
受　入　施　設　一　覧 平成30年4月現在

地区 施設 連絡先 コメント

デイサービスセンター 電話　289-0618 活動時間 14:00～15:00  レクリェーション披露をしてくださ

　　　　　　　　　　　かえで FAX   289-0617   楽器の演奏、歌） る方は気軽に連絡下さい。尚、春から利用者様と

横浜ほ14-2 ・畑の草むしり 畑をしていきたいのですが、事前に草むしりを

・送迎車の車内清掃 していただける方、ぜひ連絡をお待ちしております。

グループホーム　庄の里 電話　288-3456 ・話し相手 分からない事などあれば気軽に連絡してください。

庄ニ69 FAX   288-7715

げんき会 電話　288-7952 ・レクリエーション披露 ・書道 介護予防を目的とし、生きがい活動の支援を行って

加賀爪ニ3 FAX   288-4354 ・掃除 ・将棋 ・マージャン います。みなさんの特技を生かして、一緒に楽しい

・話し相手 ・手工芸 時間が過ごせるよう御協力お願いします。

中
 
 
 

デイサービス　来夢 電話　255-3341 ・レクリエーションの披露、指導、参加支援 特技をお持ちの方、お待ちしております。

北中条5丁目82番地 FAX   255-3342 ・掃除、洗車 ・話し相手 ・行事などの手伝い 皆さんで楽しく笑顔になりましょう。

グループホーム1・2・Sun 電話　289-0605 ・レクリエーション ・草刈 ・畑仕事 入居者様と一緒に楽しめるボランティアさん、

太田ろ128番地 FAX   289-0604 ・散歩の補助 ・書道 ・話し相手 お待ちしています。

グループホーム　つばた 電話　289-0665 ・レクリエーション ・書道 ・畑仕事 入居者様と一緒に楽しめるボランティアさん、

太田ろ144番地2 FAX   289-0675 ・散歩の補助 ・草刈 ・話し相手 お待ちしています。

デイサービス　ゆめ 電話　289-6788 ・レクリエーションなどの参加支援　　　・話し相手 小規模のデイサービスなので、皆が仲良く過ごせます。

潟端そ3番地6 FAX   289-6790 ・配膳・下膳などの補助 ・散歩、外出の補助 アットホームな憩いの場となっています。

つばたの季 電話　255-1107 ・レクリエーション等の披露 ・話し相手 入居者の方が喜んで頂ける、楽しんで頂けるボランティア

太田ほ40-1 FAX   255-1477 ・将棋の出来る方 ・作品作り さん大歓迎です。一緒に楽しみましょう。お待ちしており

・抹茶をたてられる方 ・習字を教えられる方 ます。

グループホーム 電話　289-0725 利用者のみなさまに楽しいひと時を過ごさせて下さい。

　　　　　　　　かたばたの里 FAX   289-0726 ボランティア活動されていらっしゃる心温かい

潟端つ5-8 担当　うららの家　野口 ・舞踊、演奏、歌など多種レクリエーション利用者の 皆さまからのご連絡をお待ちしています。

グループホーム 電話　289-0728 皆様が喜んで下さるボランティア全般 担当不在の際、こちらより折り返しお電話させて

　　　　　　　　   津幡福老園 FAX   289-0726 頂きますので、連絡先をお知らせください。

潟端つ5-8 担当　うららの家　野口

ウエルピア倉見 電話　288-2100 ・レクリエーション活動の支援 笑顔でくつろげる温泉施設を目指しています。

倉見ソ1番地 FAX   288-2189 ・模擬店や演芸披露などの手伝い みなさんにも協力お願いします。

・施設職員と共に行う除草作業

グループホーム　愛の風 電話　289-8801 外部からのお客様は大歓迎です。

倉見カ199-3 FAX   289-8803 ・話し相手 ・事業所まわりの草刈り 気軽にお越し下さい。

小規模多機能ホーム 電話　288-5155 ・事業所まわりの草刈り ・調理手伝い 毎日、元気でゆかいな利用者さんが通ってこられます。

　　　　　　　　　　  愛の風 FAX   288-5145 ・事業所内の掃除 ・散歩の付添 働く職員達も元気をもらっています。

倉見ヨ42-1 ・食器洗い ・カラオケ 一緒に元気をもらいませんか?

・マージャン ・レクリエーション等の補助等

小規模多機能ホーム 電話　287-1255 ・事業所まわりの草刈り ・調理手伝い 一緒に元気をもらいませんか?

　　　　　　　　　　  愛の風 FAX   287-1277 ・事業所内の掃除 ・散歩の付添

　　　　　　　サテライト吉倉 ・食器洗い ・カラオケ

倉見 ・マージャン ・レクリエーション等の補助等

笠
 

谷

・レクリエーション補助 ・植木の剪定作業

中
　
　
条

津幡町介護支援ボランティア活動のご案内

活動内容

津
 

幡

・レクリェーションの披露（舞踊ショー、

活動場所を選ぶ 電話を掛けて、日時を決める ☎ 活動開始 

● 施設・事業所 
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デイサービスセンター 電話　255-3251 ・レクリエーションの披露、指導、参加支援 高齢者の方が日中、心温まる1日を過ごせるように、

　　　　　　　　　　  恵比寿 FAX   255-3451 ・習字の指導 ・配膳・下膳などの補助 デイサービスを行っています。

中橋ロ10番地1 ・将棋の相手 ・行事などの手伝い

・話し相手 ・散歩・ドライブの補助

・作品作り ・食事・おやつレクの補助

ほっとデイサービス 電話　255-3017 民家を改修した定員10名の小規模施設です。

　　　　　　　　　　  井上の荘 FAX   255-3067 ・行事などの手伝い ・話し相手 アットホームな雰囲気で皆様を温かくお迎え致します。

井上の荘2-165

グループホーム　つつじ 電話　289-0712 ・演劇、手品、民謡等の披露 いつでも、お待ちしております。

川尻ツ101番地 FAX   289-0713

JA石川かほく　 電話　289-2060 ・利用者の農作業の手伝い ・話し相手 楽しく動き、おいしく食べる生産活動型デイサービスです。

　　　ほのぼのデイサービス FAX   289-2061 ・催しもの（楽器演奏、等々）書道、制作活動の講師 高齢者の可能性を引き出すべく、ご利用者自身が

川尻タ51番地 ・業務車両の洗車 ・有資格者による散髪 生活目標を持っていただき、目標達成のための

・施設清掃、施設周辺の草むしり 機能訓練を作業療法士が支援しております。

また、生きる源である「食と農」をテーマに隣接した

ビニールハウスにて家庭菜園を楽しんでいただけます。

特別養護老人ホーム 電話　288-8915 高齢の方が暮らす施設と日中を過ごすデイサービス

            　　　　 あがたの里 FAX   288-8990 を行っています。

デイサービスセンター ・入浴後の整髪

            　　　　 あがたの里 担当　　藤井 ・シーツ交換

能瀬イ1番地１ 　　　　　　　

あすなろ 電話　289-0877 ・レクリエーション ・散歩の付添 お気軽にお電話下さい。

御門ろ642 FAX   289-2224 ・畑仕事の手伝い等 ・傾聴 特技を生かして、楽しくボランティアして下さい。

介護老人保健施設 電話　288-1465 ・民話紹介 現在も来所して頂いている各種ボランティア団体

　　　　　　　　  ふぃらーじゅ FAX   288-1477 による入所者や通所リハビリ利用者に対して

通所リハビリテーション ・雑草の除去 30分～1時間程度の訪問を歓迎します。

　　　　　　　  　ふぃらーじゅ 担当　藤本

東荒屋354番地 　　　　　　 ・外の窓ふき

特別養護老人ホーム 電話　288-1765 ・シーツ交換 ・配膳・下膳などの補助 あかるく楽しい施設です。ぜひボランティア活動を！

              　   ふぃらーじゅ FAX   288-1488 ・居室等清掃 ・話し相手や手芸の補助

デイサービスセンター ・行事等の手伝い ・喫茶などの運営補助 入居定員 90名　ショートステイ 10名

            　    ふぃらーじゅ 担当　庄田 デイサービス 35名　居宅介護支援事業所併設

東荒屋413番地 　　　　　　 ・散歩、外出、館内移動の補助

　　お問い合わせ　津幡町社会福祉協議会 電話　288-6276       FAX  288-6748
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・植木の剪定作業

・琴の演奏、歌や踊り

・レクリエーションの補助

井
 
 

上

・レクリエーションなどの披露、指導

・散歩、外出、館内移動の補助

英
 

田

・レクリエーションなどの披露

       （歌・楽器演奏・踊り・ダンス）

・話し相手

・行事などの手伝い


