
ボランティア活動をご希望の方は、
それぞれの事業所におたずねください。

ボランティア掲示板ボランティア掲示板
ボランティアを
してみたいな

ボランティアに
来てほしい

どんな活動が
あるの？

体操、レクリエーションの補佐
利用者とレクリエーションを楽しんでいただける方、そして私達と一
緒に笑顔の引き出しをしていただける方お待ちしています。
○日　時：月～金曜日　10：00～ 11：00
○連絡先：TEL 22－8706　FAX 22－7267
○担　当：飯塚　郁子

指定介護老人福祉施設清流園ケアはーねす出雲
囲碁・将棋　得意な方大募集！

囲碁・将棋でご利用者様の対戦相手になっていただける方、募集をし
ております。
○日　時：水曜日・木曜日で都合のつく時間帯
○連絡先：TEL 20－1641　FAX 20－1643
○担　当：藤原　優

出雲地域出雲地域

イベントのボランティア募集イベントのボランティア募集イベントのボランティア募集

夏祭りボランティア
清流園屋上にて夏祭り開催。模擬店のお手伝いをしてくださる
方お待ちしています。
○日　時：8月 12日（日）17：30～ 20：00
○連絡先：TEL 22－8706　FAX 22－7267
○担　当：飯塚　郁子

指定介護老人福祉施設清流園

ケアセンターかんど夏祭り
入所者の方と一緒に行動していただける方、または模擬店の手
伝いをしていただける方を募集します。
○日　時：8月 25日（土）16：30～ 20：15
○締　切：8月 1日（水）
○連絡先：TEL 24－8041　FAX 24－8114
○担　当：林　真澄

介護老人保健施設ケアセンターかんど

敬老会の祝い
年間の大きなイベントの一つに思い出に残る演出を利用者様に
提供できればと思います。
○日　時：9月内の金曜日　14：30～ 15：30（1時間位）
○締　切：7月 31日（火）
○連絡先：TEL 27－9991　FAX 27－9992
○担　当：岩野　和美

グッドライフデイサービス

太陽の里まつり
太陽の里まつりのお手伝いをしていただける方ご協力をお願い
いたします。
○日　時：11月 3日（土）9：00～ 15：00
○連絡先：TEL 72－9125　FAX 72－9122
○担　当：原　勇司

障害者支援施設太陽の里

サンSUNまつり（7月27日（金）18：30～開催）
当日の出店のお手伝い、前日の準備、翌日の片付けに協力して
いただける方を募集します。
○日　時：① 7月 26日（木）14：00～ 16：00
　　　　　② 7月 27日（金）14：00～ 21：00
　　　　　　　　　　　　　 の内都合のつく 2～ 3時間
　　　　　③ 7月 28日（土）9：30～ 11：30
○締　切：7月 11日（水）
○連絡先：TEL 43－3200　FAX 43－2030
○担　当：上代・北川

出雲サンホーム・地域福祉サービスセンターソレイユ

敬老会の唄や踊り
敬老会で皆さんに唄や踊り、民謡やダンス等盛り上げてくださ
るボランティア募集中！！
○日　時：9月 15～ 21日の敬老週間　14：40～ 15：40
○締　切：8月 31日（金）
○連絡先：TEL 72－5110　FAX 72－5192
○担　当：西・嘉藤

社会福祉法人金太郎の家

施設でボランティアしませんか施設でボランティアしませんか施設でボランティアしませんか
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楽しい時間を一緒に過ごしませんか？
利用者様と楽しくお話しをしたり、ゲームに参加していただける方を
募集しています。とっても明るく賑やかな施設ですよ♪
○日　時：月～金曜日　① 9：30～ 11：30　② 14：00～ 16：00
 （希望時間等相談に応じます）
○連絡先：TEL 25－7110　FAX 25－7008　○担　当：高野

ウェルファ出雲デイサービスセンターかえで

入居者の方と一緒にお話しをしてくださる方を募集します！！
午後のお茶の時間から夕方にかけて、入居者の方と一緒にお茶を飲み
ながら話をしてくださる方を探しています。
○日　時：14：30～ 17：00の間で都合に応じます。随時受け付けます。
○連絡先：TEL・FAX 30－7553
○担　当：渡部　奈緒

ハートフルおやま

趣味活動をしてくださる方募集
利用者の方と一緒に、園芸、手芸、生け花等の趣味活動に参加してい
ただける方を募集しています。
○日　時：10：00～ 16：00
○連絡先：TEL 24－6001　FAX 24－6621
○担　当：日野　知華

介護老人保健施設もくもく

ボランティア募集
歌、演奏、踊り等の賑やかな時間を提供してくださる方々を募集して
います。
○日　時：月～土曜日　14：30～ 15：30
○連絡先：TEL 48－9055　FAX 48－9066
○担　当：高橋　由香

稗原デイサービスセンター

唄って、踊って、にぎやかに！！
毎回来てくださるのを楽しみにしています。利用者の方中心に、職員
も唄って踊って盛り上げています。最近では顔なじみになりました。
○日　時：月～土曜日　10：30～ 11：30、14：30～ 15：30
○締　切：翌月の予定は、月末までに連絡を直接取り合っています。
○連絡先：TEL 48－9135　FAX 48－2670　○担　当：藤原　登

デイサービスひまり

趣味活動をしてくださる方お待ちしています
将棋のできる方大歓迎です。手芸は簡単な物を教えていただけると嬉
しいです。一緒に楽しい時間を過ごせる方お待ちしています。
○日　時：いつでも　14：00～ 16：00
○連絡先：TEL 23－8400　FAX 23－8401
○担　当：今岡　繁晴

小規模多機能型居宅介護支援事業所山ぼうし

利用者と一緒に楽しい一時をお過ごしください
利用者の季節感あふれる作品作りのお手伝いや、散歩の付き添い、
一緒に楽しくレクリエーション等をしていただける方を募集します。
○日　時：10：30～ 15：30（応相談）
○連絡先：TEL 43－3200　FAX 43－2030
○担　当：足立・錦織

出雲サンホーム・地域福祉サービスセンターソレイユ

入居者と一緒に手作業や趣味活動をしてくださる方を募集します
入居者と一緒にたたみ物等の手作業や、編み物、書道等の趣味活動を
してくださる方を募集しております。
○日　時：月～金曜日　14：30～ 16：00
○連絡先：TEL 22－8659　FAX 25－0750
○担　当：勝部　正子

特別養護老人ホーム天神

地域密着の交流活動
地元の皆さまとの人情味のある触れ合いを通じ、ご利用者様の生き甲
斐の原動力に繋げていきたいと思っています。
○日　時：水曜日、木曜日のどちらか　14：30～ 15：30（１時間位）
○連絡先：TEL 27－9991　FAX 27－9992
○担　当：岩野　和美

グッドライフデイサービス

子ども達と一緒に遊んでみませんか！
障がいのある子ども達（小学生）の療育のお手伝いです。子ども達と
元気に楽しく遊んでいただける方、お待ちしています。
○日　時：月～金曜日　15：30～ 17：30
　　　　　 （夏休みなど長期休みは 13：00～ 17：30）
○連絡先：TEL 25－7221　FAX 23－2725　○担　当：髙尾　真也

ハートピア出雲スマイル

さりげない活動で利用者の笑顔を
２～３名程度の利用者を対象にして、週または月単位で定期的に来て
いただける方。内容は特に制限ありません。
○日　時：14：00～ 16：00の１時間程度
○連絡先：TEL 23－8588　FAX 23－8577
○担　当：金森　美智子

なかや浜山の里

演芸ボランティア募集
歌や踊り等楽しい時間を提供していただける方を募集しております。
○日　時：14：00～ 15：00の間
○連絡先：TEL 24－8041　FAX 24－8114
○担　当：林　真澄

介護老人保健施設ケアセンターかんど

ボランティア募集
知的障がいのある利用者の方と活動やお話しをして楽しい時間を過ご
していただける方を募集しています。
○日　時：9：30～ 15：30
○連絡先：TEL 43－2461　FAX 43－1751
○担　当：矢野、松村、池田

社会福祉法人親和会　ふたば園

家庭的な雰囲気の中でボランティア活動しませんか？
入居者の方と一緒に、歌や体操等のレクリエーション活動をしてくだ
さる方を募集します。興味のある方、ご応募お待ちしています。
○日　時：応相談
○連絡先：TEL 43－3755　FAX 43－3756
○担　当：木村　久美子

グループホームひだまり

社会福祉法人やまゆり
趣味を活かしたボランティア募集！！

利用者の方と趣味活動や掃除等をしてくださる方を募集します。
どのような事でも結構ですので、お気軽にお電話ください。
○日　時：10：00～ 16：00
○連絡先：TEL 85－8000　FAX 85－8010
○担　当：永島　圭一郎

佐田地域佐田地域
特別養護老人ホーム湖水苑

（特養）湖水苑の入居者様に寄り添って過ごしてくださる方を募集します
歌集やカラオケを使って歌うことで、懐かしい頃を思い出したり、
楽しいお喋りに繋がる時間を一緒に過ごしてくださる方を募集します。
○日　時：月～金曜日　10：00～ 11：00、14：00～ 16：00
　　　　　内容によって調整させてください。
○連絡先：TEL 43－8955　FAX 43－0995　○担　当：竹並　裕美

湖陵地域湖陵地域
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共に楽しく笑顔あふれる一時を！！
利用者の方たちと一緒に歌や踊り、寸劇等何でも結構です。楽しい時
間を提供してくださる方をお待ちしています。
○日　時：9：30～ 16：30の間いつでも
○連絡先：TEL 63－7707　FAX 63－7717
○担　当：川瀬　きよ

小規模多機能ホームさらさの家・グループホームさらさの家

一緒にお茶を飲みながらお話をしてくださる方募集しています
月末の茶話会で、一緒にお話や将棋、卓上ゲーム等をしてくださる方
を募集しています。
○日　時：月末　14：45～ 15：40
○連絡先：TEL 62－0061　FAX 62－0063
○担　当：日野　由美子

社会福祉法人ひらた福祉会　エルパティオ三葉園

ふれあいボランティア募集
演芸など趣味や特技を活かして利用者と楽しく交流していただける方
お待ちしています。
○日　時：平日　10：30～ 11：30、15：00～ 16：00
○連絡先：TEL 69－1211　FAX 67－0457
○担　当：安食

特別養護老人ホームるんびにぃ苑

社会福祉法人ひらた福祉会　生活介護事業所プレーゲ

趣味や特技を活かしたボランティア大募集！
利用者の方とお話しをしたり、歌や演奏、踊り等を披露してくださる
方を募集しています。
○日　時：14：30～ 16：00（時間は相談に応じます）
○連絡先：TEL 62－2073　FAX 62－2072
○担　当：森脇　由季子

古民家えにし（デイサービス）

演芸ボランティア募集
歌や踊り等、趣味や特技を披露してくださる方、募集しています。
○日　時：ご相談ください。
○連絡先：TEL 63－2650　FAX 63－2665
○担　当：萬代

特別養護老人ホーム万田の郷

ボランティア募集中
利用者の方と一緒に演芸、趣味活動をしてくださる方を募集しています。
○日　時：平日（月～金）10：15～ 12：00、13：30～ 15：00
○連絡先：TEL 63－7260　FAX 63－7262
○担　当：藤原　一記

平田地域平田地域

レクリエーション交流
レクリエーションを通して利用者との交流及び行事のお手伝いをお願
いします。ご自身で来園可能な方お待ちしております。
○日　時：9：00～ 16：30
○連絡先：TEL 72－9125　FAX 72－9122
○担　当：原　勇司

障害者支援施設太陽の里

男性利用者の多い小規模のデイサービスです
歌や演奏、踊り、朗読などを披露してくださる方を募集します。
○日　時：月～金曜日　14：00～ 15：30
○連絡先：TEL・FAX 73－7363
○担　当：稲垣　長郷

デイサービス新川

小規模多機能ホームひより

一緒に“楽しい”を創りませんか！！
①演芸の披露をしてくださる方、②外出行事をお手伝いしてくださる
方募集。共に笑顔で笑い合いましょう！！
○日　時：①日曜日以外 14：30～ 15：30 ②外出行事の日 14：00～ 16：00
○連絡先：TEL 72－5109　FAX 27－9737　○担　当：三代　多美江

デイサービス向日葵の家・ショートステイココ荘原

楽しくボランティア
定期的（２～３ヶ月に１回）に、歌や演奏、演芸を披露していただき、
利用者様と楽しい時間を過ごしてくださる方を募集します。
○日　時：15：30～ 16：30
○連絡先：TEL 72－9200　FAX 72－9739
○担　当：山本

特別養護老人ホーム斐川サンホーム
懐かしの歌を利用者様、大好きな方が多くおられます

歌や演奏など懐かしのメロディーを一緒になって歌ったり体操をした
りすることで楽しい時間を過ごさせていただければ大変喜びます。
○日　時：金曜日・日曜日以外　14：00～ 16：00
○連絡先：TEL 73－7170　FAX 73－7177
○担　当：須山

歌＆演奏ボランティアもしくは散歩ボランティア
皆さんに演奏して唄を歌って一緒に楽しんでくださる方、また、散歩
を一緒にしてくださる方をボランティアで募集します。老若男女不問。
○日　時：11：00～ 12：00、15：00～ 15：40
○連絡先：TEL 72－5110　FAX 72－5192
○担　当：西・嘉藤

グループホーム萌

社会福祉法人金太郎の家

演芸、文化活動ボランティア募集しています！！
歌や踊り等楽しい時間を提供していただける方を募集しています。
○日　時：日曜日以外　14：30～ 15：20
○連絡先：TEL 73－8870　FAX 73－8871
○担　当：吉岡　恒男

斐川地域斐川地域

ボランティア募集
利用者の方と一緒に手芸や歌等、趣味活動をしていただける方をお待
ちしています。
○日　時：平日　14：00～ 16：00
○連絡先：TEL 86－2977　FAX 86－2978
○担　当：本田　浩美

老人保健施設たき特別養護老人ホーム潮風苑
利用者とお話や趣味活動をしてくださる方募集

利用者の方と一緒にお話をしたり、塗り絵や将棋等の趣味活動をして
くださる方をお待ちしています。
○日　時：平日　10：00～ 15：30
○連絡先：TEL 86－2030　FAX 86－2972
○担　当：錦織

多伎地域多伎地域
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