
本紙「施設ボランティア受入ガイド」から希望するボランティアメニューを選んでください。

伊達市社会福祉協議会ボランティアセンター

【連 絡 先】〒０５２－００１２ 伊達市松ヶ枝町５９－４

伊達市社会福祉協議会（担当：福祉係）

TEL／０１４２－２２－４１２４ FAX／０１４２－２２－１８８８

【受付時間】月～金曜日 ８：４５～１７：３０（12/31～1/5はお休みです。）

ボランティアセンターにおいて、各施設と受入についての調整をします。

施設側で受入可能となれば、ボランティアセンターに個人ボランティア

の登録をしていただきます。

活動日などを調整して、活動開始となります。

場合によっては、施設担当者と事前に打ち合わせすることもあります。

※受入施設によっては、直接申し込み可能な施設もあります。

各施設の申込方法をご確認ください。

平成２７年度版

ステップ１：ボランティア受入施設ガイドをチェック

ステップ２：ボランティアセンターに連絡

ステップ３：個人ボランティア登録

ステップ４：活動日の調整・活動開始

募集人数や受入日の関係

から、ご希望に添えない

こともあります。その際

はご了承ください。

社会福祉法人伊達市社会福祉協議会 ボランティアセンター

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町５９－４

TEL（０１４２）２２－４１２４ FAX（０１４２）２２－１８８８

E-mail：date-shakyo＠viola.ocn.ne.jp

ホームページ：http://d-shakyo.sakura.ne.jp/



施設ボランティア受入ガイド〈目次〉

介護等施設

通所系事業所

デイサービスあかり １

デイサービスさえずり １

デイサービスセンター セイントヒルズ １

デイサービスつくし ２

デイサービスセンター遊 ２

介護老人保健施設

プライムヘルシータウン湘南 ３

北湯沢温泉いやしの郷 ３

認知症対応型共同生活介護

グループホームこもれび ４

介護付き軽費老人ホーム

ケアハウス セイントヒルズ ４

軽費老人ホーム

ケアハウス伊達ぷらいむ館 ４

障がい者施設
伊達コスモス２１ふみだす ５

大滝わらしべ園 ５

大滝学園 ６

ボランティア活動をされるにあたり･･･

事故防止・軽減のための １０大ポイント

１．体調が悪い時は決して無理をしないこと。

２．情報収集（事前の安全確認と日常点検）をしましょう。

３．活動に適した服装を！

４．自宅を出てから帰るまでが活動です。焦らず、気を抜かないこと。

５．活動前には準備体操、柔軟体操を！

６．責任者の説明にはしっかり耳を傾けること。

７．疲れを感じたら遠慮せずに休憩を。随時水分補給をしましょう。

８．過信禁物。今の自分にできることをあらかじめ把握しましょう。

９．特に足元注意。（転倒防止）

10．周囲の方との協力、情報の共有を図りましょう。

引用『平成27年度ボランティア活動保険パンフレット』全国社会福祉協議会
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施設名称
（株）みのり

連絡先
TEL：８２－４７７７

デイサービス あかり FAX：８２－４７７８

住 所
〒052-0013

担当者 北村
伊達市弄月町241-16

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

利用者支援 月～土曜日 １～２名 普段着

日常的 ①お話し相手 9:30～11:30 程度 （上靴不要）

②散歩等の付き添い 13:30～15:30

上記のどちらか

趣味・特技披露 月～土曜日 普段着

日常的 踊りや音楽演奏など 13:00～16:00で 不問 （上靴不要）

都合の良い時間

オリエンテーション 事前に来所していただき、お話しさせていただきます。

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 なし

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

施設名称
（株）システム通信

連絡先
TEL：２１－５００５

デイサービスさえずり FAX：２１－５００６

住 所
〒052-0013

担当者 田辺
伊達市弄月町241-17

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

日常的
趣味・特技披露

応相談 不問
踊り、音楽演奏など

オリエンテーション 事前に来所していただき、オリエンテーションを行います。

申込方法 社協を経由して申し込み

経費の施設負担等 食事

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

社会福祉法人 思誠会
TEL：22-2555 FAX：22-2556

施設名称
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ セイントヒルズ

連絡先 E-mail：j.yoshida

＠shiseikai-hokkaido.jp

住 所
〒052-0025

担当者 生活相談員 吉田
伊達市網代町97-1

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

利用者支援 月～金曜日 応相談 動きやすい

日常的 ①話し相手 9:30～15:30 服装

②散歩の付き添い

オリエンテーション 事前に来所いただき、行います。

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 必要に応じて相談させていただきます。

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし
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施設名称
（株）ホープウインド

連絡先
TEL：２１－０２７０

デイサービス つくし FAX：２２－１３７７

住 所
〒052-0025

担当者 生活相談員 朽木
伊達市網代町８－２

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

イベント 踊り、音楽演奏などの披露 応相談 ５～６名

趣味活動のお手伝い 応相談

日常的 月･水･金･日曜日：将棋 13:00～15:00位 応相談

土曜日：麻雀

オリエンテーション 事前に来所いただくか、電話にて具体的な打合せを行います。

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 交通費。時間帯などの状況に応じて、食事の準備可能です。

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

施設名称
（株）アサダ

連絡先
TEL：８２－３２０２

デイサービスセンター遊 FAX：８２－３２０２

住 所
〒059-0151

担当者
管理者兼生活相談員

伊達市有珠町45-1 吉田

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

①書道 ①月２回程度 １～２名

日常的 ②手工芸 ② 〃 〃

③麻雀、将棋 ③ 〃 〃

④調理（手伝い、おやつ等） ④月1～2回程度 〃

①踊り ①月1～2回程度 複数名

イベント ②音楽演奏など ② 〃 複数名

※誕生会として、趣味、特技

の披露をしていただければと

思っております。

オリエンテーション 基本的にはありませんが、施設的空間を含め確認していただく必要性があ

ると共に事前にプログラム内容や活動時間を検討させていただきます。

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 地区により送迎可。食事は時間帯により提供可。

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし
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施設名称
老人保健施設

連絡先
TEL：２２－１２００

プライムヘルシータウン湘南 FAX：２５－１３００

住 所
〒052-0012

担当者 支援相談員 櫻井
伊達市松ヶ枝町157-110

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

利用者支援

日常的 ①話し相手 10:00～16:00で １～３名 特になし

②将棋やオセロ等の相手 都合の良い時間

③本の読み聞かせ

環境整備
事前に打合せ

日常的 施設周辺や中庭の草むしり 応相談 不問
を行います

花の苗植え等

イベント
趣味・特技披露（誕生会等で）

応相談 不問
事前に打合せ

踊り、民謡、手品など を行います

施設の祭典行事のお手伝い

イベント ①模擬店の運営 日時は未定 不問 事前に打合せ

②踊りや民謡、楽器演奏等の ９月頃を予定 を行います

余興

オリエンテーション 事前に来所いただき、施設を見学した上で打合せを行います。

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 食事は状況により用意いたします。

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

社会医療法人 慈恵会
TEL：６８－６３３１

施設名称 介護老人保健施設 連絡先

北湯沢温泉 いやしの郷
FAX：６８－６６６３

住 所
〒052-0317

担当者
レクリエーション科

伊達市大滝区優徳町159 大導寺

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

日常的
話し相手 通年

５名 特になし
趣味活動（囲碁・将棋・麻雀） 9:00～16:00

受入日は要相談

日常的 楽器演奏 10:00～11:00 １０名 特になし

14:00～15:00

受入日は要相談

日常的 歌の披露 10:00～11:00 ３名 特になし

14:00～15:00

受入日は要相談

日常的 踊りの披露 10:00～11:00 １５名 特になし

14:00～15:00

オリエンテーション なし

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 送迎は要相談（楽器演奏、踊りの披露）

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし
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施設名称
社会福祉法人 泰生会

連絡先
TEL：２１－６４００

グループホームこもれび FAX：２１－６４０１

住 所
〒052-0012

担当者 三浦
伊達市松ヶ枝町154-20

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

活動に必要な

日常的 踊り、音楽演奏など 応相談 １～３名 物を準備願い

ます

オリエンテーション 事前に来所いただき、オリエンテーションを行います。

申込方法 社協を経由して申し込み

経費の施設負担等 なし

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

社会福祉法人 思誠会
TEL：23-7722 FAX：23-7723

施設名称
ケアハウス セイントヒルズ

連絡先 E-mail：y.naganuma

＠shiseikai-hokkaido.jp

住 所
〒052-0014

担当者 長沼
伊達市舟岡町212-13

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

趣味活動のお手伝い

日常的 ①活け花 応相談 不問 特になし

②裁縫

日常的 音楽演奏 応相談 不問 特になし

日常的 敷地内の草刈りなど 応相談 不問 特になし

オリエンテーション あり

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 なし

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

施設名称
ケアハウス

連絡先
TEL：２１－５５２２

伊達ぷらいむ館 FAX：２２－３３１０

住 所
〒052-0012

担当者 介護員 齊藤
伊達市松ヶ枝町154-20

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

夏祭り、敬老会、クリスマス ８月５日（水）
各５名

イベント 会での趣味・特技披露 ９月16日（水）
程度

特になし

踊り、音楽演奏など30分程度 12月16日（水）

オリエンテーション なし

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 交通費、食事

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし
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社会福祉法人 伊達コスモス２１
TEL：25-0022 FAX：25-0066

施設名称
ふみだす

連絡先 E-mail：fumidasu.hirosawa

＠lapis.plala.or.jp

住 所
〒052-0012

担当者 支援課長 廣澤
伊達市松ヶ枝町59-4

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

10:00～11:30 ボランティア

日常的 趣味活動の講師 13:30～14:00 ２～３名 の内容により

曜日は相談の上 相談の上

オリエンテーション 内容によっては行います。

申込方法 直接申し込み

経費の施設負担等 食事は場合により提供

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ あり

施設名称
社会福祉法人 わらしべ会

連絡先
TEL：６８－６３４４

大滝わらしべ園 FAX：６８－６３４５

住 所
〒052-0313

担当者 療育主任 朝岡
伊達市大滝区大成町10

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

日常的 乗馬 応相談 複数名
汚れても良い

服装

わらしべ祭
１１月３日（火）

上靴、

イベント 利用者支援
11:00～14:30

５名程度 動きやすい

（食事の手伝いなど） 服装

大滝スキーマラソン ２月１４日（日）
スキーウェア

イベント
参加利用者の伴走 9:00～11:00

５名程度 あればスキー

板など

オリエンテーション 当日、少し前に来園いただき、行います。

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 わらしべ祭の昼食は施設で提供します。

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

ボランティア活動保険にご加入を

伊達市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動を安心して行っていた

だくために、「ボランティア活動保険」への加入を推奨しています。

「ボランティア活動保険」は、全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約で

す。ご加入いただくには、伊達市社会福祉協議会ボランティアセンターへのボランティア登録が必

要です。まずは、ご相談ください。

また、受入施設によっては、ボランティア保険料を施設側で負担するところもありますので、施設

で活動される際は、担当者におたずねください。
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社会福祉法人 ビバランド
TEL：68-6011 FAX：68-6860

施設名称
大滝学園

連絡先 E-mail：gakuen

＠bibarando.or.jp

住 所
〒052-0314

担当者 総務課 山本
伊達市大滝区円山町355

形 態 活動内容 日時・曜日 募集人数 持ち物・服装

日常的
趣味・特技披露

応相談 応相談
踊り、音楽演奏、手品など

大滝学園祭
９月２７日（日）

イベント ①会場設営
8:00～16:00

応相談

②模擬店の運営

オリエンテーション なし

申込方法 直接申し込み、社協経由のどちらでも可能

経費の施設負担等 交通費（大滝区内はなし）、食事、ボランティア保険料

施設内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ なし

社会福祉協議会（以下、社協）とは

社協は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。

昭和26年に制定された社会福祉事業法（現在の「社会福祉法」）に基づき、設置されています。

社協はそれぞれの都道府県・指定都市、市町村で、地域に暮らす皆さまのほか、民生委員児童委員、

社会福祉関係者、保健・医療・教育などの関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れ

たまちで安心して生活することのでいる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動を

行っています。

たとえば、ボランティアや市民活動の支援、各種の福祉サービスや相談活動、共同募金運動への協

力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に

取り組んでいます。

施設ボランティア以外でも、特技を生かしたボランティアをしてみたい、ボランティア活動に興味

があるという方は、ぜひ一度、ボランティアセンターにご連絡ください！


