
 2022 夏のボランティア体験
受入れ施設一覧

備前市鶴海2401

2

施設名 片上認定こども園

住所 備前市西片上335

連絡先 西　都志子

1

持ち物・服装 動きやすい服装

連絡先 戸松

施設名 盲養護老人ホーム　備前多聞荘

住所

活動対象分野
☑高齢者　☐障がい
☐子ども　☐その他（　　　　  ）

電話:0869-65-8975 　 FAX:0869-65-8234 担当者

活動日時 8/22～26を除く平日 活動場所 施設内

4

施設名 デイサービス　一期一会　伊部

住所 備前市伊部1254

連絡先 丸山

3

施設名 NPO法人コミュニケーションネットワークLinks

住所 備前市伊部380番地

デイサービス一期一会

活動内容 介護職員の手伝い

AM、PM  各2人まで 電話受付時間 13:30～1５:301日の受入れ人数

活動日時 夏休み期間(主に水・木・金)1３:00～17:00 活動場所 Links施設内(戸外有り)

1日の受入れ人数

5

施設名 備前市立図書館

住所 備前市西片上17-2

連絡先 大森　

持ち物・服装 タオル、お茶、昼食、動きやすい服装

活動日時
7月26日～8月26日までの間　　　　　　　　　　　　　　(10:00

～1５:00)図書館の休館日を除く 活動場所 備前市立図書館

活動対象分野

活動内容

1日の受入れ人数

書架整理、返却本の片付け

1人まで 電話受付時間 10:00～17:00

持ち物・服装 動きやすい服装、水筒、帽子、上靴、タオル

連絡先 渡邊　暢人電話 :0869-64-3520　　FAX:0869-64-3520 担当者

活動対象分野
☐高齢者　☑障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

1日の受入れ人数

活動内容 入所者様との交流

2人まで 電話受付時間 8:30～17:30

活動内容

1日の受入れ人数

保育補助、教材作成、施設の環境整備

2人まで(備前緑陽高校のみ) 電話受付時間 8:30～17:00

活動日時 7/20～8/25 活動場所

電話:0869-64-2549 担当者

活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

片上認定こども園

障害児　　放課後等デイサービス　　・利用者とのコミュニケーション　・環境整備　・活動支援　・教材制作

電話受付時間2人まで 9:30～10:00

☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

電話:0869-64-1134   FAX:0869-64-1250 担当者

活動内容

持ち物・服装 タオル、飲み物、体操服、体育館シューズ、マスク

活動対象分野
☑高齢者　☐障がい
☐子ども　☐その他（　　　　  ）

電話:0869-63-1518   FAX:0869-63-1519 担当者

活動日時 7月25日～8月12日(土日以外)                            9:00
～12:00、13:00～16:00(どちらか3H)

活動場所

持ち物・服装
※服装:動きやすい服装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※持
ち物:着替え、帽子、タオル、お茶、サンダル(水遊びをするため)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※注意事
項:・10分前には来ること。　・守秘義務　・楽しんで活動しましょう。　・欠席する時は連絡をください。

備　　前

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

受入れ終了（6/28）
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6

施設名 NPO法人　備前プレーパークの会 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市久々井1432

連絡先 電話:090-4722-9084   FAX:0869-63-3332 担当者 中村　香奈子

活動日時 7/20～8/ 末(日・祝休み)　　10:00～15:00 活動場所
備前プレーパーク

森の冒険ひみつ基地

活動内容 自然の中で子供たちと遊んだり、遊びの企画のお手伝いをお願いします。必要に応じて、準備や片付けもお願いします。

1日の受入れ人数 2～3人まで 電話受付時間 10:00～17:00

持ち物・服装
汚れてもよい動きやすい服装で。体操服でも可。濡れることが多いので、クロックスやサンダルを別に持ってきておいたほうがよい
です。お昼ごはん、水分たっぷり、着替え、帽子など。

7

施設名 バンビ学級(学童保育) 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市佐山2721

連絡先 電話:070-7568-3801 担当者 田中

活動日時 7月25日(月)～8月26日(金)　　9:00～12:00 活動場所 東鶴山小学校内　バンビ学級

活動内容 小学1年～5年生の児童の学習支援と遊びの相手

1日の受入れ人数 2人まで 電話受付時間 13:30～18:00

持ち物・服装 タオル、お茶、体操服、帽子

8

施設名 わくわくるーむ 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市伊部1455

連絡先 電話:0869-64-0087   FAX:0869-64-0087 担当者 小谷、藤岡、加藤

活動日時
7/20～8/31のひろば開催日 (いずれか半日)
AM10:00～12:00、PM13:00～15:00 活動場所 くるみの森

活動内容
乳幼児や小学生と遊んだり、企画のお手伝いをお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひろば
の環境整備などもお願いすることもあります。

1日の受入れ人数 2人まで 電話受付時間 10:00～15:00

持ち物・服装 タオル、お茶、動きやすい服装

9

施設名 西鶴っ子クラブ 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市畠田20-1

連絡先 090-4800-9501 担当者 宮田

活動日時 8：00～17：00 活動場所 旧エコハウス

活動内容 子ども達と勉強したり、遊び相手をお願いします。

1日の受入れ人数 10人まで 電話受付時間 15：00～18：00

持ち物・服装
体操服、お弁当、水筒、タオル、帽子
マスク着用

10

施設名 備前市デイサービスセンター　大ヶ池荘 活動対象分野
☑高齢者　☐障がい
☐子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市伊部964-5

連絡先 64－1338 担当者 原本

活動日時 9：30～16：30 活動場所 大ヶ池デイサービスセンター

活動内容 利用者とのコミュニケーション

1日の受入れ人数 2人まで 電話受付時間 8：30～17：15

持ち物・服装
昼食、着替え、室内シューズ

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。
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11

施設名 放課後等デイサービスKiKi 活動対象分野
☐高齢者　☑障がい
☐子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市香登本487-1

連絡先 電話:0869-66-6388 担当者 林

活動日時 8月(詳細不明) 活動場所 放課後等デイサービスKiKi

活動内容 障害児と一緒に遊んだり、絵をかいたりしてもらいたい(その時期により、4受け入れが難しくなる場合があります)

1日の受入れ人数 1人まで 電話受付時間 9:00～18:00

持ち物・服装 動きやすい服、スニーカー

12

施設名 放課後児童クラブ　つくし 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市伊部1415-2　備前市立伊部小学校内

連絡先 電話:090-7996-8038 担当者

活動日時 夏休み(7/20(水)～8/31(水)) 活動場所 放課後児童クラブ　つくし

活動内容 放課後児童クラブで夏休みを過ごす小学生と活動を共にする。(勉強、遊びなど)

1日の受入れ人数 3人まで 電話受付時間 13:00～19:00

持ち物・服装 ・弁当　・飲み物　・帽子　・タオル(汗吹き用)(※必要な人は着替え) ・学校の体操服(着替えは私服でOK)

13

施設名 放課後児童クラブ　ころぼっくる 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市久々井1183　久々井公民館内

連絡先 電話:090-8732-0234 担当者 西崎　

活動日時 夏休み(7/20(水)～8/31(水)) 活動場所 放課後児童クラブころぼっくる

活動内容 放課後児童クラブで夏休みを過ごす小学生と活動を共にする。(勉強、遊びなど)

1日の受入れ人数 3人まで 電話受付時間 13:00～19:00

持ち物・服装 ・弁当　・飲み物　・帽子　・タオル(汗吹き用)(※必要な人は着替え) ・学校の体操服(着替えは私服でOK)

14

施設名 放課後児童クラブ　かぜのこ 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市伊部1833-13

連絡先 電話:080-8009-3316 担当者 奥西

活動日時 夏休み(7/20(水)～8/31(水)) 活動場所 放課後児童クラブ　かぜのこ

活動内容 放課後児童クラブで夏休みを過ごす小学生と活動を共にする。(勉強、遊びなど)

1日の受入れ人数 3人まで 電話受付時間 13:00～19:00

持ち物・服装 ・弁当　・飲み物　・帽子　・タオル(汗吹き用)(※必要な人は着替え) ・学校の体操服(着替えは私服でOK)

15

施設名 特定非営利活動法人　f.saloon 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市伊部1611-1

連絡先 電話:080-8324-3010 担当者 守谷

活動日時 通年 活動場所 市内各地

活動内容 子ども(主に小学生)向けイベント、地域の方向けイベントの運営スタッフ

1日の受入れ人数 1～10人 電話受付時間 9：00～16:00

持ち物・服装 イベントによるため、事前の打ち合わせのお電話でお伝えします。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。
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受入れ施設一覧

伊  里 ・ 日  生

1

施設名 閑谷ワークセンター・ひなせ 活動対象分野
☐高齢者　☑障がい
☐子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市日生町日生８０３－１

連絡先 ０８６９－７２－９８０８ 担当者 潮田（うしおだ）

活動日時 ７月１９日～７月２９日の間 活動場所
閑谷ワークセンター・ひなせ

浜山作業所

活動内容
施設内の清掃活動
施設敷地内の草ぬき作業、駐車場清掃
浜山作業所にて回収処理作業

1日の受入れ人数 ５人まで 電話受付時間 ９：００～１７：００　まで

持ち物・服装 体操服、お弁当、お茶、うわぐつ、タオル

2

施設名 一般社団法人　ジンジャー・エール 活動対象分野
☑高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市日生町寒河１０３７ー１

連絡先 ０８６９－９３－４０２８ 担当者 東（あずま）

活動日時 月曜日以外　１０：００～１７：００ 活動場所 古民家　天goo

活動内容
施設内の清掃活動、草ぬき
利用者とのコミュニケーション

1日の受入れ人数 ５人まで 電話受付時間 １４：００～１７：００　まで

持ち物・服装 体操服、お弁当、水分、タオル、着替えなど

3

施設名 デイサービス　ほほ笑み 活動対象分野
☑高齢者　☐障がい
☐子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市日生町寒河１１６６

連絡先 ０８６９－７２－４４８３ 担当者 橋本（はしもと）

活動日時 ９：００～１６：３０ 活動場所 ほほ笑み

活動内容 デイサービスでご高齢者の方々と一緒に楽しく過ごす

1日の受入れ人数 ２人まで 電話受付時間 ９：００～１８：００　まで

持ち物・服装 体操服、普段着、水筒など

4

施設名 コンフォールひなせ 活動対象分野
☑高齢者　☐障がい
☐子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市日生町日生２５８３－１

連絡先 ０８６９－７２ー２３００ 担当者 尾形（おがた）

活動日時 午前中 活動場所 施設敷地内

活動内容
グラウンドゴルフ場の草とり
畑の手伝い
レクリエーション準備の手伝い

1日の受入れ人数 ３人まで 電話受付時間 １０：００～１６：００

持ち物・服装 軽作業ができる服装、水分補給用の水筒（ペットボトル）

5

施設名
放課後児童クラブ「そうごキッズ」
子ども第三の居場所「なないろキッズ」 活動対象分野

☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市日生町寒河１０８３－１

連絡先 ０８０－５２３３－８２５１ 担当者 湊（みなと）

活動日時 夏休みおよび土曜日 活動場所 施設敷地内

活動内容 子どもの遊び相手、工作

1日の受入れ人数 ４人まで 電話受付時間 ９：００～１８：００

持ち物・服装 弁当、お茶、体操服、上履き、タオル、筆記用具

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。



 2022 夏のボランティア体験
受入れ施設一覧

三  石 ・ 吉  永

1

施設名 特別養護老人ホーム　紅葉川荘 活動対象分野
☑高齢者　□障がい
□子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市吉永町神根本61-6

連絡先 0869（84）9511 担当者 戸田・従野

活動日時 9：00～10：00 活動場所 紅葉川荘敷地内

活動内容 草取り

1日の受入れ人数 ３∼４人まで 電話受付時間 9：00～17：00

持ち物・服装 タオル・飲み物・帽子

2

施設名 吉永キッズ 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市吉永町吉永中120

連絡先 080-1907-7728 担当者 松本

活動日時 7/20～8/31 活動場所 吉永キッズ

活動内容
小学校１年～６年の児童（５０～８０人）と遊びを通して積極的にかかわり

生活面での支援もしていく

1日の受入れ人数 ４人まで 電話受付時間 13：00～18：00

持ち物・服装
弁当（お昼はさむ場合）・飲み物
体操服

3

施設名 コスモス学級 活動対象分野
☐高齢者　☐障がい
☑子ども　☐その他（　　　　  ）

住所 備前市三石52-1

連絡先 090-3031-3214 担当者 大田原

活動日時
7/25～8/31（お盆を除く）

13：00～17：00 活動場所 コスモス学級

活動内容
小学生（１～６年）と一緒に遊ぶ

生活面でのサポート

1日の受入れ人数 ２人まで 電話受付時間
13：00～18：00

※１４：３０∼１５：３０の間は控えてください

持ち物・服装
帽子・汗拭きタオル・お茶・シューズ（室内用）
体操服などの動きやすい服

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。

掲載不可。

学校にある活動施設一覧を確認してください。


