
 

内容：子どもたちと遊んだり

  保護者さんのお話し相手

日時：月・水・木曜日

    

（ご都合の良い時間で

場所：愛荘町市７３１

内容：保護者会を開催される時の託児

  （つくし教室に通うお子さんや

そのご兄弟の託児）

日時：不定期

   

住所：愛荘町竹原５２８

一言：

愛荘町
 ボランティアセンターでは、今後もこのような情報を発信していきます！！

 

 

 

 

★わんぱくひろば

内容：子どもたちと遊んだり

保護者さんのお話し相手

日時：月・水・木曜日

    １０時～１５時

都合の良い時間で

場所：愛荘町市７３１

内容：保護者会を開催される時の託児

（つくし教室に通うお子さんや

そのご兄弟の託児）

日時：不定期    

   １回２～３時間程度

住所：愛荘町竹原５２８

一言：小学校に入学する前の子どもたちが

通っている教室です

愛荘町

児童発達支援事業

愛犬つくし教室

お問い合わせ

電話

住所：愛荘町

愛荘町ボランティアだより
ボランティアセンターでは、今後もこのような情報を発信していきます！！

 

★わんぱくひろば★

内容：子どもたちと遊んだり

保護者さんのお話し相手

日時：月・水・木曜日 

１０時～１５時 

都合の良い時間で結構です

場所：愛荘町市７３１ 「愛の郷」

 

内容：保護者会を開催される時の託児

（つくし教室に通うお子さんや

そのご兄弟の託児） 

     

２～３時間程度

住所：愛荘町竹原５２８ 

小学校に入学する前の子どもたちが

通っている教室です

愛荘町社会福祉協議会

発達支援事業 

つくし教室

お問い合わせ先

電話：４２－７１７０

住所：愛荘町市７３１番地

ボランティアだより
ボランティアセンターでは、今後もこのような情報を発信していきます！！

 

 

★ 

内容：子どもたちと遊んだり 

保護者さんのお話し相手 

結構です） 

「愛の郷」 

内容：利用者さんのお話し相手

  

日時：月～金曜日

 

場所：

 

内容：保護者会を開催される時の託児

（つくし教室に通うお子さんや

 

２～３時間程度 

 

小学校に入学する前の子どもたちが

通っている教室です 

社会福祉協議会

つくし教室 

先：愛荘町ボランティアセンター

４２－７１７０  

市７３１番地

ボランティアだより
ボランティアセンターでは、今後もこのような情報を発信していきます！！

  

 

★デイサービス

内容：利用者さんのお話し相手

  お茶配り・洗髪のお手伝い

レクリエーションへの参加等

日時：月～金曜日

 （ご都合の良い時間で結構です）

場所：①愛荘町安孫子

「いきいきセンター」

  ②愛荘町市７３１

内容：保護者会を開催される時の託児 

（つくし教室に通うお子さんや 

小学校に入学する前の子どもたちが

社会福祉協議会 

愛荘町ボランティアセンター

  FAX：４２－７１７８

市７３１番地 愛荘町

ボランティアだより 
ボランティアセンターでは、今後もこのような情報を発信していきます！！

★デイサービス

内容：利用者さんのお話し相手

お茶配り・洗髪のお手伝い

レクリエーションへの参加等

日時：月～金曜日 

（ご都合の良い時間で結構です）

愛荘町安孫子 1216

「いきいきセンター」

愛荘町市７３１ 

 

内容：軽作業のお手伝い

日時：土・日・祝日を除く

    

 （事前にお問い合わせください）

住所：愛荘町常安寺４４３番地１

一言：障がい

コスモス

愛荘町ボランティアセンター

４２－７１７８

愛荘町立福祉センター愛の郷内

 ＮＯ．
ボランティアセンターでは、今後もこのような情報を発信していきます！！

★デイサービス★ 

内容：利用者さんのお話し相手 

お茶配り・洗髪のお手伝い 

レクリエーションへの参加等 

（ご都合の良い時間で結構です） 

1216 番地１ 

「いきいきセンター」 

 「愛の郷」 

軽作業のお手伝い

レクリエーションのご協力

日時：土・日・祝日を除く

   ご都合の良い時間で結構です

（事前にお問い合わせください）

住所：愛荘町常安寺４４３番地１

一言：障がい者福祉にご理解を頂ける方

コスモス共同作業所

愛荘町ボランティアセンター（愛荘町社会福祉協議会

４２－７１７８ 

立福祉センター愛の郷内

ＮＯ．１ 
ボランティアセンターでは、今後もこのような情報を発信していきます！！ 

 

 

 

 

 

★ふれあい共同作業所★

内容：レクリエーションや

交流事業のお手伝い

日時：事業、活動により、それぞ

れ

合わせください。

場所：愛荘町愛知川

軽作業のお手伝い 

レクリエーションのご協力

日時：土・日・祝日を除く 

ご都合の良い時間で結構です

（事前にお問い合わせください）

住所：愛荘町常安寺４４３番地１

福祉にご理解を頂ける方

お待ちしております

共同作業所

愛荘町社会福祉協議会

立福祉センター愛の郷内 

H２７．７月発行

★ふれあい共同作業所★

レクリエーションや

交流事業のお手伝い

事業、活動により、それぞ

れ異なりますので、お問い

合わせください。

愛荘町愛知川

１７４９

レクリエーションのご協力 

 ９時～１６時

ご都合の良い時間で結構です 

（事前にお問い合わせください） 

住所：愛荘町常安寺４４３番地１ 

福祉にご理解を頂ける方

お待ちしております

共同作業所 

愛荘町社会福祉協議会） 

２７．７月発行

★ふれあい共同作業所★ 

レクリエーションや 

交流事業のお手伝い 

事業、活動により、それぞ

異なりますので、お問い

合わせください。 

愛荘町愛知川 

１７４９－１ 

９時～１６時 

 

福祉にご理解を頂ける方 

お待ちしております 

 

２７．７月発行 

事業、活動により、それぞ

異なりますので、お問い



 

内容

日時：

住所：愛知郡愛荘町愛知川

一言：ご利用者様の自立支援をモットーに、笑顔

じょいふるあいしょう

 

 

 

内容：子育て支援センター事業の補助、

主に託児をお願いします

日時：事業は定期的に行っています

   お気軽にお問い合わせください

住所：愛荘町安孫子８１１－１

一言：親子がほっとできる場所

   にご協力をお願いします

 

内容：①利用者様のお話し相手、お茶配り、配膳

②入浴後の整髪

③趣味活動、レクリエーションのお手伝い

日時： 平日・土日祝

の間で、ご都合のよい時間で結構です

住所：愛知郡愛荘町愛知川

一言：ご利用者様の自立支援をモットーに、笑顔

の絶えない明るく楽しい居場所を目指し

ています。

内容：「夏祭り」「クリスマス会」のレクリエーション

住所：愛荘町軽野甲６５４

一言：明るい家庭的な雰囲気をもった施設です。また、

地域に根ざした施設でもあり、地域の皆様にご

協力をいただいています。災害時には一時的に

避難ができるよう、浴場も設備しています。

愛荘町子育て支援センター

セルプ

じょいふるあいしょう

こんぺいとう

内容：子育て支援センター事業の補助、

主に託児をお願いします

日時：事業は定期的に行っています

お気軽にお問い合わせください

住所：愛荘町安孫子８１１－１

親子がほっとできる場所

にご協力をお願いします

①利用者様のお話し相手、お茶配り、配膳

②入浴後の整髪 

③趣味活動、レクリエーションのお手伝い

平日・土日祝 

の間で、ご都合のよい時間で結構です

住所：愛知郡愛荘町愛知川

一言：ご利用者様の自立支援をモットーに、笑顔

の絶えない明るく楽しい居場所を目指し

ています。 

内容：「夏祭り」「クリスマス会」のレクリエーション

愛荘町軽野甲６５４

一言：明るい家庭的な雰囲気をもった施設です。また、

地域に根ざした施設でもあり、地域の皆様にご

協力をいただいています。災害時には一時的に

避難ができるよう、浴場も設備しています。

愛荘町子育て支援センター

あいっ子

セルプはたしょう

じょいふるあいしょう 

こんぺいとう 

内容：子育て支援センター事業の補助、

主に託児をお願いします 

日時：事業は定期的に行っています

お気軽にお問い合わせください

住所：愛荘町安孫子８１１－１ 

親子がほっとできる場所づくり

にご協力をお願いします 

①利用者様のお話し相手、お茶配り、配膳

 

③趣味活動、レクリエーションのお手伝い

 9：30～16：

の間で、ご都合のよい時間で結構です

住所：愛知郡愛荘町愛知川 808 番地

一言：ご利用者様の自立支援をモットーに、笑顔

の絶えない明るく楽しい居場所を目指し

内容：「夏祭り」「クリスマス会」のレクリエーション

愛荘町軽野甲６５４ 

一言：明るい家庭的な雰囲気をもった施設です。また、

地域に根ざした施設でもあり、地域の皆様にご

協力をいただいています。災害時には一時的に

避難ができるよう、浴場も設備しています。

愛荘町子育て支援センター

あいっ子 

はたしょう 

 

 

 

内容：子育て支援センター事業の補助、

 

日時：事業は定期的に行っています 

お気軽にお問い合わせください 

 

づくり 

 

①利用者様のお話し相手、お茶配り、配膳

③趣味活動、レクリエーションのお手伝い

：00 

の間で、ご都合のよい時間で結構です

番地 

一言：ご利用者様の自立支援をモットーに、笑顔

の絶えない明るく楽しい居場所を目指し

内容：「夏祭り」「クリスマス会」のレクリエーション

一言：明るい家庭的な雰囲気をもった施設です。また、

地域に根ざした施設でもあり、地域の皆様にご

協力をいただいています。災害時には一時的に

避難ができるよう、浴場も設備しています。

愛荘町子育て支援センター 

 

  

 

内容：①歌を歌っていただけないですか？

②楽器を演奏していただけないですか？

③手品も、寸劇も（昔のお話など）楽しみにして

います。

日時：月～日曜日

１３：００～１５：００の間で

住所：愛荘町長野２３８０－１１

一言：職員も元気ですので、一緒に参加させていただ

きます！！

①利用者様のお話し相手、お茶配り、配膳 

③趣味活動、レクリエーションのお手伝い 

の間で、ご都合のよい時間で結構です 

一言：ご利用者様の自立支援をモットーに、笑顔

の絶えない明るく楽しい居場所を目指し

内容：「夏祭り」「クリスマス会」のレクリエーション 

一言：明るい家庭的な雰囲気をもった施設です。また、

地域に根ざした施設でもあり、地域の皆様にご

協力をいただいています。災害時には一時的に

避難ができるよう、浴場も設備しています。 

グループホーム

きず

 

 

 

歌を歌っていただけないですか？

楽器を演奏していただけないですか？

手品も、寸劇も（昔のお話など）楽しみにして

います。 

日時：月～日曜日 

１３：００～１５：００の間で

住所：愛荘町長野２３８０－１１

一言：職員も元気ですので、一緒に参加させていただ

きます！！ 

  

内容：①「敬老昼食会」「文化祭」「クリス

マス忘年会」

②洗濯物たたみ、窓ふき等

日時：日頃のレクリエーションの場合

１４：００～１４：３０

住所：愛荘町安孫子１２３５番地

一言：定員

明るく家庭的な生活の場を提供

ています

 

グループホーム 

きずな 

特別養護老人ホーム

やまびこ

歌を歌っていただけないですか？

楽器を演奏していただけないですか？

手品も、寸劇も（昔のお話など）楽しみにして

１３：００～１５：００の間で

住所：愛荘町長野２３８０－１１

一言：職員も元気ですので、一緒に参加させていただ

「敬老昼食会」「文化祭」「クリス

マス忘年会」

洗濯物たたみ、窓ふき等

日時：日頃のレクリエーションの場合

１４：００～１４：３０

愛荘町安孫子１２３５番地

一言：定員 50 名の入所施設です。

明るく家庭的な生活の場を提供

ています 

  

特別養護老人ホーム

やまびこ

歌を歌っていただけないですか？ 

楽器を演奏していただけないですか？

手品も、寸劇も（昔のお話など）楽しみにして

１３：００～１５：００の間で 

住所：愛荘町長野２３８０－１１ 

一言：職員も元気ですので、一緒に参加させていただ

「敬老昼食会」「文化祭」「クリス

マス忘年会」等のレクリエーション

洗濯物たたみ、窓ふき等

日時：日頃のレクリエーションの場合

１４：００～１４：３０ 

愛荘町安孫子１２３５番地

名の入所施設です。

明るく家庭的な生活の場を提供

特別養護老人ホーム 

やまびこ 

 

楽器を演奏していただけないですか？ 

手品も、寸劇も（昔のお話など）楽しみにして

一言：職員も元気ですので、一緒に参加させていただ

「敬老昼食会」「文化祭」「クリス

のレクリエーション

洗濯物たたみ、窓ふき等 

日時：日頃のレクリエーションの場合は 

 

愛荘町安孫子１２３５番地 

名の入所施設です。 

明るく家庭的な生活の場を提供し

 

「敬老昼食会」「文化祭」「クリス

のレクリエーション 

し 


