茶出し、配膳下膳、話し相⼿、
施設運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、
草取りなど）

随時 2⼈

団体から⼀⾔

〒485-0056 ⼩牧市⼩⽊南2-88所在地

TEL：43-0721 FAX：43-0721
URL：http://www.seisho-fukushi.org/yuuai/

連絡先

家庭的な雰囲気を⼤切にしています。お気軽にお電話ください。

北里

      ＜内容＞             �＜⽇時＞�  �＜⼈数＞
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グループホーム�チアフル 夢明かり・幸明かり

北島 義且代表者

団体から⼀⾔

〒485-0057 ⼩牧市⼩⽊⻄2-171所在地

TEL：73-7620 FAX：73-7621
�URL：http://gh-cheerful.com/

連絡先

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

 ＜内容＞           �＜⽇時＞  ＜⼈数＞

⽉∼⾦曜⽇ 
午前10時∼
午後4時

10⼈
芸能等の披露、レクリエーション等の補助、話し相⼿、施設
運営の補助的な作業（洗濯物の整理、裁縫、草取りなど）

北里
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