
自然豊かな谷根で楽しいひと時を！ 

特別養護老人ホーム たんねの里 

〒945-0857 

柏崎市大字谷根３１９０番地１ 

活動日時 月～金曜日  

     14:00～16:00 

活動場所 特別養護老人ホーム たんねの里 

募集人数 踊りや楽器演奏は１日少人数 

     洗濯物のたたみとお話相手等は１日１名 

募集条件 特に無し。 

服装・持ち物 動きやすい服装、上履き 

活動内容 

踊りや楽器演奏、洗濯物のたたみ、お話相手等 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

定員 29名の、介護が必要なお年寄りの方々が入居されている施設です。踊

りや楽器演奏、洗濯物のたたみ、お話相手等をして下さるボランティアの

方々を募集しております。素敵な入居者の方々と共に、楽しい時間を過ごし

ませんか？ 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー

ＮＯ.1 



若い皆様と出会えることを楽しみにしています。 

地域密着型事業所まつみ 

〒945-0041  

柏崎市松美1丁目5番10号 

活動日時 9:00～16:00の中で可能な時間 

           8/17(土) 12:00～ 納涼会予定 

活動場所 小規模ホーム、グループホーム 

募集人数 一日１～3名程度 

募集条件  

服装・持ち物 動きやすい服装、上履き、飲み物 

活動内容 

・利用者のお話相手 

・納涼会屋台お手伝い 

・体操、レクリエーション手伝い 

・お茶、おやつ用意の手伝い 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

高齢者の方が生活されています。 

認知症の方もおりますが、楽しく、役割を持って生活しています。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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サマフェス！皆様の笑顔をお待ちしています！！ 

養護老人ホーム御山荘 

〒945-1351  

柏崎市大字上田尻3960番地1 

活動日時 令和元年8月17日（土） 

          13:00～16:00 

活動場所 養護老人ホーム御山荘 

募集人数 10名程度 

募集条件 高齢者が好きな方、福祉施設に興味のある方、養護老人ホームに

興味のある方 

服装・持ち物 動きやすい服装、上履き、エプロン、タオル 

活動内容 

・屋台の手伝い 

・入所されている方の誘導や見守り 等 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

御山荘は高齢の方が入所されている施設で、市内で唯一の養護老人ホームで

す。毎年8月に行われるサマーフェスティバルのお手伝いをしていただける

ボランティアの皆さまを募集しています。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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赤坂山デイサービスってどんなこんな所です。 

赤坂山デイサービスセンター 

〒945-0847  

赤坂町4-56 

活動日時 月曜日～土曜日  

          9:00～16:00の間で可能な時間 

活動場所 赤坂山デイサービスセンター 

募集人数 事前にご相談ください。 

募集条件 特になし 

服装・持ち物 動きやすい服装・上履き 

活動内容 

○利用者の方とのお話し相手 

○楽器演奏や踊りの披露など 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

地域の方々やボランティアの方々との交流を楽しみにしている利用者の方

がいます。交流を主として、デイサービスはこういう所なんだと知っていた

だける機会になればと思います。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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一緒に夏祭りを楽しみましょう！ 

特別養護老人ホームなごみ荘 

〒945-0023  

柏崎市原町4番23号 

活動日時 8月 10日(土)18:00～19:30 頃(時間は相談に応じます) 

活動場所 特別養護老人ホームなごみ荘 

募集人数 特に制限なし 

募集条件 どなたでも 

服装・持ち物 動きやすい服装、上履き 

活動内容 

夏祭り屋台、ゲームコーナーのお手伝い 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

特養・ショートステイ・デイサービスのある介護老人福祉施設です。毎年恒

例の夏祭りのお手伝いをしてくださる方を募集しています。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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地域の皆さんの笑顔と元気を待っています！ 

柏崎刈羽ミニコロニー  

元気館障害者デイサービスセンター 

〒945-0061 

柏崎市栄町18-26 

活動日時 月～土曜日  

          9:00～15:00の中で可能な時間 

活動場所 元気館障害者デイサービスセンター 

募集人数  

募集条件  

服装・持ち物 動きやすい服装、上履き 

活動内容 

月～金曜日 利用者の方との交流（将棋、トランプなど） 

土曜日（第一日曜日の前日の土曜日はお休み） 

            余暇活動のお手伝い（手芸、特技のある方大歓迎） 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

10 代～60 代までの障がいをお持ちの方が集まるデイサービスセンターで

す。利用者の方と一緒に交流し、楽しめる方ならどなたでも大歓迎です。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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一緒に手伝いを楽しみましょう 

茨内地域生活支援センター 

〒945-1341  

柏崎市大字茨目字巻山1260-1 

活動日時 ①8月 21日（水）10:00～13:00（締切：8月16日（金） 

          ②8月  9 日（金）13:00～14:30（締切：8月7日（水）） 

活動場所 ①②とも茨内地域生活支援センター 

募集人数 ①②とも3名程度 

募集条件 中学生以上 

服装・持ち物 ①のみエプロンと参加費300円、①②とも上履き 

活動内容 

①利用者と一緒に調理・会食 

②利用者と一緒に折り紙で作品作り 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

障害のある方に憩いの場として提供しています。ボランティアの方との交流

を通して地域の方の障害への理解と利用者の社会生活を広げることを目的

としています。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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手話を学び、交流しよう！ 

手話サークル柏の会 

〒945-1101 

柏崎市横山1953-4 

活動日時 毎週土曜日 

     9:30～11:30 

活動場所 柏崎市総合福祉センター 

募集人数 数人 

募集条件 8月 24日（土）に予定している地域手話祭りの手伝いをしてい

ただけると助かります。 

服装・持ち物 特になし 

活動内容 

手話の学習 

聴覚障害者との交流 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

聴覚障害者（特にろうあ者）との交流、コミュニケーションのため手話を学

び、関係するボランティア活動をします。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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見学だけでも来てみてください！ 

たいようSOCIOセンター 

〒945-0045 

柏崎市豊町3-5 

活動日時 ① 月～金曜日  

       9:30～11:30 ※祝日、お盆期間を除く 

     ② 月一回（木曜日）  

       13:30～14:30 

活動場所 たいようSOCIOセンター 

募集人数 1日二名程度 

募集条件 高校生以上 一時間からでもOKです。 

服装・持ち物 動きやすい服装、上履き 

活動内容 

① 月～金曜日 軽作業のお手伝い 

② 木曜日《月一回》 利用者の方とのダンス交流 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

知的障がいのあるかたが、一般就労を目指しお仕事をしている場所です。 

また、日中の居場所として、仲間と自分らしく働きたい方を応援しています。

たくさんの人との出会いを大切にし、交流を深めたいと思います。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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ワイワイガヤガヤ楽しい夏休み！！ 

社会福祉法人ロングラン 

〒945-0052 

柏崎市錦町5-20 

活動日時  月～金曜日 

           9：00～17：00の間で可能な時間 

           ※お盆期間中（8/13～16）は、事業がお休みとなります。 

活動場所 F ステーション（柏崎市錦町5-220） 

          ここ・はうす（柏崎市四谷1-14-37） 

募集人数 制限は特別ありません 

    （利用者さんの利用人数等により制限させていただく場合があります）

募集条件 特別ありません、半日・数時間でも大歓迎です！ 

服装・持ち物 動きやすい服装、内履き、タオルや着替え、飲み物、昼食（一

日支援に携わって頂ける方のみ） 

活動内容 

就学されているお子さんがご利用される放課後等デイサービスというサービ

スに入って頂き、お子さんと一緒に遊んで頂きます！ 

※お子さんの中にはトイレ介助や食事介助の必要な方もいらっしゃいます

が、本職員が対応しますのでご安心下さい。 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

誰もが楽しくこの地域で暮らせるよう、主に障害のある人たちに福祉サービ

スを提供しています。 

今回同じ地域で暮らしている皆さんに、ぜひ障害を身近に感じて少しでも知

ってもらいたく応募しました。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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経験のある方、ない方も興味のある方お待ちしています！

柏崎刈羽ミニコロニー 松波の里 

〒945-0011  

新潟県柏崎市松波4丁目8番18号 

活動日時 月～金曜日  

     9:00～17:00までのご希望の時間 

活動場所 松波の里 

募集人数 定めておりません 

募集条件 福祉に興味のある方 

服装・持ち物 動きやすい服装、上履き 

活動内容 

・散歩や買い物等外出時の付き添い 

・日課の補助 

・特技の披露 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

障害者支援施設として「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」「日中一時支

援」を行っております。福祉施設を見てみたい等、興味のある方ぜひお越し

下さい。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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「夏まつり、一緒に楽しみませんか？」 

救護施設 かしわ荘 

〒945-0112  

柏崎市畔屋194番地 1 

活動日時 8月 3日（土） 

     18:00～21:00（時間相談可） 雨天中止 

活動場所 救護施設かしわ荘 敷地内 

募集人数 10名前後 

募集条件 特にありません。 

服装・持ち物 動きやすいズボンが基本となりますが、浴衣や仮装、大歓迎

です！ 

活動内容 

・利用者と一緒に民謡を踊ったり、車椅子の方の介助をしながら、夏祭りを

楽しみ、盛り上げる。 

・夏祭りの後片付け等 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

・当施設は、身体や精神に障害があったり、何等かの生活上の問題の為日常

生活を営むことが困難な方々が生活保護法により健康で安心した生活を送

るための施設です。 

・利用者と関わりながら、職員と一緒に夏祭りを盛り上げていただきたい。

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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松風よいとこ一度はおいで！ 

柏崎刈羽ミニコロニー 松風の里 

〒945-0011  

柏崎市松波4丁目8番8号 

活動日時 7月 20日(土)～9月 1日(日) 

活動場所 松風の里 

募集人数 事前に連絡をください。 

募集条件 ボランティア活動保険に加入されている方 

服装・持ち物 動きやすい服装、着替えなど 

活動内容 

・外出等一緒に参加してくださる方 

・一緒に園内歩行してくださる方 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

知的障害のある大人の方の施設です。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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フレッシュなパワーで子どもたちを笑顔に一緒にしましょう！ 

柏崎ジョイフル・キッズ(KJK) 

〒945-0026  

柏崎市藤元町22-25 柏崎ジョイフル・キッズ（ＫＪ

Ｋ） 

活動日時 ①7/21(日)10:30～15:00(実働 10:00～15:30)休憩あり 

          ②7/27(土)10:00～14:30(実働 9:00～15:00)休憩あり 

          ③8/6(火)10:00～11:30(実働 9:15～12:00) 

活動場所 ①キッズマジック（フォンジェ内)、②刈羽村老人福祉センター、

③柏崎小学校児童クラブ 

募集人数 ①2名(男女どちらでもOK)、②4名(男女どちらでもOK)、③2

名(男女どちらでもOK) 

募集条件 ①②③ともに高校生以上 

服装・持ち物 ①②③ともに動きやすい服装、水筒要持参、①③はおやつ付

き！、②400円分施設内飲食チケット付き 

活動内容 

子供向けの簡単なワークショップで、子供たちの工作のお手伝いをお願いし

ます。 

※工作の作り方は当日レクチャーします。 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

子育て支援団体として子ども、親子向け、保護者向けに学べる遊べる楽しめ

るを主にワークショップやレクリエーションを開催しています。最近は出張

で出かけることが多いです。子供たちの笑顔のために学生のみなさんのお力

をお借りしたいです。夏休み期間中に入った以来場所でのワークショップの

お手伝いをお願いします。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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将来子どもに関わる仕事がしたい！柏崎で働きたい！ 

                   と考えている方必見です！ 

柏崎お仕事体験塾実行委員会 

〒945-0045 柏崎市豊町3-59 

活動日時 8月 18日(日)  

     9:00～17:30 

活動場所 アルフォーレ 

募集人数 100名 

募集条件 中学生以上 

服装・持ち物 動きやすい服装、タオル、飲み物、昼食 

活動内容 

柏崎お仕事体験塾の各ブース受付のお手伝い 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

柏崎お仕事体験塾は、小学生３～６年生を対象に、柏崎市内のさまざまなお仕事を

体験することができるイベントです。子供たちがいきいきと体験し、学ぶお手伝い

をお願いします！ 

市内の40を超える様々な職業に触れることができるので、進路選択に役立ちます。

さらに職業人との交流からコミュニケーション能力が高まることが期待できます。

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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子どもが好きな元気のある方お待ちしてます！ 

とうぶ保育園 

〒945-0026 柏崎市藤元町28-20 

活動日時 8月 12日～16日と土曜日を除く 

     8:15～16:00(休憩あり) 

活動場所 とうぶ保育園 

募集人数 １日１名 

募集条件 高校生以上 ２日間 

服装・持ち物 動きやすい服装、着替え一式、必要に応じてプール道具、 

       お弁当(白飯) 

活動内容 

子どもの遊び相手や、保育士の仕事の補佐をお願いします。 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

０～５才児が通う保育園です。 

子どもと一緒に遊んだり保育士のお手伝いをしてくださる方を募集しま

す！ 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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目指せ！日本一のカキツバタ 

柏崎・夢の森公園 

〒945-1355  

柏崎市軽井川4544-1 柏崎・夢の森公園 

活動日時 7月 20日（土） 

     9:00～12:00 

活動場所 柏崎・夢の森公園（集合：園内の「里山工房」） 

募集人数 何人でも 

募集条件 18歳以上、また親子 

服装・持ち物 動きやすい服装、帽子、軍手、（可能であれば長靴）、ウェダ

ーを着用する可能性がありますので着替えがあると安心です。 

活動内容 

カキツバタエリアの除草。 

カキツバタの生育や木道の歩行の妨げになるヨシ等の刈り取り作業。 

参加者の方は水辺に入って除草作業または草の運搬をお願いする予定です。

活動後の美味しいお汁付き！ 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

里山の環境を有した公園です。水辺では毎年3万本の花を咲かせるカキツバ

タ。日本一の水辺を目指して市民の皆さんと整備しています。水の中の作業

のため機械を入れることが難しく、手作業で整備をするので多くの人に協力

していただきたいです。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー

ＮＯ.17



山里の暮らしと遊びを体験してみよう 

石黒水曜くらぶ 

〒945-1515  

柏崎市高柳町石黒1640 

活動日時 8月 3日（土） ＜申込締切：7月29日（月）＞  

     8:30       柏崎駅集合 

     9:30～12:00   作業 

     12:00~13:00   昼食 

     13:40       解散 

活動場所 高栁町上石黒地内ブナ林（雨天時は石黒地域活動拠点施設） 

募集人数 最大 5名（当会で保険加入） 

募集条件 柏崎駅南口8:30集合 13:40解散 

服装・持ち物 長袖、長ズボン、軍手を着用、着替えの用意 

活動内容 

11 月実施予定のウォーキングコースの整備。主に枝拾いや障害物の片付け

作業。その後、林内でそり遊び。（雨天時は活動拠点施設の清掃と昼食のカレ

ー作り） 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

11 月に行われる「からむし街道よっくららっくら市」のウォーキングコー

スの整備が高齢化により厳しくなってきた。1年間で一番多くの人に訪れて

もらうイベントに向け、市内の若い人達の力を借りたい。 

※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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夏といえば24時間テレビ！一緒に募金を呼びかけましょう！ 

柏崎市社会福祉協議会 

〒945-0045 柏崎市豊町3-59 

活動日時 8月 25日（日） 

     9:30～17:00 

活動場所 ウオロク、ムサシ、ドンキホーテのいずれか 

募集人数 20名 

募集条件 どなたでも 

服装・持ち物 飲み物、昼食代500円 

活動内容 

24時間テレビチャリティ街頭募金 

ボランティア募集の想い・・・♡ 

毎年恒例となった24時間テレビチャリティ募金、「愛は地球を救う」のテーマのも

と、日本全国が注目をしている活動です。年齢、性別など関係なく、みんなひとつ

になって募金活動をしてみませんか。 

暑い中での活動にはなりますが、頑張った分だけ終わったあとはとても気持ちがい

いです。柏崎市の募金をしてくださる優しい心にも触れることができます。 

どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
※不明な点がありましたら、まずはボランティアセンターへお問い合せください。 

令和元年 サマーチャレンジボランティア活動先メニュー
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