
 福祉の現場を体験し、楽しい時間を過ごしてみませんか？ 
 高齢者福祉施設  〒 870-0134　大分市大字猪野 729 番地の 1 
 明治清流苑 TEL　 524-3300 

FAX　 524-3322 
担当　 平山　敦士  E-mail　 meiji@eiseikai.or.jp 

    

交通機関：  大分バス…「北団地入口」バス停下車１分。JR…日豊本線「鶴崎駅」もし
くは「高城駅」下車、車で５～10分。（駐車場が有り。事前連絡必要） 

対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～日曜日  不可能日　 正月・盆 
締　切  活動希望日の１週間～10日前 
時　間  10～16時（昼食13～14時予定）。半日活動可能。 
連　絡  8:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、室内履きスリッパ、タオル 
内　容  話し相手、レクリエーション補助 
Ｐ　Ｒ  明治北小学校の南東側に位置し、欧風の円形バルコニーが特徴。自然な風、

鳥の鳴き声のある風向明媚な施設です。10名ずつのグループで生活して
おり、家庭的な雰囲気で今、ベランダ菜園に取り組んでいます。 

その他  期間中、特養とデイサービスを体験していただきます。 

6 ボランティア活動でご利用者との優しい触れ合いを
体験してみませんか。 

 高齢者福祉施設  〒 870-1113　大分市中判田 1342 番地の 3 
 特別養護老人ホーム　寿志の里 TEL　 548-8201 

FAX　 597-6677 
担当　 植村　陽介、赤嶺　千恵美  　    

 ● 

交通機関：  JR…豊肥線中判田駅から徒歩10分。大分バス…高江中央１丁目バス停
から徒歩10分。大分バス大南団地入口バス停から徒歩10分。 

対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ10人まで 
期　間  7/21（木）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 ２日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の14日前 
時　間  9:00～16:00（休憩12:30～13:30） 
連　絡  8:30～17:30（月～土） 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（華美なアクセサリーやジーパンは不可）、室内履き（スニーカー等）、昼食 
内　容  お話し相手、車椅子での移動補助 
Ｐ　Ｒ  「ありのままに自分らしく、ここはもうひとつの我が家です」をモットーに、

ユニットケアにより利用者の皆様がご自宅にいるときのように、安心・快
適な生活を送ることができるようにお世話させていただいています。 

その他  場合によっては、着替えを持参してください。 
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 高齢者との出会い、ふれあいを通して、貴重な体験を
してみませんか？ 

 高齢者福祉施設  〒 870-1123　大分市大字寒田 202 番地 
 特別養護老人ホーム　そうだ藤の森 TEL　 567-8822 

FAX　 567-8833 
担当　 荒金　拓郎、古田　幸之  E-mail　 fujinomori@san-ai-kai.or.jp 

  

交通機関：  JR豊肥線敷戸駅下車、徒歩20分。（無料駐車場・駐輪場有り） 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  8/1（月）～8/28（日）、冬・春休み  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  全て  不可能日　 なし 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～16:00（内、昼休み1時間） 
連　絡  9:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（ジャージ可）、室内履き、昼食 
内　容  利用者の方々の介護補助（お話し相手、レクリエーション補助） 
Ｐ　Ｒ  「高齢者の方が、住み慣れた地域の中で、その方らしい暮らしが実現でき

るよう、ご支援する」をモットーに、介護サービス事業を行っています。 

4 心と心のふれあいを体験してみませんか！！ 
 高齢者福祉施設  〒 870-0868　大分市大字野田 306 番地の 2 
 創生の里 TEL　 549-0012 

FAX　 549-5750 
担当　 遠藤　隆介  　    

  

交通機関：  大分バス…大分駅前発「大分医大行き」学園台前下車徒歩10分、大分駅
前発「別府大学大分校行き」終点大分キャンパス前すぐ 

対象者  小学生・中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  ５月～11月  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日曜・盆 
締　切  活動希望日の14日前 
時　間  9:00～16:00 
連　絡  8:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、室内履き、エプロン、バンダナ（三角巾） 
内　容  利用者との談話、レクリエーション活動、食事準備・片付け 
Ｐ　Ｒ  自然環境に恵まれた季節感をいっぱい感じることが出来る施設です。お

話好きな利用者と元気なスタッフがみなさんをお待ちしています。 
その他  弁当・飲み物を持参してください。 
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 ボランティアの心で植えよう笑顔の種 
 高齢者福祉施設  〒 870-0128　大分市大字森 336 番地 
 清流苑 TEL　 527-6600 

FAX　 527-6606 
担当　 佐藤　和昭、細井　友博  E-mail　 seiryuen@seiryu-kyousei.org 

    

交通機関：  JR豊肥線鶴崎駅→大分バス鶴崎駅乗り場→大東団地入口下車→徒歩３分 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延10名まで 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～５日 
可能日  全て  不可能日　 なし 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  10:00～16:00 
連　絡  8:00～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  活動しやすい服装（ジャージ等）、エプロン、タオル、上靴（スリッパ） 
内　容  お話し相手、レクリエーション、食事配膳・下膳、散歩等の介助 
Ｐ　Ｒ  特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイ等がある総合ケア

センターです。 
その他  食事は弁当を持参してください。 

2 水と空気の美味しい自然環境に恵まれた野津原の地で
体験をしてみてください。 

 高齢者福祉施設  〒 870-1211　大分市大字竹矢 1024 番地の 1 
 和泉荘 TEL　 588-1110 

FAX　 588-0119 
担当　 幸松　博之  E-mail　 nanaseyousikai@oasis.ocn.ne.jp 

    

交通機関：  大分バス…「宮脇バス停」下車 
対象者  高校生・短専大学生・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～日曜日・祝日、盆、５・９月の連休  不可能日　 正月 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～16:00（内、昼休み12:30～13:30） 
連　絡  8:30～18:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  ジャージ等動きやすい服装、室内履き（スリッパはダメ） 
内　容  利用者（高齢者）の方々とのお話し相手、レクリエーション介助等 
Ｐ　Ｒ  水と空気の美味しい自然環境に恵まれた野津原の地でボランティア体験

をしてください。 
その他  昼食は弁当等を持参してください。

コロナ感染状況により、受け入れ不可となります。 
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申し込み先

大分市社会福祉協議会
大分市ボランティアセンター　❶～�

〒 870－0839
大分市金池南１丁目５番１号 J:COM ホルトホール大分４階

TEL 097－547－7419　FAX 097－547－9559
担　　当　山村
受付時間　９：00 ～ 17：30
休　　日　日・祝・第２・４月曜日
　　　　　（ただし第２・４月曜日が祝日の場合は翌日）

通し番号が白抜きになっている施設は、 
年間を通じて活動体験が申し込めます。
ぜひ、ご参加ください!
※ 感染状況により、やむを得ず実施直前でも受け入れを中

止する場合があります。受入れ中止の情報については、
大分県ボランティアセンターHPに随時掲載しますので、
ご確認ください。
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 ボランティアの心で植えよう笑顔の種 
 高齢者福祉施設  〒 870-0274　大分市大字種具 141 番地 
 デイサービスセンター川添清流苑 TEL　 529-2959 

FAX　 528-1694 
担当　 首藤　勝、田村　八恵子  　    

    

交通機関：  JR…日豊線「鶴崎駅」下車し、大分バス…「宮河内ハイランド」行き「上種
具」バス停下車、徒歩１分 

対象者  小学生・中学生・高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～土曜日、祝日  不可能日　 日曜日、12/31～1/3 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  9:30～16:00 
連　絡  8:00～17:15 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（ジャージ等）、エプロン、タオル、上靴（スリッパ） 
内　容  お話相手、レクリエーション、食事配膳・下膳、散歩等の介助 
Ｐ　Ｒ  大野川の清流を見下ろす丘の上に、有料老人ホーム、ケアハウス、デイサー

ビスがある総合ケアセンターです。 

14 支え合いと思いやりの心で笑顔になれる。
素敵な体験を一緒にしてみませんか。 

 高齢者福祉施設  〒 870-0836　大分市金池南一丁目 8 番 16 号　みやびのもり１F 
 大分市老人デイサービスセンターさざんか TEL　 543-7171 

FAX　 543-7187 
担当　 赤峰　奈月  E-mail　 day@oita-syakyo.jp 

 ● 

交通機関：  JR…「大分駅」下車、「上野の森口」より徒歩５分。大分バス…「大分駅前」下
車、徒歩５～６分。　＊駐車場無し。近くに有料駐車場有り。自転車利用可。 

対象者  高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限あり 
期　間  8/1（月）～９月末 　　  日数（一人につき）　１日（※ボランティア実施初日の前一週間の体調の確

認と体温チェックの実施。当日の検温とコロナ感染防止対策を行っています。）
可能日  月～金曜（祝日、盆、９月の連休含まない）  不可能日　 土・日・正月・祝日・盆・９月の連休 
締　切  活動希望日の８日前 
時　間  9:45～17:30（希望に応じます）（昼休みは12時頃～１時間） 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（アクセサリーは不可）、長髪は束ねること。室内履き、昼食、飲み

物。活動時はマスクの着用、手指消毒、実習着への更衣をお願いします。 
内　容  会話、配茶・配膳、レクリエーション補助、清掃等 
Ｐ　Ｒ  要介護認定を受けられた方々が、自宅から当施設に通所し、1日を楽しく元気に過ごせる施設です。一人一人の思いを大切にします。 
その他  学生の実習がある日は、ご遠慮いただく場合が有ります。※コロナ感染症の状況により、受入日でも制限を行うことがあります。 
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 人生の先輩と交流し、新しい発見・体験をしましょう。 
 高齢者福祉施設  〒 870-0126　大分市大字横尾 4451 番地の 8 
 アイリスおおいたデイサービスセンター TEL　 503-1754 

FAX　 574-6833 
担当　 山中　美絵子  　    

    

交通機関：  明野アクロス近く、「ボンエルフ前」バス停から徒歩10分。「明野高尾１
丁目」バス停から徒歩５分。 

対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜、祝日、盆、５・９月の連休  不可能日　 日・12/29～1/3 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～16:00（活動時間は応相談） 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  内履きシューズ、昼食、水分 
内　容  AM…脳トレや作業療法のお手伝い。　

PM…レクやゲーム、リハビリを一緒にしていただきます。 
Ｐ　Ｒ  要介護５～要支援までの方、また第１・３週は、生き甲斐対応の方が来られています。健康チェッ

ク・入浴・食事・リハビリ・レク等で充実した一日を過ごしていただいています。天然温泉です。 
その他  動きやすい服装（ジーンズ、スカート不可） 

12 お年寄りの笑顔に会いに来てください。 
 老人保健施設  〒 870-1151　大分市大字市字大坪 11 番地の 2 
 介護老人保健施設　わさだケアセンター TEL　 541-6655 

FAX　 541-5468 
担当　 大島　忠善  E-mail　 wasadacare@blue.ocn.ne.jp 

    

交通機関：  大分バス…「下芹バス停」下車、徒歩10分。 
対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～土曜日 　　不可能日　 日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9:00～15:00 
連　絡  日曜・祝日を除く、8:30～17:30 
昼 食  有/無料 
服装等  ジャージ等動きやすい服装、室内用シューズ 
内　容  お話し相手 
Ｐ　Ｒ  利用者の方々は、ボランティアの皆様が来所されるのを楽しみにしてお

られます。ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。 
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 高齢者介護の現場を肌で感じてみませんか？ 
 老人保健施設  〒 870-1154　大分市大字田原 936 番地 1-1 
 介護老人保健施設　たばる TEL　 542-4139 

FAX　 542-0030 
担当　 松田　恵美  E-mail　 tabaru2@san-ai-group.org 

 ● 

交通機関：  JR久大線「豊後国分駅」下車、徒歩30分。大分バス「田原バス停」下車、
徒歩５分。（敷地内無料駐車場・駐輪場有り） 

対象者  小学生・中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦他） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/26（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  10:00～16:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  月～土曜　9:30～16:30（13:00～14:00除く） 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（華美なアクセサリーや服は不可）、室内履き、昼食、タオル 
内　容  お話し相手、レクリエーション補助、車椅子清掃等 
Ｐ　Ｒ  クリニック併設型の施設です。その他、敷地内に「グループホームたばる」「通所リハビリテーション」が有ります。

ご希望なら、そちらでのボランティア受入も行っております。明るい職員が待っています。ぜひお越し下さい。 
その他  場合によっては、着替えを持参してください。コロナの感染状況により受け入

れを検討させていただくこともあります。 

10 明るく、温かく、安全に在宅復帰をご支援します。 
 老人保健施設  〒 870-1113　大分市大字中判田 1428 番地の 1 
 親和園 TEL　 597-3635 

FAX　 597-3634 
担当　 衛藤　和也、藤原　香  E-mail　 sw@e-shinwaen.com 

    

交通機関：  JR…豊肥線中判田駅で下車、徒歩15分。大分バス…高江経由大南団地行
き（判田中学校前下車）徒歩５分。竹田三重臼杵行き（マルショク判田店
前下車）、徒歩８分。（職員用駐車場有り。事前に使用許可が必要です。） 

対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・祝日・盆・正月 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:30～15:30（活動内容によって時間の変更あり） 
連　絡  9:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（ジャージ等）、室内履き、昼食 
内　容  レクリエーション補助、話し相手 
Ｐ　Ｒ  “明るく・温かく・愛のある・安全な”をモットーに頑張っています。 
その他  敷地内喫煙不可。 
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 大分豊寿苑で「いつもいきいき」
新しい出会いのチャンスです。 

 老人保健施設  〒 870-0131　大分市大字皆春 1521 番地の 1 
 大分豊寿苑 TEL　 521-0110 

FAX　 521-1247 
担当　 唐莉  E-mail　 tou2805@keiwakai.oita.jp 

 ● 

交通機関：  大分バス皆春下車すぐ。JR鶴崎駅より南へ直進700Mヤマダ電機隣り（徒
歩８分） 

対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延５名まで 
期　間  7/21（木）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:30～16:00 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（ジャージ等）、室内履き、昼食 
内　容  コミュニケーションを目的にした食事介助（配茶・下膳）、レクリエーショ

ン補助、施設内外の環境整備 
Ｐ　Ｒ  いつもいきいき！明るく楽しい施設です。利用者・職員・実習生・ボランティ

ア等たくさんの人たちとの出会いのチャンスです。 

8 福祉の現場を体験し、楽しい時間を過ごしてみませんか？ 
 高齢者福祉施設  〒 870-0946　大分市大字曲字箕久保 320 番 
 リバーサイド桃花苑 TEL　 504-7666 

FAX　 568-0633 
担当　 江藤　航、藤岡　勇人  E-mail　 touka-l@oet-net.ne.jp 

 ● 

交通機関：  大分バス…「滝尾循環（曲経由）」乗車、「芳河原入口」バス停下車、徒歩５分 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延10名まで 
期　間  7/26（火）～8/10（水）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9:00～16:00 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  上靴、タオル、筆記用具 
内　容  移動補助、高齢者とのコミュニケーション等 
Ｐ　Ｒ  自然環境に恵まれた明るい施設です。元気なスタッフが笑顔でお待ちし

ています。 
その他  動きやすい服装、自動車駐車場有り。新型コロナウイルス感染症対策によ

り中止させていただく場合があります。 
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 笑顔あふれる介護の現場でふれあい体験してみませんか？ 
 高齢者福祉施設  〒 870-0037　大分市東春日町 5 番 25 号 
 塚川第一病院 介護部 TEL　 536-1183 

FAX　 536-1185 
担当　 内宮　るり子、後藤　文己花  E-mail　 tsuusho@hakkokai.com 

    

交通機関：  JR…大分駅から徒歩15分。または、オアシスタワーから徒歩５分。（駐
輪場有り。駐車場無し。） 

対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ４ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  いつでも可能  不可能日　 なし 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9:00～16:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（ポロシャツ、綿パン、ジャージ等）、エプロン１枚、室内履き、筆記用具 
内　容  お話し相手等　＊初日はオリエンテーションを行い、活動の際の注意事項等ご説明します。 
Ｐ　Ｒ  利用者様のニーズに合わせ、デイケア、デイサービス、グループホーム、小規模多機能ホーム、有料老人ホームと多種の施

設があります。ボランティアの皆様が来て頂くことを楽しみに待っています。ぜひ一緒に楽しいひと時を過ごしましょう。 
その他  専用駐車場はありませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。コ

ロナウイルス感染状況によっては、受け入れができない場合もあります。 

17  海が見える天空のデイサービスで、
楽しい介護の現場を体験してみませんか？ 

 高齢者福祉施設  〒 870-0032　大分市住吉町一丁目 2 番 16 号 
 デイサービスおおつか TEL　 535-1222 

FAX　 535-1262 
担当　 佐藤　秀之、北江　良充、峯　昌美  E-mail　 sato.h@otsuka-mc.jp 
交通機関：  大分交通バス…「新川バス停」下車、徒歩1分 
対象者  高校生・短専大学生・その他（主婦） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  ３月～11月（感染症流行時期外12月～２月の間は除く） 　　日　数（一人につき）　 １～２日 
可能日  月～土曜日 　　不可能日　 日・祝日・盆・正月・5/9月の連休 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  9:00～16:00 
連　絡  8:00～18:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（アクセサリーやジーパンは不可）、室内履き、昼食 
内　容  お話し相手、レクリエーション補助 
Ｐ　Ｒ  大分市内中心部にあり、総ガラス張りのフロアから高崎山と別府湾を一

望できるロケーションです。明るいスタッフと笑顔あふれる１日を是非
一緒に過ごしましょう。 

その他  駐車場はありません。（自転車可） 
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 「気持ちは 20 歳」のお年寄りの方々と「とびっきり」に明るい職員と一緒に
充実した思い出に残る、楽しいボランティア体験をしてみませんか？ 

 高齢者福祉施設  〒 870-0128　大分市大字森 400 番地 1 
 デイサービスセンター清流苑 TEL　 547-7859 

FAX　 527-6606 
担当　 山口　祥功  E-mail　 d-seiryuen@seiryu-kyousei.org 

    

交通機関：  大分バス…「大東団地入口バス停」下車、徒歩１分。
　　　　 JR…日豊本線「鶴崎駅」下車、車で５分。 
対象者  小学生・中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～土曜日、祝日  不可能日　 日・盆・正月 
締　切  活動希望日の２日前 
時　間  9:30～16:00 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  昼食、タオル、上靴、飲物 
内　容  配茶、個別対応（頭の体操他）、筋力トレーニング、全体行事、移動介助、音楽療法 
Ｐ　Ｒ  いつもホールの中は、ご利用者と職員の笑い声が響き、内容の濃いデイサー

ビスです。体験して損はなし！！充実した時間を送れますよ！ 
その他  活動しやすい服装、感染防止の観点より、こちらからお断りすることもご

ざいます。 

19  人生経験豊かなご利用者様と楽しい時を過ごして
みませんか？ 

 高齢者福祉施設  〒 870-0030　大分市大字三芳 288-1 
 デイサービスセンター風雅 TEL　 535-8900 

FAX　 535-8998 
担当　 横山　裕史  E-mail　 jim@fuga.or.jp 

 ● 

交通機関：  JR…「大分駅」下車、徒歩30分。
　　　　 大分バス…「大分市美術館バス停」下車、徒歩３分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ４ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/25（月）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日、祝日  不可能日　 日曜日 
締　切 活動希望日の 前日 
時　間  10:00～16:00 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  有/有料/336円　または持参可 
服装等  動きやすい服装、室内用シューズ、水分補給用の飲み物 
内　容  話し相手、レクリエーション補助、簡単な清掃など 
Ｐ　Ｒ  豊かな自然に囲まれ、景観の良い場所にあり、開放感と精神的な安らぎを

与えます。スタッフは、「笑顔」「心を込めたおもてなし」「チームワーク」を
大切にして、業務に取り組んでいます。 
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 ボランティア参加で新しい仲間づくり 
 高齢者福祉施設障がい者施設  〒 870-0901　大分市西新地 2 丁目 5-40 
 デイサービスセンター舞鶴清流苑 TEL　 573-2088 

FAX　 573-2085 
担当　 亀井　厚志  　    

    

交通機関：  大分バス…トキハ前より「大洲運動公園行き」乗車、「西新地２丁目」で下車、
徒歩５分。 

対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・盆・正月 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  9:00～16:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:00～18:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、上靴、昼食 
内　容  交流、お話し相手、体操・レクリエーションの手伝い 
Ｐ　Ｒ  水中ウォーキングが出来る。１周22メートルの歩行浴槽。最新のリハビ

リ機器を備えたセンターです。腰痛・膝痛に効果がある温泉も人気です。 

21  たくさんの笑顔と楽しい時間を過ごしてみませんか！ 
 高齢者福祉施設  〒 879-2201　大分市佐賀関 335 番地 
 菜の花デイサービス TEL　 575-0007 

FAX　 575-4888 
担当　 藤田　英二、杉山　文恵  E-mail　 saganosekinanohana@extra.ocn.ne.jp 

 ● 

交通機関：  大分バス…「佐賀関行き」乗車、「古宮バス停（フェリー乗り場）」下車、徒
歩5分。 

対象者  高校生・短専大学生･勤労者・シニア 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・盆 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～16:40　（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと、有料にて食事あり（昼食代297円） 
服装等  動きやすい服装（アクセサリーやジーパンは不可）、室内履き、エプロン、

昼食 
内　容  お話し相手 
その他  コロナ感染状況により、お断りする場合があります。 
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 温泉のあるデイサービスで、素敵な高齢者の方と
楽しい時間をすごしませんか？ 

 高齢者福祉施設  〒 870-0885　大分市南太平寺 2 丁目 4 番 15 号 
 太平の里デイサービスセンター TEL　 514-0023 

FAX　 514-0024 
担当　 岡本　直美、後藤　孝平  E-mail　 taihei-day@wakakusakai.jp 

 ● 

交通機関：  大分バス…「南太平寺バス停」下車、徒歩３分（車での来所も可） 
対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 １～５日 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日曜日 
締　切 活動希望日の ７日前 
時　間  8:00～17:00 
連　絡  8:00～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、上履き、昼食、エプロン、三角巾 
内　容  コミュニケーション、昼食準備、レクリエーション補助 
Ｐ　Ｒ  当センターは、食事・入浴・趣味活動に至るまでお客様に行き届いたサー

ビスを提供できるように、職員力を合わせて頑張っています。ボランティ
アが初めての方でも充実した１日を過ごしていただけると思いますので、
ぜひ一度お越し下さい。 

16 高齢者との出会い、ふれあいを通して、
貴重な体験をしてみませんか？ 

 高齢者福祉施設  〒 870-1123　大分市大字寒田 202 番地 
 そうだ藤の森デイサービスセンター TEL　 567-8822 

FAX　 567-8833 
担当　 荒金　拓郎、古田　幸之  E-mail　 fujinomori@san-ai-kai.or.jp 
交通機関：  JR豊肥線敷戸駅下車、徒歩20分。（無料駐車場・駐輪場有り） 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  8/1（月）～8/27（土）、冬・春休み  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日曜日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～16:00（内、昼休み1時間） 
連　絡  9:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（ジャージ可）、室内履き、昼食 
内　容  利用者の方々の介護補助（お話し相手、レクリエーション補助） 
Ｐ　Ｒ  「高齢者の方が、住み慣れた地域の中で、その方らしい暮らしが実現でき

るよう、ご支援する」をモットーに、介護サービス事業を行っています。 
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 高齢者の方々と楽しい時間を過ごし、
新たな体験をしてみませんか。 

 高齢者福祉施設  〒 870-0946　大分市大字曲字箕久保 320 番 
 リバーサイド桃花苑デイサービスセンター TEL　 578-6771 

FAX　 568-0633 
担当　 中山　晋太郎、石川　靖浩  　    

    

交通機関：  大分バス…「滝尾循環（曲経由）」乗車、「芳河原入口」下車、徒歩５分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～２日 
可能日  月～土曜日、祝日、盆、５・９月の連休  不可能日　 日・正月 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～17:00 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（ジャージ）、上靴 
内　容  利用者さんの話し相手、レクリエーション補助、簡単な身の回りのお世話 
Ｐ　Ｒ  家庭的なデイサービスセンターです。職員、利用者一同、笑顔でお待ちしています。 
その他  自動車駐車場あり。コロナの感染状況により受け入れが困難な場合もあ

りますので、ご了承のほどお願いいたします。特に今年度はコロナ感染状
況次第にて、お断りさせていただく場合がありますので、ご理解の程よろ
しくお願い致します。 

23  たくさんの笑顔と、ふれあいを待っています。 
 老人保健施設  〒 870-0945　大分市津守字山崎 2742-1 
 リバーサイド百々園通所リハビリテーション（デイケア） TEL　 567-6760 

FAX　 567-6751 
担当　 栗田　広幸、山下　和美  　    

    

交通機関：  JR…豊肥線「滝尾駅」下車、徒歩10分。　
　　　　 大分バス…「滝尾循環」乗車、「滝尾小学校入口」下車、徒歩３分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・年末年始12/30～1/3 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～15:30 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  有/有料/330円　または持参可 
服装等  動きやすい服装（ジャージ等）、上靴 
内　容  話し相手、レクリエーションの補助、簡単な身の周りのお世話 
Ｐ　Ｒ  閑静な住宅街に隣接している広くて明るい施設です。職員、利用者一同、

笑顔でお待ちしています。 
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 「その人がその人らしく生きることを支える」
それが私たちの目指す支援です。 

 障がい者施設  〒 879-7761　大分市大字中戸次 6042 番 
 ハーモニーの森 TEL　 597-8818 

FAX　 597-8838 
担当　 荒木　崇宏、千住　あやか  E-mail　 harmony@face.ne.jp 

    

交通機関：  大分バス10号線「川床バス停」下車、徒歩３分。JR豊肥線「中判田駅」下車、10号線犬飼方面へ徒歩20分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日（祝日含む） 　　不可能日　 土・日・盆・正月・５月、９月の連休 
締　切  活動希望日の７日前迄 
時　間  9:30～15:30（相談応） 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  上履き（運動靴等動きやすいもの）・Tシャツやジャージ等（動きやすい服装、汗をかいた時の着替え）・タオル 
内　容  障がい者スポーツ（ボッチャ、風船バレー、卓球バレー）、散歩の付添い、テーブルゲーム（オセロ、将棋、マージャン）やカラ

オケ等の準備や一緒にプレーを楽しんでいただきます。希望と条件により、入浴及び軽介助のボランティアも受付けます。 
Ｐ　Ｒ  主に身体障がい者の方々が利用している入所及び通所の施設です。音楽やダンス、日本舞踊やお笑いなど、皆様の特技や日々の練習の

成果を発表する場として利用していただいてもかまいません。皆様の笑顔や元気が私たちの力となります。ご応募お待ちしております。 
その他  事前連絡の際、特技をお持ちの方はお知らせください。新型コロナウイルス感染拡大状

況により、ボランティアをお断りすることがございます。 

25  たくさんの笑顔に癒されてみませんか？ 
 障がい者施設  〒 879-7761　大分市大字中戸次 2131 
 第二博愛寮 TEL　 597-0204 

FAX　 597-0205 
担当　 赤嶺　慶有  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…トキハ前から臼杵・佐伯・津久見・竹田・豊後大野行き乗車、「戸
次バス停」下車、徒歩20分。JR…豊肥線「中判田駅」下車、車で約７分。 

対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～16:00 
連　絡  9:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、上履き、スリッパ、帽子、タオル 
内　容  生活支援、作業支援 
Ｐ　Ｒ  療育班での散歩やレクリエーション、椎茸作業、ネギ作業等、毎日楽しく活

動しています。ボランティアの皆さんと過ごせる事を楽しみにしています。 
その他  新型コロナウイルスの状況によっては、お断りさせていただくこともあり

ますので、ご了承ください。 
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 施設ってどんなところか体験してみませんか？ボランティアが
初めての方も大歓迎です。一緒に楽しく過ごしましょう！ 

 障がい者施設  〒 870-1154　大分市大字田原 398-1 
 杉の木園　生活介護事業所 TEL　 541-3535 

FAX　 541-3993 
担当　 三重野　みか  E-mail　 suginoki@palette.plala.or.jp 

    

交通機関：  大分バス…「稙田西中前バス停」下車、徒歩５分。 
対象者  高校生・短専大学生・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５月、９月の連休 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9:00～16:00 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  有/有料/450円　または持参可 
服装等  動きやすい服装（派手な装飾品や服装は不可、ジャージやTシャツ等で可）、

室内用シューズ、帽子など 
内　容  箱を折る作業、音楽や図工・レクなどの活動。 
Ｐ　Ｒ  知的障がい者の方を対象とした生活介護事業所です。個性あふれる人た

ちが、楽しく過ごしています。 

27  あなたの世界を広げてみませんか？ 
 障がい者施設  〒 879-7764　大分市上戸次 3967 番地の 2 
 第二杉の木園 TEL　 598-0330 

FAX　 598-0331 
担当　 勝谷　学  E-mail　 d2suginokien@rhythm.ocn.ne.jp 

    

交通機関：  大分バス…「上利光バス停」下車、徒歩３分。10号線戸次から犬飼方面、
ガソリンスタンド「愛石油」裏手 

対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延90名まで 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 ３日 
可能日  月～金曜日、盆 　　不可能日　 土・日・祝日・正月・５月、９月の連休 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  10:00～15:30 
連　絡  8:00～17:00 
昼 食  有/有料/450円　または持参可 
服装等  動きやすい服装、室内履き（スリッパ不可）、帽子、タオル等、（マスクの着

用をお願いします） 
内　容  日中活動（箱折作業、制作活動、散歩等）の補助、施設外活動（買い物、ピク

ニック等）の補助、その他（話し相手等）知的障害者の相手。 
Ｐ　Ｒ  利用者の皆さんはとても明るく、笑顔に満ちています。見学だけでも、ぜひお越し下さい。 
その他  施設外活動のとき、飲食費は個人負担となります。 
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 たくさんの笑顔でお待ちしています！ 
 障がい者施設  〒 870-0868　大分市大字野田 841-1 
 キッチン花亭 TEL　 586-5775 

FAX　 586-5525 
担当　 河野　美香、衛藤　美紀  　    

    

交通機関：  大分バス…「大分医大前バス停」下車、徒歩15分。
　　　　 JR…「豊後国分駅」下車、徒歩15分。 
対象者  短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 ２日 
可能日  月～土曜日 　　不可能日　 日・祝・盆・正月・５月、９月の連休 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～15:00 
連　絡  8:00～17:45 
昼 食  有/有料/480円　または持参可 
服装等  動きやすい服装、エプロン等 
内　容  給食作業、メンテナンス作業、クリーニング作業 
Ｐ　Ｒ  障がいのある方が安心して働ける場所や住まいを提供している施設です。

みんな楽しく過ごしています。ぜひ、お越し下さい。 

29  素敵な出会いが待っています。 
 障がい者施設  〒 879-7871　大分市大字辻 1381-1 
 ひまわり畑 TEL　 595-1711 

FAX　 595-0007 
担当　 高橋　政英  E-mail　 sun.info@3-fl ower.jp 

    

交通機関：  大分バス…「吉野バス停」下車、徒歩10分。　＊駐車場有り 
対象者  短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５月、９月の連休 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  8:30～15:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  有/無料 
服装等  農作業の場合：動きやすい服装、手袋、タオル、長靴 
内　容  漬物製造、農作業 
Ｐ　Ｒ  障がい者の方が自立に向けて働いている施設です。 
その他  着替え 
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 ボランティア活動を通して、
新たな出会いの場を作りませんか？ 

 障がい者施設  〒 870-0862　大分市大字中尾 603 番地 
 ファンタジア TEL　 586-5577 

FAX　 586-5578 
担当　 花宮　圭祐  E-mail　 symphony5577kaikei@coast.ocn.ne.jp 

    

交通機関：  大分バス…「医大行き」乗車、「中尾バス停」下車、徒歩約10分。
　　　　 JR…「久大線」乗車、「賀来駅」下車、徒歩約25分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・年末年始（12/28～1/5） 
締　切  活動希望日の２日前 
時　間  9:00～15:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:15～16:00 
昼 食  有/有料/～600円　または持参可 
服装等  動きやすい服装（アクセサリーやジャージは不可）、室内シューズ、タオル 
内　容  話をして交流を深めます。活動に一緒に入って、簡単な補佐をします。 
Ｐ　Ｒ  知的障がいのある皆さんが、音楽や絵画等の創作的活動、ストレッチやウォーキング等の運動

的活動、更衣や歯磨き・買い物等の正しい手順を学ぶ生活的活動、紙工品の箱折りやボール洗
浄等の作業に取り組んでいます。一人一人の利用者の皆さんが、様々な挑戦や経験ができる
サービスを日々提供しています。ボランティアのみなさんのお越しを心よりお待ちしています。 

31  ボランティア活動を通して、
新たな出会いの場を作りませんか？ 

 障がい者施設  〒 870-0127　大分市森町 543-1 
 ファンタジアもりまち TEL　 521-2932 

FAX　 521-2960 
担当　 小野　勇紀、長瀬　天人  　    

    

交通機関：  大分バス…「鶴崎行き」乗車、「別保小入口バス停」下車、徒歩約５分。　
JR…「日豊本線」乗車、「鶴崎駅」下車、徒歩約20分。 

対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日（4/29～5/5）（8/11～8/14）（12/29～1/4） 
締　切  活動希望日の２日前 
時　間  9:00～15:30（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:15～16:00 
昼 食  有/有料/300～500円　または持参可 
服装等  動きやすい服装（アクセサリーやジャージは不可）、室内シューズ、タオル 
内　容  話をして交流を深めます。活動に一緒に入って、簡単な補佐をします。 
Ｐ　Ｒ  知的障がいのある皆さんが、音楽や絵画等の創作的活動、ストレッチや風船バレー等の運動

的活動、更衣や歯磨き・買い物等の正しい手順を学ぶ生活的活動、紙工品の箱折り・組み立て
の作業に取り組んでいます。一人一人の利用者の皆さんが安心して楽しみに通所できるサー
ビスを日々、目指しています。ボランティアのみなさんのお越しを心よりお待ちしています。 
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 ボランティア活動を通して、
新たな出会いの場を作りませんか？ 

 障がい者施設  〒 870-0862　大分市大字中尾 603 番地 
 コンチェルトなかお TEL　 586-5577 

FAX　 586-5578 
担当　 衛藤　洋子、須賀　佳子  　    

    

交通機関：  大分バス…「医大行き」乗車、「中尾バス停」下車、徒歩約10分。　
　　　　 JR…「久大線」乗車、「賀来駅」下車、徒歩約26分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・年末年始（12/28～1/5） 
締　切  活動希望日の２日前 
時　間  9:30～15:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:15～16:00 
昼 食  有/有料/～600円　または持参可　 
服装等  動きやすい服装（アクセサリーやジャージは不可）、室内シューズ、タオル 
内　容  一緒に軽作業（箱の折り目つけ、組み立て等）を行い、交流を深めます。 
Ｐ　Ｒ  生産活動、その他活動の機会の提供を通して、就労に必要な知識および能

力の向上の為、訓練・支援を行っています。一人一人の利用者の皆さんが
安心して楽しみに通所できるサービスを日々、目指しています。ボランティ
アのみなさんのお越しを心よりお待ちしています。 

33  ボランティア活動を通して、
新たな出会いの場を作りませんか？ 

 障がい者施設  〒 870-0127　大分市森町 543-1 
 コンチェルトもりまち TEL　 521-2932 

FAX　 521-2960 
担当　 小野　勇紀、高野　文代  　    

    

交通機関：  大分バス…「鶴崎行き」乗車、「別保小入口バス停」下車、徒歩約5分。　
JR…「日豊本線」乗車、「鶴崎駅」下車、徒歩約20分。 

対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日（4/29～5/5）（8/11～8/14）（12/29～1/4） 
締　切  活動希望日の2日前 
時　間  9:30～15:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:15～16:00 
昼 食  有/有料/300～500円　または持参可 
服装等  動きやすい服装（アクセサリーやジャージは不可）、室内シューズ、タオル、エプロン 
内　容  一緒に作業をし、交流を深めます。 
Ｐ　Ｒ  知的障がいのある皆さんが、各地より通所しています。音楽を聴きながら、

葬祭返礼品の箱折り・組立等、作業をしています。また、昼食もパスタ・オ
ムライス・ラーメン等、約30種類のメニューから選ぶことが出来ます。ボ
ランティアのみなさんのお越しを心よりお待ちしています。 

34

 明るく元気なやまびこ広場でボランティアを
してみませんか？ 

 障がい者施設  〒 870-0943　大分市大字片島 1089 
 やまびこ広場 TEL　 567-1836 

FAX　 567-2433 
担当　 平野　雄司、安藤　嘉洋  E-mail　 info@yamabiko-grp.or.jp 

 ● 

交通機関：  JR…「滝尾駅」下車、徒歩20分。　大分バス…「滝尾小学校」下車、徒歩10分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/26（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～16:00（昼休み12:00～13:00） 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装（華美なアクセサリーや服装は不可）、室内履き、飲み物 
内　容  一緒に室内外での作業（内職仕事や缶つぶし・除草など）。活動として軽ス

ポーツや音楽など。 
Ｐ　Ｒ  “大分で普通に暮らす”ことをサポートする施設として、利用者の方と共

に一所懸命頑張っています。笑顔、笑い声の絶えないやまびこ広場をどう
ぞよろしくお願い致します。 

その他  場合によっては着替えを持参。 

35  ボランティア活動でパン・クッキー作りに
チャレンジしてみませんか！ 

 障がい者施設  〒 879-7763　大分市大字下戸次字中姉子 1253 
 マルシェ TEL　 586-7272 

FAX　 586-7282 
担当　 武原　孝司  E-mail　 rapports@bun.bbiq.jp 

    

交通機関：  JR…「豊肥線」乗車「中判田駅」下車、徒歩30分。　
　　　　 大分バス…「天心堂へつぎ病院前」下車、徒歩７分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の一週間前 
時　間  9:30～15:00 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、室内履き、お茶 
内　容  作業（パン・クッキー作り、清掃、草取り、リサイクル分別など）の支援と相

談相手 
Ｐ　Ｒ  障がい者が楽しくパン作り・販売などを通して一般就労を目指して頑張っ

ています。ボランティアのみなさんとの交流を楽しみにしています。 
その他  場合によっては、帽子・着替えを持参してください。 
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 花ひらけ私の世界～私は奉仕する～ 
 障がい者施設  〒 870-0309　大分市坂ノ市西二丁目 4 番 15 号 
 八風園、八風・be、ウィンド、八風・マーヤの園 TEL　 524-2424 

FAX　 524-2400 
担当　 七郎丸　香  E-mail　 wind2828@hyper.ocn.ne.jp 

    

交通機関：  JR…日豊本線「坂ノ市駅」下車、徒歩15分。 
対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の６日前 
時　間  9:00～16:00 
連　絡  8:30～17:00 　 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、室内用上靴、エプロン、洗面道具（歯ブラシ・タオル） 
内　容  共に箱折り、クッキーの袋詰め、農作業、レクリエーション等。ボランティ

ア体験を通して、福祉について学び、自己の人格形成に役立て欲しい。 
Ｐ　Ｒ  八風園および八風・マーヤの園は、知的障がい者の生活介護事業所。八風・

beは、福祉的就労事業と生活介護事業所。ウィンドは、一般就労に向けて
の多機能型事業所です。利用者が明るく、いきいきと主体的に活動される
ように心がけてサポートしています。 

37  子ども達と一緒に楽しく過ごしてみませんか？ 
 児童福祉施設  〒 879-7761　大分市中戸次 4528 
 天心堂こども発達支援センター　一休さん TEL　 597-5863 

FAX　 597-5863 
担当　 末永　あゆみ  E-mail　 ittkyusan@tenshindo.org 

    

交通機関：  大分バス…「へつぎ病院前バス停」下車、徒歩5分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延10名まで 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日 　　不可能日　 日・祝日・盆・正月・５月、９月の連休 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～16:30　＊午前中のみ、午後のみでも可（土のみ9:00～16:00） 
連　絡  8:30～17:30 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、お弁当 
内　容  子ども達と一緒に元気いっぱい遊んでください。 
Ｐ　Ｒ  幼児期（２歳）から学童期（15歳）までの発達に遅れがあったり、障がいの

ある子ども達が通う施設です。笑顔の絶えない子ども達に是非会いに来
てください。 
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 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0952　大分市下郡 1721 番地の 31 号 
 裏川保育所 TEL　 568-1708 

FAX　 568-1708 
担当　 工藤　陽子  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…岩田循環「古ヶ鶴２丁目」下車、徒歩５分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ20名まで 
期　間  7/21（木）～8/12（金）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00（月～土） 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴、水筒 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく中で、

子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０～５歳の子ども達が、友達や保育士と一緒に元気に遊んでいます。近くには公園

がたくさんあり散歩にも出かけて思いきり身体を動かしたりしながら季節感を味わっ
ています。元気いっぱいの子ども達と触れ合ってみませんか。 

その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水分補給のお茶を持参してください。 

46 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0008　大分市王子西町 8 番 11 号 
 生石保育所 TEL　 532-4612 

FAX　 532-4612 
担当　 後藤　マキ  　    

 ● 

交通機関：  大分交通…「生石1丁目」下車、徒歩１分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～２日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・８月13・15日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00　土曜日は8：30～11：00 
昼 食  無 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴、水筒 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく中で、

子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０～５歳の子ども達が、友達や保育士と一緒に元気に遊んでいます。近くに山と海があ

り気候の良い時期は散歩に出かけます。線路も近く園内から電車が見えます。夏にはプー
ルや水あそびなどしています。元気いっぱいの子ども達と触れ合ってみませんか。 

その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水分補給のお茶を持参してください。 

45

 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-1113　大分市中判田 1880 番地の 2 
 あかつき保育所 TEL　 597-0043 

FAX　 597-0043 
担当　 西　君枝  　    

 ● 

交通機関：  JR…「中判田駅」下車、徒歩５分。大分バス…「昆布刈橋」下車、徒歩５分。 
対象者  高校生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日、８月13･14・15日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  8:30～17:00 又は 8:30～12:00 
連　絡  8:30～17:00（月～土） 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴、水筒、１日の人はお弁当 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく

中で、子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０～５歳の子ども達が、友達や保育士と一緒に元気に遊んでいます。園の周りは自然がいっぱ

いで、園庭には大きな親樹の木があります。元気いっぱいの子ども達と触れ合ってみませんか。 
その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水

分補給のお茶を持参してください。 

44 明るく楽しい施設です 
 障がい者施設  〒 870-0003　大分市生石 2 丁目 1 番 11 号 
 一般社団法人　リブ・トゥギャザー　一葉　西大分（西大分） TEL　 574-5828（城崎） 

FAX　 574-5818（城崎） 
担当　 児玉　修一  E-mail　 kodama3441@gmail.com 

    

交通機関：  JR西大分駅から徒歩１分　無料駐車場有 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ２～３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の１週間 
時　間  10:00～17:00 
連　絡  10:30～17:00 
昼 食  有/無料/弁当持参可。　 
服装等  事前連絡の時にお伝えします。季節によって違うことがあります。 
内　容  「放課後等デイサービス（児童）」「学童保育」は、公園や室内で一緒に遊ぶ（ブ

ランコ、トランポリン、絵かき等）や一緒にお話をして過ごす。「生活介護（成人）」
は、一緒にパンの袋づめ、販売やB型が運営しているラーメン店の補助等。 

Ｐ　Ｒ  西大分の施設は、今年４月にオープンしました。「放課後等デイサービス」
「生活介護」「学童保育」があります。 

その他  大分市内には全部で５施設あります。 

43

 明るく楽しい施設です 
 障がい者施設  〒 870-0045　大分市城崎町１丁目２番 21 号３階 
 一般社団法人　リブ・トゥギャザー　一葉　大分（城崎町） TEL　 574-5828 

FAX　 574-5818 
担当　 児玉　修一  E-mail　 kodama3441@gmail.com 

    

交通機関：  大分バス　城崎バス停から徒歩１分　無料駐車場有 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ２～３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の１週間 
時　間  10:00～17:00 
連　絡  10:30～17:00 
昼 食  有/無料/弁当持参可。 
服装等  事前連絡の時にお伝えします。季節によって違うことがあります。 
内　容  「放課後等デイサービス（児童）」は、公園や室内で一緒に遊ぶ（ブランコ、

トランポリン、絵かき等）や一緒にお話をして過ごす。「B型就労支援（成人）」
は、一緒にパンの袋づめ、販売やB型が運営しているラーメン店の補助等。 

Ｐ　Ｒ  城崎町のビルには「放課後等デイサービス」と「B型就労支援」の２施設あります。 
その他  大分市内には全部で５施設あります。 

42 チポリーノは御利用者の笑顔で溢れています。 
 障がい者施設  〒 870-0134　大分市猪野 505 
 多機能型チポリーノ TEL　 511-9923（080-3601-8083） 

FAX　 511-9923 
担当　 伊東　祥子  E-mail　 tipori-no.challengechildren@coral.plala.or.jp 

    

交通機関：  大分バス　ひまわり団地バス停下車10分。駐車場有 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～５日 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・盆・正月 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  10:00～15:30 
連　絡  9:00～17:30 
昼 食  有/無料 
服装等  動きやすい服装 
内　容  障害をもった成人との交流 
Ｐ　Ｒ  昨年４月から新築移転し、障害者のデイを開設することとなりました。チ

ポリーノは、障害のある方々が「人生の主役になれる」ことを目指し、仲間
と共に成長しています。 

41

 自然がいっぱいの環境の中で、
利用者さんと楽しくふれあいませんか？ 

 障がい者施設  〒 870-0864　大分市大字国分字六重原 567-3 
 大分療育センターりんく TEL　 586-5599 

FAX　 549-6777 
担当　 宮本　純子  　    

    

交通機関：  JR「豊後国分駅」下車、徒歩10分 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～５日 
可能日  火～土曜日 　　不可能日　 日・月・祝日・年末年始12/29～1/3 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  10:00～15:30（午前だけ、午後だけでも可） 
連　絡  9:00～17:30 
昼 食  無/持参可 
服装等  昼食、室内ではく靴、水分 
内　容  集団活動時の補助、利用者さんとのふれ合い。 
Ｐ　Ｒ  障がいのある方が通所し、様々な活動をして楽しく過ごしています。一緒

に活動に参加して楽しみませんか。 
その他  活動しやすい服装（ジャージ等） 

40 子どもたちとふれあい　
その笑顔にいやされにきませんか 

 児童福祉施設  〒 870-0864　大分市国分字六重原 567-3 
 児童発達支援センターこじか園 TEL　 586-5450 

FAX　 549-6777 
担当　 川端　博江  　    

    

交通機関：  JR…「豊後国分駅」下車、徒歩10分 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  火～土曜日 　　不可能日　 日・月・祝日・年末年始12/29～1/3 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:30～15:00 
連　絡  9:00～17:45 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  昼食、飲み物 
内　容  子ども達とのふれあい、遊び 
Ｐ　Ｒ  子ども達と一緒に楽しく遊びましょう！ 
その他  動きやすい服装で来てください。 

39
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 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-1105　大分市敷戸南町９番２号 
 敷戸南保育所 TEL　 568-0160 

FAX　 568-0160 
担当　 橋本  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…敷戸団地行き「敷戸南バス停」下車、徒歩３分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延10名まで 
期　間  7/1（金）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日、８月13･14・15日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00（月～土） 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴、水筒 
内　容  子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく中で、子

ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  住宅地の高台に保育所があり０歳から５歳までの子ども達が、友達や保育士と一緒に楽

しく遊んでいます。元気な子ども達が待っています。一緒に楽しい時間を過ごしませんか。 
その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水

分補給のお茶を持参してください。 

51  子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0952　大分市下郡北２丁目 2-17 
 下郡保育所 TEL　 567-0788 

FAX　 567-0788 
担当　 朝見　直美  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…滝尾循環「下郡バス停」下車、徒歩１分 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延10名まで 
期　間  7/21（木）～8/12（金）  日　数（一人につき）　 ２日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00（月～金） 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、室内靴、外靴、水筒（水分補給用）、着替えの服 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく中で、

子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０～５歳の子ども達が、友達や保育士と一緒に元気に遊んでいます。市営住宅の１階

に保育所が有り、広い園庭やプールがあります。「なかよしばたけ」という畑に子ども
達がたくさんの野菜を植えています。元気いっぱいの子ども達と触れ合ってみませんか。 

その他  水遊び等で濡れる事がありますので、着替えの準備をお願いします。水分補給のお茶を持参してください。 

52

 子どもと一緒に遊ぼうよ！ 
 児童福祉施設  〒 870-0818　大分市新春日町 1 丁目 2-8 
 新春日町保育所 TEL　 543-4629 

FAX　 543-4629 
担当　 釘宮　千加子、柏　奈緒  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…「大道小学校前バス停」下車、徒歩５分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延10名まで 
期　間  7/21（木）～8/25（木）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日、８月13・14・15日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00（月～土） 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、外靴、水筒、弁当、着替え 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく

中で、子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０～５歳の子ども達が元気に遊んでいます。広い園庭と築山があり、楽し

い遊びが展開できます。 
その他  水遊び等で濡れる事がありますので、可能な方は着替えの準備をお願いし

ます。水分補給のお茶を持参してください。 

53  子どもと一緒に遊ぼうよ！ 
 児童福祉施設  〒 870-0048　大分市碩田町３丁目 3-4 
 住吉保育所 TEL　 534-2924 

FAX　 534-2924 
担当　 朝見  　    

 ● 

交通機関：  大分交通…「十条バス停」下車、徒歩３分。 
対象者  高校生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/1（金）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日、８月13・14・15日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00（月～土） 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、内靴、外靴 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく

中で、子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  3から5歳までの子どもたちのいる保育園です。園庭がとても広く、元気いっ

ぱい走って遊べる保育所です。子供たちと一緒に触れ合ってみませんか。 
その他  水遊び等で濡れる事がありますので、着替えの準備をお願いします。水分

補給のお茶を持参してください。 

54

 子ども達と笑顔で楽しもう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0036　大分市寿町 1-19 
 桜町こども園 TEL　 547-7515 

FAX　 547-8279 
担当　 久恒　美香  　    

 ● 

交通機関：  JR大分駅　徒歩15分　オアシス前バス停徒歩１分 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 1日につき 4 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/25（月）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 2～3日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日（8/13～8/15） 
締　切  活動希望日の3日前 
時　間  9:00～16:00　＊相談可 
連　絡  9:00～16:00 
昼 食  無/持参可 
服装等  タオル、水筒、弁当、上靴、帽子、着替え（上下） 
内　容  園児との交流（絵本の読み聞かせ、集団遊び等）、夏季はプール遊びの交流

があります。 
Ｐ　Ｒ  毎日、園児・職員が笑顔で活動しています。大分県立美術館の隣です。 

50 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0839　大分市金池町１丁目５番１号 
 桜ヶ丘保育所 TEL　 576-8248 

FAX　 544-5754 
担当　 沖田　由紀子、田中　晴美  　    

 ● 

交通機関：  大分駅上野の森口より徒歩２分。（ホルトホール大分内） 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦他） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延30名まで 
期　間  7/25（月）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～２日 
可能日  月～金曜日・盆  不可能日　 土・日・祝日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～11：30 
連　絡  8:30～17:00　 
昼 食  無 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴、水筒、着替え 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく

中で、子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０～５歳の子ども達が、友達や保育士と一緒に元気に遊んでいます。芝生

の園庭で、子ども達と一緒に遊びませんか？ 
その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水

分補給のお茶を持参してください。施設への連絡は時間を守ってください。 

49

 みずから考え、みずから気づく子どもに！！ 
 児童福祉施設  〒 879-7762　大分市けやき台 2 丁目 3633-170 
 キッズアカデミー保育園 TEL　 597-7775 

FAX　 597-6511 
担当　 山﨑　法子、大津　久子  E-mail　 kidsacademy@ia1.itkeeper.ne.jp 

 ● 

交通機関：  大分バス…直通便。　
　　　　 JR…豊肥線「中判田駅」下車、最寄バス停より大分バスにて徒歩。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/26（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  8:00～17:00 
連　絡  7～19時　＊13～15時がベスト（月～土） 
昼 食  有/有料/200円　または持参可 
服装等  活動しやすい服装、タオル、着替え（水遊びで濡れる可能性有り）、麦茶は

用意しているが必要であれば持参 
内　容  １歳児～就学前児の保育（保育士の補助） 
Ｐ　Ｒ  広い園庭で子ども達と一緒にかけまわりませんか？昼食が美味しいですよ。

可愛い子ども達の笑顔で元気をもらいましょう。 
その他  アクセサリー、香水禁止（アレルギー、アトピーの子がいるため） 

48 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0025　大分市顕徳町 1 丁目 14-14 
 金池保育所 TEL　 535-0650 

FAX　 535-0650 
担当　 若林　裕美、佐藤　佳子  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…滝尾循環「顕徳町１丁目」下車、徒歩２分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00　（月～金） 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴、水筒 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく

中で、子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０～５歳の子ども達が、友達や保育士と一緒に元気に遊んでいます。ふれあいの森

住宅の１階に保育所があります。元気いっぱいの子ども達と触れ合ってみませんか。 
その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水

分補給のお茶を持参してください。 
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 元気いっぱいの子ども達といっしょに遊びませんか？ 
   〒 870-0038　大分市西春日町 1-48 
 春日町校区児童育成クラブ TEL　 533-2007 

FAX　 533-2007 
担当　 小山田、安部  

    

交通機関：  大分交通バス…「オアシス前」バス停下車、徒歩10分。
　　　　 大分バス…「末広町」バス停下車、徒歩15分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき 10 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～５日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  ９～17時の間で活動できる時間（夏･冬･春休みのみ）、平日15～17時お

手伝い可 
連　絡  14:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、上靴、帽子、タオル 
内　容  室内遊び、外遊び、宿題など。　

＊子ども達と一緒に楽しく過ごしてください。 
Ｐ　Ｒ  元気な子ども達が待っています。 
その他  ジャージ、Tシャツが活動しやすいと思います。 

62 今夏も待ってま～す！ 2022 大道育成っ子と遊ぼう！！ 
   〒 870-0822　大分市大道町２丁目 9-57　大道小学校内 
 大道校区児童育成クラブ TEL　 545-7220 （070-1463-4037） 

FAX　 545-7220 
担当　 大久保　三代子、大久保　秀造  E-mail　 miyoko-3@ezweb.ne.jp 

    

交通機関：  ・JR大分駅「上野の森口」から徒歩８分・大分バス停「大道小学校前」から徒歩１分。 
対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき 何人でも  期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  夏休みに限らず通年受入可 随時受入れています。  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・年末年始 
締　切  活動希望日の１日前 
時　間  ①学校のある日、放課後～17:00　②春夏冬休み中 8：30～16:30（１日３時間以上の活動） 
連　絡  ①13:30～17:30　②8:30～17:30 
昼 食  無/持参可 
服装等  タオル、飲み物（ジュース類不可） 
内　容  育成っ子たちと、いっぱい遊んでください！大道育成のモットーは①アイサツしよう②

片づけしよう！！です。ボランティアさんにもご理解とご協力をお願いします。 
Ｐ　Ｒ  今年で創立98年目の大道小学校です。育成は活動40年目になります。でも、校舎（育成室）

は築11年目！！南校舎１Ｆ、東南角にある広い室内です。陽あたり良好の室内や、校庭
で元気いっぱいの子ども達が、ボランティアさんと遊ぶのを楽しみに待っています。 

その他  動きやすい服装でおこしください。 

61

 ゆりかごの可愛い子ども達に会いに来てください。 
 児童福祉施設  〒 870-0852　大分市田中町１丁目 16 番８号 
 ゆりかご　こども園 TEL　 544-4776 

FAX　 573-5572 
担当　 髙山　由美、児玉　美佳  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…「大石町１丁目」バス停下車、徒歩５分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき １ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/25（月）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆（8/13.14.15） 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  8:30～17:00 
連　絡  13:00～15:00（月～金） 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  筆記用具、動きやすい服装（学校の体操服等）、エプロン、タオル、昼食、水筒、着替え、帽子 
内　容  園児との交流。　＊元気な子ども達と一緒に笑顔で活動し、（夏の遊びを共に経

験）楽しんでいただきます。 
Ｐ　Ｒ  笑顔いっぱい元気いっぱい、まごころ保育の ゆりかごこども園。子ども達の気持ちに寄

り添って、明るく、優しく、たくましい心と体作りを目指しています。読み聞かせ、運動
遊びなどたくさんの活動を共に経験する中で、子ども達の育ちを応援していきます。 

その他  水遊び、プール遊び等の活動で衣服が濡れる事もありますので、着替えの準備をお願いします。 

60 子ども達と触れ合ってみませんか。
とってもかわいいですよ！ 

 児童福祉施設  〒 879-7871　大分市大字辻 225 の１ 
 吉野こども園 TEL　 595-1718 

FAX　 595-1719 
担当　 佐藤　留未子  　    

 ● 

交通機関：  大分バス　吉野バス停　徒歩10分 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延８名まで 
期　間  8/1（月）～8/5（金）  日　数（一人につき）　 ２日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  8:00～17:00 
連　絡  8:00～17:00（月～土） 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  帽子、タオル、スニーカー、活動しやすい服、室内履き（スリッパ不可）、弁当、

お茶 
内　容  園児の世話、清掃、保育の手伝い等 
Ｐ　Ｒ  自然に囲まれた静かな環境です。０才～６才まで75名（３月末現在）の園

児が元気に園生活を楽しんでいます。 
その他  昼食は持参ください。 

59

 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0015　大分市新川西２丁目３番６号 
 浜町保育所 TEL　 532-4611 

FAX　 532-4611 
担当　 甲斐　王代、山村　純子 　    

 ● 

交通機関：  大分交通…「一本松バス停」下車、徒歩3分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ20名まで 
期　間  7/21（木）～8/10（水）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の１週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただ

く中で、子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０歳から５歳までの子ども達が保育士や友達と元気いっぱい遊んでいます。

子どもたちの元気で明るい笑顔に触れ合ってみませんか。 
その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水

分補給のお茶を持参してください。 

58 子ども達と一緒に遊ぼう！ 
 児童福祉施設  〒 870-1203　大分市大字野津原 1731-3 
 のつはる認定子ども園 TEL　 588-1236 

FAX　 588-1236 
担当　 高橋　春美、平岩　智子  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…野津原行き「野津原バス停」下車、徒歩１分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/1（金）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 日・祝日 
締　切  活動希望日の１～２週間前 
時　間  9:00～12:00 
連　絡  8:30～17:00 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、上靴（室内履き）、外靴 
内　容  職員と共に子ども達と一緒に遊んだり、環境整備のお手伝いをしていただく中で、

子ども達の遊びや生活の様子を実際に見たり、経験していただきます。 
Ｐ　Ｒ  ０歳から５歳までの子ども達が、友達や保育士と一緒に元気に遊んでいます。敷地内に

連携施設として野津原幼稚園があります。ホールと園庭を共有していますので養護と教
育の一体化を目指し、共に遊んでいます。一緒に楽しみましょう。 

その他  水遊び等で濡れることがありますので、着替えの準備をお願いします。水分補給のお茶を持参してください。 

57

 子どもたちと笑顔を楽しもう 
 児童福祉施設  〒 870-0127　大分市大字森町 479 番地 1 
 七海保育園 TEL　 535-8191 

FAX　 535-8583 
担当　 小濱　真由美、江川　知見  　    

 ● 

交通機関：  大分バス「花の木団地入り口」バス停下車３分 
対象者  中学生・高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延30名まで 
期　間  7/21（木）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9:00～16:00（相談可） 
連　絡  9:00～18:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  タオル、水筒、弁当、着替（上・下）帽子（外遊び時） 
内　容  園児との交流（絵本の読み聞かせ、集団遊び等）夏季はプール遊びがあり

ます。 
Ｐ　Ｒ  定員60名で園児との個々の交流が親しく行えます。 

56 子ども達と笑顔で楽しもう！ 
 児童福祉施設  〒 870-0126　大分市大字横尾字高尾 4112 の２番地 
 たかお　こども園 TEL　 520-3048 

FAX　 594-3435 
担当　 安部　ひろみ、梶原　百可  E-mail　 hanamizuki@takaohoikuen.or.jp 

 ● 

交通機関：  大分バス「土橋」バス停前 
対象者  高校生 
人　数 １日につき ４ 名 期間中　 延40名まで 
期　間  7/25（月）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・８月13・14・15日 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9:00～16:00　＊相談可 
連　絡  9:00～18:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  タオル、水筒、弁当、着替（上下）、帽子（外遊時）水遊びがあります。 
内　容  園児との交流（絵本の読み聞かせ、集団遊び等）、夏季はプール遊びの交流

があります。 
Ｐ　Ｒ  高尾山自然公園近くの自然環境に優れたこども園です。 

55
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 元気な子ども達と一緒におもいっきり遊びましょう。 
 〒 870-1203　大分市大字野津原 1774-1（野津原小学校内） 

 野津原小学校児童育成クラブ TEL　 588-1872 
FAX　 588-1872 

担当　 宮内　佳代、和田　加代子  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…野津原行き「野津原支所」下車、徒歩３分。 
対象者  高校生・短専大学生･その他（主婦等） 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～５日 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日曜・祝日・盆（8/13・8/14） 
締　切  活動希望日の２～３日前 
時　間  9:00～17:00　＊午前のみ、午後のみでも可 
連　絡  14:00～18:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、帽子、昼食、飲料水 
内　容  小学校1～6年の子ども達の勉強をみたり、外で元気に遊ぶ又プール監視

のお手伝いなど。 
Ｐ　Ｒ  現在、小学１～６年まで約42名の子どもが在籍しています。指導員は４

名です。戸外で一緒に遊んでくださる方、大歓迎です。 

69  元気いっぱいな子どもたちと思いきり遊びませんか？ 
 〒 870-1108　大分市判田台東 1-2-2 

 判田校区児童育成クラブ TEL　 597-1481 
FAX　 597-1481 

担当　 柴山　幸子  　    
交通機関：  JR中判田駅下車、大分バス判田中学校前下車 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  ５月～３月  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆・正月 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9：00～17：00（学校登校日は13：30～17：30） 
連　絡  （平日）13：30～17：30　（夏・冬・春休み）8：30～17：30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、飲み物、帽子、タオル（朝からの時はお弁当） 
内　容  子どもたちと遊ぶ、お世話、宿題の補助など。 
Ｐ　Ｒ  のびのびと元気のよい子が多いです。指導員の先生も明るい人達ばかり。

たくさんの方に来ていただけるのをお待ちしています。 
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 子どもたちと楽しい夏の思い出を！ 
 〒 870-0874　大分市にじが丘３丁目 1717-1 

 西の台校区児童育成クラブ TEL　 546-7022 
FAX　 546-7022 

担当　 佐藤　亜紀子、池田　久美子、前田　里美  　    

 ● 

交通機関：  大分交通バス・・「季の坂入口」徒歩５分 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ５ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/24（水）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝・盆 
締　切  活動希望日の10日前 
時　間  8:30～17:30 
連　絡  13:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服、昼食、タオル、飲み物、帽子 
内　容  支援員の補助 
Ｐ　Ｒ  子どもの頃を思い出して、子どもたちと思いっきり頭と体を動かして遊

んでください。 

68 元気いっぱいな子ども達と一緒に遊ぼう！！ 
 〒 870-0023　大分市長浜町２丁目 6-25 

 長浜校区児童育成クラブ TEL　 537-8811 
FAX　 537-8811 

担当　 後藤　恵理子、田中　多佳子  E-mail　 nagahamaikusei@gol.com 

    

交通機関：  県庁より徒歩10分。大分バス…「舞鶴町」バス停下車、徒歩５分。 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日、８月13日～15日・12月29日～１月４日 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～17:00　＊長期休み期間中は午前のみまたは午後のみでも可。延

長時間17：00～18：30も可。それ以外は14：30～17:00。 
連　絡  14:00～18：00、長期休み期間中は9:00～18：00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、弁当、飲み物 
内　容  お世話（一緒に遊ぶ。勉強の指導等）、各施設への引率（コンパルホール、歴史資

料館など） 
Ｐ　Ｒ  街の中の学校ですが、自然がたくさんあって遊具も充実しています。子ども達ものび

のび遊んでいます。外遊びの大好きな子ども達と一緒に遊んでくださる方、大歓迎です。 
その他  弁当は日によっては不要な日もあります。電話連絡の時にお知らせします。（長期休み時） 
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 田尻の自然の中で可愛い子ども達と夏を楽しく過ごそう！ 
 〒 870-1143　大分市田尻 1250 番地 

 田尻校区児童育成クラブ TEL　 542-5123 
FAX　 542-5123 

担当　 秋好　晴美、八並　恵子  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…「ふじが丘山手バス停」下車、徒歩５分 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延10名まで 
期　間  7/25（月）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 ２日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日、８月13日～16日 
締　切  活動希望日の10日前 
時　間  10:00～17:30 
連　絡  9:00～10:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、タオル、昼食、水筒、帽子　※ボランティア活動中は携帯

の使用禁止。使用時は許可を取ってからお願いします。 
内　容  子どもの遊び相手 
Ｐ　Ｒ  霊山のふもと、空気も澄み緑もいっぱい、可愛い子ども達と夏の一時楽し

く過ごしませんか。 
その他  スカート不可 

66 元気いっぱい好奇心旺盛な子どもたちと
ふれあい体験しませんか？ 

 〒 870-0048　大分市碩田町２丁目５番 60 号 
 碩田学園児童育成クラブ TEL　 576-8855 

FAX　 576-8905 
担当　 佐藤　美佐子  　    

    

交通機関：  大分交通バス「十条」バス停下車 
対象者  高校生・短専大学生・勤労者・シニア･その他（主婦等） 
人　数 １日につき ５ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆・正月 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  8:30～17:30　＊学校登校日は13：30～17：30 
連　絡  平日13：30～17：30　夏・冬・春休み8：30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、弁当等、飲料水、帽子、タオル 
内　容  元気いっぱいの子どもたちと一緒に遊ぶ。世話、レクリエーション補助、

話し相手等 
Ｐ　Ｒ  毎日元気一杯の育成クラブです。指導員の先生も明るく、子どもたちとふ

れあい楽しい思い出がたくさんできますよ！ぜひ遊びに来てください。 
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 子どもたちからパワーを！！子どもたちへ優しさを！！ 
 〒 870-0307　大分市坂ノ市中央５丁目 8-1 

 坂ノ市校区児童育成クラブ TEL　 592-0581　携帯090-9566-5227 
FAX　 592-0581 

担当　 寅丸、後藤  　    

    

交通機関：  JR…「坂ノ市駅」下車　
　　　　 大分バス…「坂ノ市小学校」バス停下車 
対象者  中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆・年末年始 
締　切  活動希望日の２日前 
時　間  13:30～17:30　＊夏・冬・春休み期間8:00～17:30 
連　絡  13:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、飲み物、お弁当 
内　容  子ども達の宿題をみてあげる。子どもとの遊び。 
Ｐ　Ｒ  元気いっぱいの子ども達が大人数でお待ちしております。 

64 保育や福祉の仕事につきたい方や、子どもが大好きな
方の参加をお待ちしています！ 

   〒 870-0026　大分市金池町３丁目 1-90　金池小学校内 
 金池校区児童育成クラブ TEL　 536-6285 

FAX　 536-6285 
担当　 佐藤　美鈴、湯地　久美子  　    

    

交通機関：  JR…「大分駅」下車、徒歩10分。　大分バス…「顕徳町バス停」下車、徒歩
５分。または「金池ターミナル」下車、徒歩３分。 

対象者  中学生・高校生・短専大学生 
人　数 １日につき 何人でも  期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可（平日13:30～17:00、夏休み・春･冬休み 8:30～17:00） 　　日数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 ８月13日・14日・15日 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  夏休み8:30～17:00、平日13：30～17:00 
連　絡  13:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、帽子、タオル、水筒、昼食。（水遊びをする期間は、着替えを持

参（電話連絡のときに確認） 
内　容  指導員と一緒に児童の遊び相手、昼食・おやつの用意・片付け（コップ洗い等）、室内清掃、トイレ清掃など 
Ｐ　Ｒ  元気いっぱいな子ども達（１～３年生）が、お兄さんお姉さんと一緒に遊ぶ事を

楽しみに待っています。指導員一同も皆さんと過ごせること楽しみにしています。 
その他  暑い時間帯に外遊び・水遊びをするので体力に自信のある方。 
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 こどもたちの安心・安全の楽しい放課後を
一緒に作りませんか？ 

 〒 870-1161　大分市木上 380-3　稙田校区公民館 
 わくわく学童保育　子育て応援ワクワクピース TEL　 090-3015-8158 FAX　 588-8378 
担当　 漆間　文代  E-mail　 wakuwaku.peace@gmail.com 

    

交通機関：  大分バス…「稙田小学校前」バス停下車、徒歩２分。 
対象者  小学生・中学生・高校生・短専大学生・勤労者・その他（主婦等） 
人　数 １日につき ４ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  ９～17時（12～13時は昼食休憩） 
連　絡  10:00～16:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、筆記用具、室内履き、昼食、水筒 
内　容  こどもたちの遊び相手・話し相手、宿題の丸付け 
Ｐ　Ｒ  こどもたちの安心・安全の楽しい放課後を一緒につくりたい。こどもたち

が大好きなボランティアの皆さんと過ごせることを楽しみにしています。 

78 よこにしっ子に「ほのぼの元気パワー」をもらっちゃおう！ 
 〒 870-1172　大分市大字横瀬 2469 番地（横瀬西小学校） 

 横瀬西校区児童育成クラブ TEL　 542-0460 
FAX　 542-0460 

担当　 松田　輝美  　    

    

交通機関：  大分バス…「緑ヶ丘入口バス停」下車、徒歩１分 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 10名 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 １～５日　要相談 
可能日  月～金曜日　＊祝日は除く 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  夏休み中9:00～17:00、授業のある日　放課後～17:00 
連　絡  13:30～18:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  タオル、帽子、（子どもと遊べる動きやすい服装）、昼食、水筒（飲み物） 
内　容  小学校１～６年生（50名程度）の保育 
Ｐ　Ｒ  元気で素直な横瀬西の子ども達と楽しく過ごしてみませんか？ 
その他  昼食代として500円支給します。活動日数については相談に応じます。 
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 げんきモリモリワールドへようこそ！ 
 〒 870-1176　大分市大字横瀬 1109-1 

 横瀬校区児童育成クラブ TEL　 541-7239 
FAX　 541-7239 

担当　 有田　敦子、篠田　敏子  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…「トキハインダストリー前」下車、徒歩10分 
対象者  中学生・高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/25（月）～8/24（水）  日　数（一人につき）　 ３日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  9:00～17:00 
連　絡  13:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、お弁当、水筒、上靴、帽子 
内　容  子どもとの遊び、見守り 
Ｐ　Ｒ  たくさんの自然の中で子ども達と遊んでみてください！！ 
その他  汗をかくので着替えもあったらいいと思います。 

76 元気な子ども達とふれあい体験してみませんか？ 
 〒 870-0806　大分市大字生石 82 番地の 1 

 八幡校区児童育成クラブ TEL　 532-1341 
FAX　 532-1341 

担当　 穴南　そのみ  　    

 ● 

交通機関：  JR…「西大分駅」下車、徒歩10分。　大分交通バス…「柞原神社行き」ま
たは「机張原行き」で「八幡小学校前（農協前）バス停」下車、徒歩１分。 

対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ５ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 １～５日 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の２週間前 
時　間  10:00～17:00 
連　絡  13:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、室内履き、昼食、飲み物、帽子、タオル 
内　容  子どもと一緒に遊ぶ 
Ｐ　Ｒ  旧八幡幼稚園舎の立派な建物で冷暖房完備です。 
その他  昼食、飲み物は各自持参。コロナ感染症の関係で、受け入れができない可

能性があります。 
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 元気一杯の子ども達と楽しい時間を過ごしましょう。 
 〒 870-0147　大分市大字小池原 427　明治北小学校内 

 明治北校区児童育成クラブ TEL　 523-5370 
FAX　 523-5370 

担当　 福崎　智幸  　    

    

交通機関：  JR…「高城駅」下車、徒歩40分。　
　　　　 大分バス…「牧経由、一里塚」行き乗車、「丸田バス停」下車、徒歩５分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ５ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  14:30～17:00　＊夏・冬・春休み期間9:00～17:00 
連　絡  13:30～17:30　＊夏・冬・春休み期間中は8:30～17:00 
昼 食  無/持参可 
服装等  動きやすい服装、　＊夏・冬・春休み期間のみ昼食（お弁当）・水筒・帽子・タオル 
内　容  預かり児童とのふれあい（勉強、遊び等） 
Ｐ　Ｒ  元気の良い子ども達と一緒に、遊んでいただける方大歓迎です。 

74 子ども達のお兄さんお姉さんになってください！ 
 〒 870-1152　大分市松が丘１丁目 24 番１号 

 宗方校区児童育成クラブ TEL　 542-5601 
FAX　 542-5601 

担当　 佐藤　恵子、對馬　千穂  　    

 ● 

交通機関：  大分バス…「松ヶ丘中央バス停」下車、徒歩３分 
対象者  高校生・短専大学生・シニア・その他（主婦）（男性は高校生・短専大学生のみ） 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/21（木）～8/31（水）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の３日前 
時　間  9:00～17:00 
連　絡  8:30～17:30　長期休暇中（平日）13:00～17:30 
昼 食  無/持参可 
服装等  水、タオル 
内　容  元気いっぱいの子ども達と遊んでください。 
Ｐ　Ｒ  子ども達が楽しみに待っています。ぜひ、遊びに来てください。 
その他  動きやすい服装 
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 元気な子ども達と触れ合い一緒に遊びませんか？ 
 〒870-0887　大分市二又町２丁目４番１号（南大分小学校内体育館の下） 

 南大分校区にこにこ児童育成クラブ TEL　 544-1819 
FAX　 544-1819 

担当　 田中　美紀、小石　知子、磯畑　靖美  　    

 ● 

交通機関：  JR…「南大分駅」下車、徒歩10分。　
　　　　 大分バス…「羽屋入口バス停」下車、徒歩５分。 
対象者  中学生・高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ５ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  7/25（月）～8/19（金）  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～金曜日  不可能日　 土・日・祝日・盆 
締　切  活動希望日の４、５日前 
時　間  10:00～17:00 
連　絡  夏休み中は8:30～17:30、その他は13:30～17:30 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、靴、帽子、タオル、スリッパ 
内　容  子ども達と元気に外遊び、雨の日やグラウンドの状況で室内遊び。 
Ｐ　Ｒ  １年生から３年生までの児童が110名います。（指導員６名）元気の良い

子ども達と夏休みを楽しく過ごしてみませんか？ 
その他  お昼を挟んでの活動の場合は、弁当を持参。 

72 元気いっぱいの子ども達からパワーを貰って
一緒に楽しく活動しましょう！ 

 〒 870-0108　大分市三佐５丁目 6-35 
 三佐校区児童育成クラブ TEL　 522-2741 

FAX　 522-2741 
担当　 下村　真理子、長尾　昌子  　    
交通機関：  JR…日豊本線「鶴崎駅」下車、徒歩30分。　
　　　　 大分バス…「三佐郵便局前」バス停下車、徒歩３分。 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ２ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  夏・冬・春休み期間  日　数（一人につき）　 １～３日（要相談） 
可能日  月～金曜日 　　不可能日　 土・日・祝日・盆・正月・５/９月の連休 
締　切  活動希望日の５日前 
時　間  8:30～17:30 
連　絡  14:00～17:00 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  動きやすい服装、昼食、（プールで泳ぐ日があるので夏休みは水着） 
内　容  小学生（１～６年生）の遊び相手、宿題をみる 
Ｐ　Ｒ  元気いっぱいの子どもたちが、お兄さんお姉さんと遊ぶのを楽しみに待っ

ています。 
その他  活動日数は希望があれば増やすことも可能。 
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 明るく広い作業室で和気あいあいと就労のお手伝いを
してみませんか 

 障がい者施設  〒 874-0841　別府市竹の内５組 
 別府朝日園 TEL　 0977-25-9098 

FAX　 0977-21-7126 
担当　 河野    

 ● 

交通機関：   亀の井バス③扇山線　終点扇山団地下車徒歩３分  
対象者  高校生・大学生（短専）・シニア 
人 数 １日につき ２～３名まで 　    
期 間  ７月 21 日～８月 31 日 
休日等【不可能な日】 土・日・祝日・お盆 
締 切  活動希望日の２日前 
時 間  10:00 ～ 15:00 
連 絡  9:00 ～ 16:30 　　　　    
昼 食  有 / 無料 
服装等  上履き 
内 容  紙箱の組み立て、お土産菓子入れ、返礼品タオル折箱入れ、宛名貼、封

入作業など 
Ｐ Ｒ  それぞれの自主性を尊重し、自己選択、自己決定の支援をします。明る

く快気に満ちた施設です。 

82  インクルーシブ保育でみんなが笑顔になれる保育所に 
 児童福祉施設  〒 874-0904　別府市南荘園町２組 
 社会福祉法人栄光園　青山保育所 TEL　 0977-21-9822 

FAX　 0977-21-9837 
担当　 施設長　本庄　智宏  E-mail　 aoyama@star.ocn.ne.jp 

    

対象者  高校生・大学生（短専）・勤労者 
人 数 １日につき ３名まで  　    
期 間  通年受入可 
休日等【不可能な日】 日・祝日・12/29 ～ 1/3 
締 切  活動希望日の 30 日前 
時 間  9:00 ～ 17:00 
連 絡  8:00 ～ 18:00 　　　連絡可能な休日等　 日、祝日 
昼 食  無 / 弁当等持参 
服装等  タオル、帽子、水着、上履き、飲物（水着はクラスにより膝下までの浅いプー

ルもあるので必ず必要ではない。着替えは必要） 
内 容  【保育現場】子どもとのかかわり、保育補助、掃除片付け、制作の手伝い、行事の準備等

【調理現場】調理補助、配膳、掃除片付け、子どもとのかかわり等（調理現場希望の場合、
事前の検便検査が必要です） 

Ｐ Ｒ  障がいを持った子、色々な国籍の子を積極的に受け入れて保育しています。子
供が好きな方、保育士の仕事に興味がある方、調理現場に興味のある方、当園
で体験をして楽しさを実感してください。 
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 楽しい時間がすごせます 
 障がい者施設  〒 874-0849　別府市扇山 2-1 
 一般社団法人 DESIGNERS COMPANY Y.H2020 TEL　 0977-85-7100 

FAX　 0977-85-7100 
担当　 理事　久門  E-mail　 info@yh2.or.jp 

    

交通機関：   別府駅西口より３番　扇山公民館下車徒歩１分（自家用車可）  
対象者  高校生・大学生（短専） 
人 数 １日につき ２名まで  　    
期 間  通年受入可 
休日等【不可能な日】 土・日・祝日・お盆 
時 間  10:00 ～ 14:30 
昼 食  有 / 有料 /200 円 
服装等  昼食持参も可　動きやすい服装 
内 容  散歩やアート活動 
Ｐ Ｒ  障がいを持つ方々が自由にのびのびをモットーにアート等を中心として

様々な創作活動を通じてその人らしさの表現ができたり自分の存在価値
を見出したりできる喜びを仲間とともに分かち合える場所です。 
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 海を見渡せる高台にあり、明るい職員ぞろいです！ 
 高齢者福祉施設  〒 874-0842　別府市小倉５組 1-2 
 恵幸園デイサービスセンター TEL　 0977-66-8488 

FAX　 0977-66-8548 
担当　 施設長　小山　智司  E-mail　 hakuhoukai@keikouen-beppu.or.jp 

    

交通機関：   亀の井バス「みょうばんクリニック」徒歩８分  
対象者  高校生・大学生（短専） 
人 数 １日につき ２名まで 　    
期 間  通年受入可 
休日等【不可能な日】 日 
締 切  活動希望日の 20 日前 
時 間  9:30 ～ 15:30 
連 絡  8:30 ～ 17:30 　　　連絡可能な休日等　 土曜、祝日 
昼 食  有 / 無料 
服装等  タオル、エプロン、上履き、飲物 
内 容  高齢者との交流、介護職員の補助業務 
Ｐ Ｒ  利用者が明るく、利用者さまを大事に思っています。 

84  笑顔はみんなの味方です！ 
 障がい者施設  〒 874-0011　別府市内竈 1256 番地の 10 
 社会福祉法人べっぷ優ゆう（多機能作業所） TEL　 0977-27-6333 

FAX　 0977-76-6162 
担当　 管理者　永松　温子  E-mail　 youhonbu@po.d-b.ne.jp 

    

交通機関：   JR 亀川駅から徒歩 10 分  
対象者  高校生・大学生（短専）・勤労者 
人 数 １日につき ３名まで  　    
期 間  通年受入可 
休日等【不可能な日】 土・日・祝日・お盆 
締 切  活動希望日の７日前 
時 間  10:00 ～ 15:30 
連 絡  7:30 ～ 18:00 　　　連絡可能な休日等　 平日のみ 
昼 食  有 / 有料 / 弁当持参 
服装等  400 円～ 500 円で昼食購入も可　タオル、上履き、飲物 
内 容  クッキー製造、紙すきなどの作業する利用者を支援する 
Ｐ Ｒ  おいしいクッキーとあたたかみのある上質な紙づくりに皆で力を合わせ

て取り組んでいます。 
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 とにかく遊ぶ !! 夢中になって遊ぶ !! 
 〒 870-1152　大分市上宗方 1771-1 

 放課後等デイサービスこんぺいとう宗方 TEL　 511-6484（070-4477-9798） 
FAX　 511-2190 

担当　 藤井　望  E-mail　 t.dekoboko@gmail.com 

    

交通機関：  大分バス「上宗方」から徒歩10分 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・祝日・盆・正月 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  学校ある日（15:00～17:30）　土・長期休み（10:00～16:30） 
連　絡  月～土（070-4477-9798） 
昼 食  有/無料 
服装等  水分・メモ帳・動きやすい服装 
内　容  外出時の見守り、室内活動で一緒に遊ぶ、宿題手伝い、おやつ作りなど 
Ｐ　Ｒ  遊びを中心として、施設等の時間を一緒に過ごし子どもたちの笑顔を見

に来てください。 
その他  活動前に事前の見学もできます。 

80 にちにち遊育 
 〒 870-0951　大分市下郡山の手３番 50 号 

 放課後等デイサービスａｉｎａ TEL　 578-9391 
FAX　 578-9392 

担当　 小関　聖子  　    

    

交通機関：  大分バス「だいかく病院前」から徒歩10分 
対象者  高校生・短専大学生 
人　数 １日につき ３ 名 期間中　 延べ人数に制限なく 
期　間  通年受入可  日　数（一人につき）　 何日でも可 
可能日  月～土曜日  不可能日　 日・祝日・盆・正月 
締　切  活動希望日の７日前 
時　間  10～17時（12～13時 昼休み）、学校のある日（14～17時） 
連　絡  11～18時（昼休みを除く） 
昼 食  無/弁当等持参のこと 
服装等  お弁当・水分・動きやすい服装 
内　容  外出の見守りや、お祭りの手伝い、料理作り手伝い等活動の補助 
Ｐ　Ｒ  子供達（小・中学生）と遊びながらルールやマナーを学ぶ施設です。自然に

ふれ、にせ者ではない本物にさわらせたいとの思いで、楽しい活動を取り
入れてます。 
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申し込み先

別府市社会福祉協議会　�～105

〒 874－0908
別府市上田の湯町 15－40　別府市社会福祉会館内
TEL 0977－26－6070　FAX 0977－26－6620
担　　当　伊藤
受付時間　８：30 ～ 17：00
休　　日　土・日・祝
※ 感染状況により、やむを得ず実施直前でも受け入れを中止する

場合があります。受入れ中止の情報については、大分県ボラン
ティアセンター HP に随時掲載しますので、ご確認ください。
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