


－１９－

１２６ 自然にかこまれた小さな学童です

児童福祉施設 〒８７４―０８４１ 別府市竹の内８―１
別府大平山わかば学童保育所 TEL ０９７７―２６―１３０４
担当 神鳥 千代美 FAX ０９７７―２６―３６６７
交通機関 ・バス（別府駅発・扇山団地バス停）

・自家用車
参加対象者 短専大学生・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ２名まで 期 間 中 ３名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日まで
休日（土・日等）の受入 可 受入可能な日 土
募集締切 募集人数に達するまで
連絡期日 活動する３０日前までにご連絡ください
活動時間 １０：００～１２：００ １３：００～１６：００
施設連絡可能時間 １３：００～１８：００
食 事 無
持 ち 物 着がえ、タオル、ハンカチ、水筒
活動内容 子どもと外遊びをしたり、室内遊びをする

１２７ 幼稚園から小学校３年生の子どもとの触れ合い

児童福祉施設 〒８７４―０９１７ 別府市中須賀東町８組
春木川児童クラブ TEL ０９７７―６７―０３８５
担当 平岡 賢二
交通機関 別府大学駅より徒歩２０分

春木川小学校内
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ３名まで 期 間 中 ２０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日まで
休日（土・日等）の受入 不可
募集締切 募集人数に達するまで
連絡期日 活動する７日前までにご連絡ください
活動時間 ８：００～１８：３０
施設連絡可能時間 ８：００～１８：３０
食 事 無
持 ち 物 運動できる服装
活動内容 児童・園児の支援
施設等のPR 子ども達との触れ合いで 教育感を育てられる。幼稚園から

小学３年生の８４名が楽しく過ごしている。

１２８ この夏、児童クラブでリアル体験！

児童福祉施設 〒８７４―０８４１ 別府市竹の内１０組
やまなみ児童クラブ TEL ０９７７―７５―７９９９
担当 末綱 智子 FAX ０９７７―２５―１６３６
交通機関 別府駅西口（亀の井バス扇山団地行）

扇山国際ゴルフ場入口下車 徒歩２分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者
１日受入可能人数 ４名まで
受入期間 ７月２３日～８月３１日まで
休日（土・日等）の受入 可 受入可能な日 土
募集締切 ８月３１日まで
連絡期日 活動する５日前までにご連絡ください
活動時間 ９：００～１２：００ １３：００～１６：００
施設連絡可能時間 ９：００～１８：００ 土可
食 事 無
持 ち 物 弁当、水筒、上ぐつ、タオル、筆記用具、着替えなど。
活動内容 日常の生活や宿題を教えたり、遊び等、一緒に楽しくあそび

ましょう。素直で元気な子ども達にきっと癒されると思いま
す。

施設等のPR 児童クラブでは、エコクラブとして、水生生物調査や様々な
エコ活動、又お誕生日会等を通して「思いやりの心や自分で
考える力」を育んでいます。

１２９ 子どもとあそぼう

児童福祉施設 〒８７４―０９３２ 別府市野口中町１４―２６
社会福祉法人別府永生会・サークルさくらんぼ TEL ０９７７―２６―２３５５
担当 徳永 美幸・江藤 絹 FAX ０９７７―２６―２３５５
交通機関 別府駅より徒歩５分
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 １名まで 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日まで
休日（土・日等）の受入 可 受入可能な日 土
募集締切 ８月３１日まで
連絡期日 活動する２日前までにご連絡ください
活動時間 ９：００～１２：００ １３：００～１８：００
施設連絡可能時間 ９：００～１８：００
食 事 無
持 ち 物 弁当、水筒、タオル、着替え、室内用シューズ
活動内容 子どもの学習の見守り

子どものあそび相手
施設等のPR １．子どもの遊びを大切にする

２．それぞれの個性を大切にする
３．家庭的な雰囲気で生活する
４．放課後児童クラブの機能を活用し、地域とのふれあいに

努める

申し込み先

中津市社会福祉協議会 ●１３０～●１６３

〒８７１―００２１
中津市沖代町１―１―１１
中津市教育福祉センター
TEL０９７９―２３―２０９５ FAX０９７９―２４―７６８２
担当 渡邊 ゆかり・安坂 美樹
受付時間 ８：３０～１７：００
休日 土・日・祝

１３０ 高齢者とのふれあい体験・支援を
体験してみませんか。

高齢者福祉施設 〒８７１―０１６２ 中津市大字永添２７４４
中津総合ケアセンターいずみの園 TEL ０９７９―２３―１６１６
担当 岩崎 深雪 FAX ０９７９―２３―１７８３
交通機関 大分交通大貞車庫より徒歩１０分
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ６名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土・日・祝日・盆可
上記以外で受入不可能な日 なし
募集締切 募集人数に達しなくても ８月３１日まで
活動時間 ９：３０～１６：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１８：００
食 事 有（無料） 持参可 宿 泊 不可
持 ち 物 活動しやすい服装、タオル、飲み物・上履き・帽子など
活動内容 高齢者との会話 ティータイム支援 食事の手伝い レクリ

エーション等アクティビティの支援
施設等のPR いろいろな体験が出来ます。希望があれば高齢者疑似体験も

出来ます。

１３１ 高齢者とのふれあいを通じて介護を
体験してみませんか？

高齢者福祉施設 〒８７１―０００７ 中津市蛎瀬６４３
通所介護 いずみの園デイサービスセンターかきぜ TEL ０９７９―２６―００３９
担当 橋本 晃一、岩﨑 深雪 FAX ０９７９―２６―００８１
交通機関 中津駅より徒歩１５分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土のみ可
募集締切 ８月３１日まで
活動時間 ９：３０～１６：００
施設連絡可能時間 ８：００～１７：３０（土・祝日・盆）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 活動しやすい服装、タオル、上履き、弁当、帽子、飲み物
活動内容 高齢者への支援（ティータイム、散歩、話し相手、レクの簡

単な補助）など
施設等のPR 幼児から高齢者までさまざまな方が集う場所です。多くの方

とのふれあいを図る事ができます。

１３２ 心とこころのふれあいを大切に

高齢者福祉施設 〒８７１―０１６２ 中津市大字永添９４５番地
介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム悠久の里 TEL ０９７９―２６―０７６０
担当 櫛野、古庄 FAX ０９７９―２６―０７６１
交通機関 大分交通バス（大貞車庫・沖代経由の久上バス停）
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ３名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ９：００～１６：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：３０
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 活動しやすい服装（ジャージ・Tシャツ）※短パン・ジーパ

ン不可 室内用の上靴
活動内容 清掃、食事介助、話相手、レクレーション介助、車いす散歩

等
施設等のPR 幸せ・ふれあい・やすらぎを基本理念とし、その人らしさを

大切にし、一人ひとりのふれあいを大事にしています。
Ｅ‐ｍａｉｌ yukyunosato.jimu@key.ocn.ne.jp



－２０－

１３３ 「なんくる家」で一日まんごになっちょくれ！

高齢者福祉施設 〒８７１―０００３ 中津市是則１０７９―５
認知症対応型デイサービス デイサービスセンター なんくる家 TEL ０９７９―３２―４１４８
担当 土田 花子、小野 あかね FAX ０９７９―３２―４１４８
交通機関 日豊本線「東中津駅」より徒歩８分
参加対象者 小学生（３年生以上）・中学生・高校生・短専大学生・勤労

者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達しなくても８月３１日まで
活動時間 ８：３０～１７：００（８：３０、１６：３０ミーティング）
施設連絡可能時間 ８：００～１８：００（平日・土のみ）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 タオル、着替え（動きやすい服装）

・帽子・水着・水筒・弁当
活動内容 利用者の方と一緒に話を楽しむ、生活のお手伝いをする。
施設等のPR 幼老の日常的・連続的な世代間交流を通して「共に楽しく、

生きる力」を育て合いたいと願っています。

１３４ 笑顔のふれあいで心もえがお！

高齢者福祉施設 〒８７１―０１０１ 中津市三光森山８５１番地
特別養護老人ホーム 望箭荘 TEL ０９７９―４３―６６１０
担当 中野 浩子 FAX ０９７９―４３―６６０６
交通機関 大分交通バス→宮地・深泉寺行きに乗車、南平にて下車
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ３名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日 土、日、祝、盆の受入 土のみ可
募集締切 募集人員に達するまで
活動時間 １０：００～１７：３０
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：３０
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 活動しやすい服装（ジャージ、長ズボン、Tシャツ、ポロ

シャツ等）、上靴、タオル、弁当、飲み物、筆記用具
活動内容 話し相手、施設内外散歩、レクや行事の際の手伝い、草花の

手入れ など。
施設等のPR 静かで緑に囲まれた小高い山の上にあります。近くには、な

かつ道の駅があり、四季折々の自然環境がよく、小鳥の鳴き
声もきかれゆっくり時が流れます。

Ｅ‐ｍａｉｌ bousenso@giga.ocn.ne.jp

１３５ 共に手をとりあって、こころ（福祉）の花を
育てよう

高齢者福祉施設 〒８７１―０１６２ 中津市大字永添２６０６番地２０
養護老人ホーム 中津市豊寿園 TEL ０９７９―６４―８１１２
担当 金田 隆紀、松川 大志 FAX ０９７９―６４―８１１４
交通機関 中津駅発大貞車庫行より小倉製作所停留所下車徒歩２分
参加対象者 高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ９：００～１６：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：１５
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装、エプロン、上履き、昼食（お弁当）、タオ

ル、飲み物、帽子など
活動内容 入所者との話し相手、見守り、お食事のお手伝い・レク行事

などの際のお手伝い
施設等のPR ７０才代から９０才代の幅広い年齢層の方々が入所しています。

入所者の皆さんとお話したり、触れ合ってみませんか！

１３６ 高齢者とのふれあいはきっとあなたを成長させて
くれます

高齢者福祉施設 〒８７１―０１０２ 中津市三光成垣４２１―１
通所介護 デイサービスセンター三光 TEL ０９７９―４３―６６９６
担当 和才 由美子、楠木 三枝子 FAX ０９７９―４３―２５９４
交通機関 JR中津駅南口より車で約２０分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 ５名まで
受入期間 ７月２３日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土・祝のみ可
募集締切 募集人数に達するまで

※活動する３日前までにご連絡を下さい。
活動時間 ８：３０～１７：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：１５（土・祝可）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（ジャージ等）、上靴、タオル、弁当、飲み

物、筆記用具
活動内容 介助の補助、話し相手、湯茶接待、レク等
施設等のPR 心身ともに元気になれるような活動や支援をしています。

１３７ 夏のボランティア経験してみませんか！

高齢者福祉施設 〒８７１―０３１２ 大分県中津市本耶馬溪町折元１２４３
通所介護 デイサービスセンター本耶馬渓 TEL ０９７９―５３―２２４４
担当 岩井 柳子、古賀 圭浩 FAX ０９７９―５３―２２７８
交通機関 JR中津駅南口より車で約３０分
参加対象者 高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 ５名まで
受入期間 ７月２３日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土・祝のみ可
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ８：３０～１５：３０
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：１５（土・祝可）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（ジャージ等）、上靴、タオル、弁当、飲み

物、筆記用具
活動内容 利用者の方の話し相手や簡単な手作業・食事の見守り・整容

介助等
施設等のPR 地域とのつながりを大切に、利用者さんがいつまでも自宅で

元気に暮らしていけるよう支援させていただいています。

１３８ 自然豊かなやすらぎ荘で、新たな自分探しを
してみませんか

高齢者福祉施設 〒８７１―０４３４ 中津市耶馬溪町大字樋山路１―１
中津市特別養護老人ホーム やすらぎ荘 TEL ０９７９―５６―２３８６
担当 菅川 裕司、小野 公嗣 FAX ０９７９―５６―２９２８
交通機関 JR中津駅南口より日田行きバス 「下郷」下車徒歩約５分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土・日・祝・盆可
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 １０：００～１７：１５※半日可
施設連絡可能時間 ９：３０～１７：１５
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 エプロン２枚・タオル・飲み物・弁当・上靴・活動しやすい

服装（ジャージ等）・着替え
活動内容 利用者の方との話相手・コミュニケーション、利用者の方々

の介助の補佐、散歩など
施設等のPR 広い敷地で、風光明媚な場所です。利用者の方々とのふれあ

いを楽しみませんか。
Ｅ‐ｍａｉｌ yasuragi.nakatsu-s@nk.ocn-net.jp

１３９ デイサービスをのぞいてみませんか！

高齢者福祉施設 〒８７１―０４３４ 中津市耶馬溪町大字樋山路２５―１
通所介護 デイサービスセンター耶馬溪 TEL ０９７９―５６―３０２０
担当 桒野 小百合、梶谷 良子 FAX ０９７９―５６―３３２１
交通機関 JR中津駅南口より日田行きバス 「下郷」下車徒歩約１０分
参加対象者 高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 ５名
受入期間 ７月２３日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土・祝のみ可
募集締切 募集人数に達するまで※活動する３日前にご連絡下さい。
活動時間 ９：３０～１５：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：１５（土・祝可）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（ジャージ等）、上履、タオル、エプロン、

弁当、飲み物、筆記用具
活動内容 施設内にて、ご利用者の方々の話し相手・食事・移動の手伝

い等
施設等のPR ご利用者の方々が持っている能力に応じて、自立した生活が

送れるように支援しています。安心して過ごして頂ける「居
場所」を目指しています。

１４０ 案山子の里でおもてなし！

高齢者福祉施設 〒８７１―０７１２ 大分県中津市山国町守実５７―１
通所介護 デイサービスセンター山国 TEL ０９７９―６２―３０９３
担当 伊藤 亜紀、原 真 FAX ０９７９―６２―２１６４
交通機関 バス停山国町守実降車徒歩２分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２３日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土・祝のみ可
募集締切 募集人数に達するまで※活動する３日前にご連絡ください。
活動時間 ９：３０～１５：３０
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：１５（土・祝可）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（ジャージ等）、上靴、タオル、着替え、弁

当、飲み物、筆記用具
活動内容 利用者の方々との話し相手、レクの補助、簡単な介護の補助

など
施設等のPR 利用者の方の「『デイサービスを利用してよかった』の声を

頂けるように」を目標にスタッフ一同心がけています。



－２１－

１４１ 入所者様のお手伝い、話し相手をお待ちしています！

老人保健施設 〒８７１―０１１３ 中津市三光土田１２４３―４
介護老人保健施設 さつき苑 TEL ０９７９―２６―８０２２
担当 長谷川 千明 FAX ０９７９―２６―８０２３
交通機関 中津駅より 大分交通耶馬渓・日田方面行きバス乗車→野路

バス下車徒歩１分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 ５名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土・祝のみ可
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ９：３０～１６：３０
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：３０（土・祝可）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装・上靴・タオル・エプロン・弁当・飲み物・

筆記用具
活動内容 施設内にて、ご利用者の方々の話し相手・食事・移動の手伝

い等
施設等のPR ご利用者の方々が持っている能力に応じ、自立した生活が送

れるように支援しています。安心して過ごして頂ける「居場
所」を目指しています。

１４２ ボランティア体験であなたの優しさに
気付いてみませんか！

障がい者施設 〒８７１―０１０１ 中津市三光森山７７５―３
障害者支援施設 社会福祉 法人直心会 修光園 TEL ０９７９―４３―６２５５
担当 横山 辰也 FAX ０９７９―４３―６２５６
交通機関 中津駅より大分観光交通バス【宮地、深泉寺、山口行⇒南平

（みなみべら）下車】
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達しなくても８月３１日まで

※活動する１０日前までにご連絡を下さい。
活動時間 ９：３０～１６：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：００
食 事 無 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（ジャージ等）・上靴・弁当・飲み物等
活動内容 ・利用者との交流・ごく簡単な介護の補助 等
施設等のPR 当園は丘の上に位置し豊かな自然に囲まれ落ち着いた環境に

あります。利用者が障害を障害と感じることなく笑顔で生活
できる環境づくりに努めています。

Ｅ‐ｍａｉｌ tyokusyukoen４５１＠luck.ocn.ne.jp

１４３ 利用者の方たちと作業や訓練、レクリエーションに
参加してみませんか？

障がい者施設 〒８７１―０１５３ 中津市大字大貞３１２番地１
障害福祉サービス事業所 ややま園 TEL ０９７９―２４―１６３７
担当 佐々木 圭 FAX ０９７９―２４―１６４０
交通機関 JR中津駅より大分交通バス乗車→大貞公園バス停下車 徒

歩２分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ２名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
上記以外で受入不可能な日 盆（８／１１～８／１５）土日、祝不可
募集締切 募集人数に達しなくても８月３１日まで

※活動する３日前までにご連絡を下さい。
活動時間 ９：００～１６：００
施設連絡可能時間 ８：００～１７：００（土不可）
食 事 有（無料） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（ジャージ可）・タオル・上履き（シューズ）、

筆記用具
活動内容 主に室内での軽作業や生活訓練、近隣や公園、室内での運動

とリハビリ等に取り組みます。
施設等のPR 軽作業や訓練を通して、楽しみながら能力向上に取り組み、

販売活動やメンテナンス作業を行ないます。

１４４ 利用者の方たちと楽しく活動しましょう！

障がい者施設 〒８７１―０００４ 中津市大字上如水７６３番地１
障害福祉サービス事業所 ややま園如水 TEL ０９７９―３３―８５８５
担当 泉 直子 FAX ０９７９―３３―８５８５
交通機関 中津駅より大分交通バス乗車→TOTO中津工場前バス停下

車 徒歩３分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ２名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達しなくても８月３１日まで

※活動する３日前までにご連絡を下さい。
活動時間 ９：００～１６：００
施設連絡可能時間 ８：００～１７：００（土可）
食 事 有（無料） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（ジャージ可）・タオル・上履き（シューズ）、

帽子、筆記用具
活動内容 主に室内での軽作業と近隣や公園、室内での運動に取り組み

ます。
施設等のPR 若い利用者さんが多く、おしゃべり好きな方もたくさんい

て、にぎやかで楽しい施設です。

１４５ 障がい者の方と一緒に作業をしてみませんか！

障がい者施設 〒８７１―００２６ 中津市大字高瀬１１４７―１
就労継続支援B型事業所 フロンティアなかつ TEL ０９７９―２３―１０４７
担当 益永 晶子 FAX ０９７９―５３―７８６６
交通機関 JR中津駅より大分交通バス乗車、万田バス停下車、徒歩約

１０分
参加対象者 短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 なし
上記以外で受入不可能な日 なし
募集締切 募集人数に達しなくても８月３１日まで
活動時間 ９：００～１６：００
施設連絡可能時間 ９：００～１７：００
食 事 有（有料 ３５０円・３８０円） 宿 泊 不可
持 ち 物 スリッパ
活動内容 きのこの根切り、シャツたたみ、電気ブレーカー解体
施設等のPR 施設利用者の多くが、精神障がい者の方です。アットホーム

な雰囲気が特徴です。
Ｅ‐ｍａｉｌ frontier@deluxe.ocn.ne.jp

１４６ 個性豊かな利用者の方が交流を楽しみに
お待ちしております。

障がい者施設 〒８７１―０１０１ 中津市三光森山８２３―２
医療型障害児入所施設（旧肢体不自由施設）つくし園 TEL ０９７９―４３―６１８１
担当 奥久 藤美 FAX ０９７９―４３―６１８２
交通機関 中津駅より大分観光交通バス乗車、南平（みなみべら）下車

徒歩約５分 中津駅より車で約２０分
参加対象者 高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ４名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
上記以外で受入不可能な日 毎週水曜日
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 １０：００～１２：００
施設連絡可能時間 午前１０：００～１７：００（土日祝盆可）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 タオル、筆記用具、上履き（スリッパ不可）、飲み物
活動内容 ・利用者とコミュニケーション・車いすの掃除・絵本の読み

聞かせ・学習指導
施設等のPR 子どもから成人の方まで幅広い年齢の方がいます。一緒に療

育活動等に参加してみませんか？

１４７ 利用者の方々と楽しいときを過ごしませんか？

障がい者施設 〒８７１―０４０１ 中津市耶馬溪町平田１４７９―１
就労継続B型・生活介護 もみじ園 TEL ０９７９―５４―３４９０
担当 平原 泰三 FAX ０９７９―５４―３４９１
交通機関 中津駅より大交北部バス及び玖珠観光バス乗車→中津南高等

学校耶馬溪校バス停下車 徒歩１０分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ２名
受入期間 ７月２３日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可 上記以外で受入不可能な日 ８月１６日
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ９：００～１７：００
施設連絡可能時間 ８：００～１７：００
食 事 有（有料 ３８０円） 宿 泊 不可
持 ち 物 タオル、帽子、上履き、活動しやすい服装
活動内容 「就労継続支援B型事業」では、畑・清掃・資源整理など

の作業があります。「生活介護事業」では牛乳パック開きな
どの作業、散歩や外出などの活動があります。

施設等のPR 自然に恵まれた環境の中で、明るくのびのびと作業・活動に
取り組んでいます。皆さんとの出会いを心待ちにしていま
す。

１４８ 元気な子どもたちと一緒に遊びませんか？

児童福祉施設 〒８７１―００２７ 中津市上宮永３３５番地
保育所 中津市立第二保育所 TEL ０９７９―２３―１２１０
担当 土谷 礼子 FAX ０９７９―２３―１２１０
交通機関 JR中津駅より山口行きバス乗車→下五領下車
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ２名
受入期間 ７月２１日～８月２４日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達しなくても ８月２４日まで
活動時間 ８：３０～１６：３０
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：００
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 着がえ（水遊び、プール遊びがあります）．帽子．弁当．水

筒．上履き．タオル等
そ の 他 活動しやすい服装
活動内容 ・１歳児から５歳児の保育体験・保育環境の整備・園内外の

清掃 など
施設等のPR 元気いっぱいでとてもかわいい子どもたちと一緒に遊びま

しょう‼



－２２－

１４９ 元気はつらつ まぶしい笑顔 待っています。

児童福祉施設 〒８７９―０１１１ 中津市大字伊藤田２９４１
保育所 中津市立第三保育所 TEL ０９７９―３２―６７１３
担当 中尾 由貴美 FAX ０９７９―３２―６７１３
交通機関 JR中津駅より車で２０分 JR中津駅より田中行きバス乗車→

古森下車徒歩１０分
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ２名
受入期間 ７月２１日～８月２４日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達しなくても ８月２４日まで

※活動の７日前までに連絡が必要
活動時間 ８：３０～１７：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１６：３０
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 活動しやすい服装・上履き・帽子・弁当・飲み物・タオル・

着がえ（水遊び・プール遊びがあります）
そ の 他 活動しやすい服装
活動内容 ・１歳児から５歳児の保育体験・保育環境の整備・園内外の

清掃 など
施設等のPR 広い園庭で自然に恵まれた環境です。大きなプールもあり、

元気いっぱいの子どもたちと一緒に遊んでくださいね。

１５０ 子どもたちと一緒に遊びませんか。

児童福祉施設 〒８７１―００２６ 中津市大字高瀬１０５３―１
保育所 中津市立第五保育所 TEL ０９７９―２５―１９４３
担当 下妻 正一 FAX ０９７９―２５―１９４３
交通機関 JR中津駅より山口行きバス乗車→下五領下車 徒歩約８分
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ２名
受入期間 ７月２１日～８月２４日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達しなくても ８月２４日まで
活動時間 ８：３０～１７：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１６：３０
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 上靴、帽子、タオル、プールがある時は着がえ、お弁当、飲

み物（ペットボトル可）
活動内容 ・１歳児から５歳児の保育体験・保育環境の整備・園内外の

清掃 など
施設等のPR 広い園庭・プール等で子どもたちと元気いっぱい遊びましょ

う。

１５１ 幼い子どもたちが、新しい出会いを
楽しみにしています。

児童福祉施設 〒８７１―０００８ 中津市大字大塚１９９
保育園 九州キリスト教社会福祉事業団 グレース保育園 TEL ０９７９―２３―２６６８
担当 末元 美樹 FAX ０９７９―２３―２６８３
交通機関 JR中津駅より徒歩２０分
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ４名
受入期間 ７月２３日～８月２９日
土、日、祝、盆の受入 不可 上記以外で受入不可能な日 なし
募集締切 募集人数に達しなくても ８月２４日まで

※活動の２日前までに連絡が必要
活動時間 ８：３０～１７：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：３０
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 お弁当、水筒、着がえ（プール・水遊びができるように）

タオル
そ の 他 活動しやすい服装・髪形
活動内容 保育士体験（子ども達と遊ぶ・食事・排泄の援助） など
施設等のPR キリスト教の精神に基づき「地域に使える愛の業」として保

育をすすめています。「生命」と「平和」をテーマにした保
育園です。

Ｅ‐ｍａｉｌ grace@seagreen.ocn.ne.jp

１５２ お兄ちゃん、お姉ちゃん、一緒に遊ぼう！

児童福祉施設 〒８７１―０００３ 中津市是則１２４６―２
保育所 社会福祉法人如水福祉会 如水こども園 TEL ０９７９―３２―４１４８
担当 土田 花子、小野 あかね FAX ０９７９―３２―４１４８
交通機関 日豊本線「東中津駅」より徒歩約８分
参加対象者 小学生（３年生以上）・中学生・高校生・短専大学生・勤労

者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ５名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土は可 日祭日・盆は不可
募集締切 募集人数に達しなくても ８月３１日まで
活動時間 ８：３０～１７：００（ミーティング ８：３０と１６：３０）
施設連絡可能時間 ８：００～１８：００
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 弁当・水筒・タオル．着がえ（動きやすい服装）・水着・帽

子．エプロン
活動内容 子どもと本当になかよしなれる「なかよしコース」３日連続

受け入れ可能。園児と一緒にリズム遊び、畑仕事、本読み、
プール遊びが楽しめます。

施設等のPR ０～６歳までの子ども時代は、たくさんの人々に愛されて、
仲間と共に育てたい！「生きる力」を育てたいと願い保育中。
遊びに来てください。

Ｅ‐ｍａｉｌ josui@oboe.ocn.ne.jp

１５３ 子どもたちと一緒に夏の遊びを楽しみましょう！

児童福祉施設 〒８７１―００６５ 中津市大字蛭子町３丁目５６
保育所 社会福祉法人 愛光会 愛光子ども園 TEL ０９７９―２５―０９９１
担当 後藤 千鶴香 FAX ０９７９―２５―０９５３
交通機関 JR中津駅北口より徒歩５分
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２３日～８月１０日
土、日、祝、盆の受入 不可 上記以外で受入不可能な日 特になし
募集締切 募集人数に達しなくても８月１０日まで

※活動の２日前までに連絡が必要
活動時間 ８：３０～１７：００
施設連絡可能時間 ９：００～１７：００（土可）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 お弁当、水筒、着がえ、タオル、帽子、食事介助用エプロ

ン、スリッパ（底のやわらかい物か、はかなくても良い）
活動内容 保育体験、保育補助、環境整備 （そうじ）など
施設等のPR 子どもたちはお兄ちゃんお姉ちゃんが大好きです。たくさん

触れ合って交流して下さい。外あそび、泥んこあそび、プー
ルあそびを楽しみましょう‼

Ｅ‐ｍａｉｌ ai-hikari@m０１．fitcall.net

１５４ 子ども達と元気に遊ぼう

児童福祉施設 〒８７１―００２３ 中津市大字湯屋３８２―１
認可保育所 社会福祉法人 慈光会 にしきこども園 TEL ０９７９―５３―９４５０
担当 今西 純子 FAX ０９７９―５３―９４５０
交通機関 西湯屋バス停から徒歩１０分

JR中津駅より徒歩３０分
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主

婦等）
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土は可 日祭日・盆は不可
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ９：００～１６：００
施設連絡可能時間 ９：００～１６：００
食 事 有（有料 ２００円）持参可 宿 泊 不可
持 ち 物 着がえ、タオル、弁当、飲み物、帽子
活動内容 子ども達と一緒に遊ぶ。もしくは子ども達の活動の援助。
施設等のPR ０歳から６歳までの子ども達が毎日元気一杯遊んでいます。

職員も２０代から６０代まで幅広い年齢層の方が働いています。
期間中は、プール遊びなど夏の遊びをする予定です。

Ｅ‐ｍａｉｌ nishiki@tempo.ocn.ne.jp

１５５ 保育士の仕事を体験してみよう！

児童福祉施設 〒８７１―０２０１ 中津市本耶馬溪町樋田８２―１
認可保育所 八千代保育園 TEL ０９７９―５２―２１２５
担当 村崎 豊美 FAX ０９７９―５２―２２３０
交通機関 中津駅より大分交通観光バス乗車、樋田小学校前下車
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 土は可 日祭日・盆は不可
募集締切 募集人数に達しなくても ８月１５日まで

※活動する７日前までにご連絡を下さい。
活動時間 ８：３０～１６：３０
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 タオル、お弁当、水筒、帽子、着替え一式
活動内容 ０歳児から５歳児の保育の補助（主に食事や着替え、トイレ

の介助）や一緒に遊んでもらいます。
施設等のPR とても家庭的な保育園です。一年を通して多彩な活動を行っ

ており、子ども達も元気いっぱいです。積極的に遊んであげ
てください。

Ｅ‐ｍａｉｌ yachiyo@nk.oct―net.jp

１５６ 笑顔きらきらの子どもと遊ぼう

児童福祉施設 〒８７１―０００７ 中津市蛎瀬６４３
児童クラブ いずみの園児童クラブピーター・いずみの園児童クラブポール TEL ０９７９―６４―９０６２
担当 今永 弘枝、岩﨑 深雪 FAX ０９７９―２６―００８１
交通機関 中津駅より徒歩１５分
参加対象者 高校生・短専大学生
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２１日～８月３１日
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達しなくても ８月３１日まで
活動時間 ９：３０～１７：００
施設連絡可能時間 ９：００～１８：００
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 タオル、飲み物、上履き、帽子、動きやすい服装
活動内容 子ども達と一緒に遊んだり、見守り等
施設等のPR 幼児から高齢者まで、さまざまな方が集う場所で、わきあい

あいと過ごしています。



－２３－

１５７ お兄ちゃん、お姉ちゃん、一緒に遊ぼう‼

児童福祉施設 〒８７１―０００３ 中津市是則１０７９
児童クラブ 社会福祉法人如水福祉会 如水子ども園なずな児童クラブ TEL ０９７９―３２―４１４８
担当 土田 花子、小野 あかね FAX ０９７９―３２―４１４８
交通機関 日豊本線「東中津駅」より徒歩約８分
参加対象者 小学生（３年生以上）・中学生・高校生・短専大学生・勤労

者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ３名
受入期間 ７月２１日～８月２５日 土、日、祝、盆の受入 土は可
募集締切 募集人数に達しなくても ８月２５日まで
活動時間 ８：３０～１７：００（ミーティング８：３０と１６：３０）
施設連絡可能時間 ８：００～１８：００ 土は可
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 弁当、飲み物、タオル、着替え（動きやすい服装）、帽子、

水着、エプロン（月・水・土は必ず）
そ の 他 子どもと本当に仲良しになれる・「なかよしコース」３日連

続受入可能。
活動内容 一緒にサッカー、野球、夏休みの宿題、本読み、プール遊

び、畑作業、料理等が楽しめます。
施設等のPR ０～１０歳までの子ども時代は、たくさんの人々に愛されて仲

間と共に育てたい。「生きる力」を育てたいと願い保育中。
遊びに来てください。

１５８ 思いっきりあそぼう！

児童福祉施設 〒８７１―０１６２ 中津市大字永添２６４６―４
放課後児童クラブ 永添児童クラブまりあ TEL ０８０―３９０４―３２３２

０９７９―２２―３９５５担当 本間 祥子、塚口 啓子 FAX ０９７９―２２―３９５５
交通機関 JR中津駅から車で約１５分
参加対象者 高校生・短専大学生・勤労者
１日受入可能人数 ３名 期 間 中 ９名まで
受入期間 ７／３０（月）８／６（月）２０（月）
土、日、祝、盆の受入 不可
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 １０：００～１７：３０
施設連絡可能時間 １５：００～１８：００
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動きやすい服装（体操服、ジャージ）などで来て下さい。手

作り弁当
活動内容 子どもの安全に気をつけながら屋外や室内で子どもたちと楽

しく遊ぶ。
施設等のPR 広いグラウンドや雨でも外遊びができる野外体操場があり、

たくさんの子どもが毎日楽しく遊んでいます。

１５９ わたしたちの大好きな町の大好きな児童館で
遊びましょう‼

児童福祉施設 〒８７１―０１０２ 中津市三光成恒４２１―１ 三光福祉保健センター内
児童厚生施設 中津市三光児童館 TEL ０９７９―４３―５１９４
担当 池田、田渕 FAX ０９７９―４３―２５９４
交通機関 JR中津駅より車で１５分、大交北部バス八面山行き、成恒バ

ス停下車徒歩約５分
参加対象者 高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ２名 期 間 中 ２０名まで
受入期間 ７月２３日～８月２４日
土、日、祝、盆の受入 第４土のみ可
募集締切 募集人数に達しなくても８月２４日まで
活動時間 １０：００～１７：００
施設連絡可能時間 ８：３０～１７：００
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 弁当、上下シューズ、帽子、タオル、動きやすい服装で！
活動内容 ０才～１８才未満の来館児との遊びの指導、見守、行事補助
施設等のPR 幅広い年齢層、いろんな学校の児童が来館します。毎日新鮮

な驚きと楽しさが！あたたかい雰囲気の中で遊んでます！

１６０ 「すずめ」になってみませんか。

その他 〒８７１―００２４ 中津市中央２―３―２
地域サロン 沖代寄り合い所「すずめの家」TEL ０９０―２５０３―１９１６ ０９７９―２４―３５１７
担当 吉田 日出子 FAX ０９７９―２４―３５１７
交通機関 中津駅より北高経由大貞車庫行きバスに乗車し、中央町バス

停で下車
参加対象者 中学生・高校生・短専大学生・勤労者・シニア
１日受入可能人数 ４名 期 間 中 ８名まで
受入期間 ７／２４（火）２７（金）８／３（金）７（火）１０（金）２１（火）

２４（金）２８（火）
土、日、祝、盆の受入 なし
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ９：３０～１５：３０
食 事 有（有料 ２００円（コーヒー代１００円※希望者））
宿 泊 不可
持 ち 物 エプロン、バンダナ
活動内容 朝の掃除、お茶の用意、利用者との会話、調理の手伝い、配

膳および片付け、午後は歌と話し相手。
施設等のPR おじいちゃん、おばあちゃんの家に行ったような、なつかし

さを感じてもらえる家です。地域で生活している元気な高齢
者の皆さんとの交流。

１６１ 高齢者と心のふれあいをしましょう！

その他 〒８７１―０００４ 中津市合馬４７９―１（如水コミュニティーセンター）
ミニデイサービス サロンふれ愛 TEL ０９０―４６５０―５４２６
担当 竹本 京子 FAX ０９７９―３２―３９２７
交通機関 中津東高入口下車
参加対象者 高校生・短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ５名 期 間 中 ５名まで
受入期間 ８／２１のみ
土、日、祝、盆の受入 なし
上記以外で受入不可能な日 なし
募集締切 募集人員に達しなくても８月１４日まで
活動時間 ９：３０～１４：３０
食 事 有（有料 ４００円） 宿 泊 不可
持 ち 物 エプロン、三角巾、活動しやすい服装・上靴
活動内容 会場設営、体操やレクの補助、昼食の調理、片付け。また、

外部団体との交流など
施設等のPR 地域の材料を使っての食事つくり、高齢者との会話をしなが

ら楽しく過ごしています。

１６２ 「笑う門には福来たる」をテーマにしています
（目配り、気配り、心配りを大切にしています）

その他 〒８７１―００２７ 中津市上宮永４丁目４２―２
地域サロン 寄り合い所「福ろうの家」TEL ０９０―９４０８―９２２５
担当 佐古 佳子 FAX ０９７９―２２―１５２６
交通機関 中津駅から車で５分 豊田公民館より徒歩約２分
参加対象者 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）
１日受入可能人数 ４名 期 間 中 １０名まで
受入期間 ７／２４（火）２７（金）８／３（金）７（火）１７（金）２１（火）

２４（金）２８（火）
土、日、祝、盆の受入 なし 募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ９：３０～１５：３０
施設連絡可能時間 連絡は上記の携帯（佐古）にお願いします。（連絡

時間はいつでもOK）
食 事 有（有料 ３００円） 宿 泊 不可
持 ち 物 エプロン、バンダナ、スリッパ、筆記用具
活動内容 朝の準備（お出迎え）、お茶の用意、食事づくり手伝い、配

膳、一緒に体操、楽しく会話、午後はカラオケで盛り上が
り、１５時には、みなさんを見送り、後室内清掃や片付け。

施設等のPR 一軒家を借りて、ふる里の家ような安らぎの場、ふれあいの
場です。会話がはずみ、笑顔と笑い声にみんな元気になりま
す。バザー用品を常時展示しています。庭の植木や花々が心
を和ませます。

１６３ 子どもにかえって一緒に遊びませんか！

その他 〒８７１―００２１ 中津市沖代町１―１―１１ 中津市教育福祉センター
野外子どもの遊び場 冒険遊び場 なかつプレーパーク TEL ０９７９―２２―２７４１ ０９０―９４９８―５６６９
担当 原口 サトミ FAX ０９７９―２２―２７５１
交通機関 JR中津駅より大分交通バス乗車、総合庁舎入口下車、徒歩

１分
参加対象者 短専大学生・勤労者・シニア・その他（主婦等）
１日受入可能人数 ５名 期 間 中 何人でも
受入期間 ７月２１日～８月３１日 土、日、祝、盆の受入 可能
募集締切 募集人数に達するまで
活動時間 ①９：００～１４：００ ②１３：００～１８：００
施設連絡可能時間 いつでも（土日）
食 事 無（持参可） 宿 泊 不可
持 ち 物 動ける服装（場合によっては着替え）、帽子、飲み物、水筒、

昼食、タオル
活動内容 ①プレーパーク内の遊具の点検②みんなの小屋内の遊具、道

具の出し入れ③遊びに来た子どもたちと遊んだり、見守った
りする。

施設等のPR “なかつプレーパーク”は子ども達が自己責任のもと、自由
に遊べる場です。子ども達がいきいきと遊べるように見守っ
たり、一緒に遊んだりしましょう！

Ｅ‐ｍａｉｌ arinko@rapid.ocn.ne.jp



 
 
 
 
 
 

1、 夏のボランティア体験の冊子より自分が体験してみたい活動を 

選びましょう 

 

2、 中津市ボランティア・市民活動センターに参加申込用紙を用意して 

いますので記入してください 

 

3、 未成年者は、保護者の承認がなければ参加できません。 

必ず認め印をもらいましょう 

 

4、 担当者が活動日の調整を行います。その場で日にちが決定できない 

場合は、後日ご連絡します。（※確実に連絡をするために携帯電話・ 

メールアドレスの項目も記入をお願いします） 

 

5、 ボランティア活動保険未加入者はボランティア活動保険に加入 

します（200円） 

 

6、 担当者から、ボランティアの心構え等の説明を聞き、活動日が決定し 

たら持ち物等の確認をして、いざ活動へ！！ 

 

中津市ボランティア・市民活動センター 

            TEL 0979-23-2095 

平成 30 年度 夏のボランティア体験月間 

申込みの流れ 
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