
★ボランティアニーズ情報 

施設名 

住所・電話・Ｅメール 

ボランティア担当者名 

活動内容 時期 回数 曜日 時間 
人数 

（1回につき） 
備考 

特定非営利活動法人 

大牟田知的障害者育成会 

 

住所：大字唐船２６４－１ 

Tel：53-4896   FAX：32-9896 

メール：furenzu@ia6.itkeeper.ne.jp 

プール利用時の介助 

（着替え含む男性） 
７・８・９月 年８～１０回 水曜日 １３:００～１６:００ ２人 男性 

サンアビ祭の準備 

～実施日の支援 

（バザー、パラリンピック介助） 

 

10月 11日 

準備数回 

当日 ２日 

随時 

土・日・祝 

１０:００～１５:００ 

９:３０～１６:００ 

数人 

３～４人 学生可 

畑の草取り・公園美化 通年 随時 随時 ９:３０～１５:００ ２～３人  

ペットボトルふたの収集、選別 通年 随時 随時 ９:３０～１６:００ ２～３人  

パイプハウス組み立て 
５月または

６月 
１回  ９:３０～１６:００ 数人 

ハウス組立経

験者が良い 

あけぼの会 有明ホーム 

 

住所：檪野２７７１ 

Tel：57-2130  FAX：57-2139 

担当：山本 

檪野祭（施設が催す祭り） 

 知的障がい者と一緒に祭りに 

参加したり、食事バザーや物 

品バザーの補助、車の誘導 

11月 23日 

もしくはその

前後 

年１回 
日曜日も

しくは祝日 
１０:００～１５:００ 多数 

男女・年齢問

わず 

NPO法人おおむた障害者応援センター 

地域活動支援センター もやい 

住所：上町２丁目４－７ イッツビル 102 号 

Tel：56-9142   FAX：56-9142  

メール：sos@sea.ariakenet.com 

       担当：有松由里子  

レクリエーションの介助 通年 年４回程度 随時 ９：００～１８：００ ２人程度 
女性希望、 

学生可 



社会福祉法人 東翔会   

高齢者総合ケアセンター サンフレンズ  

グループホーム ふぁみりえ   

住所：沖田町５１０    

Tel：43-1223    FAX：43-1273 

メール：sunfriends@mx7.tiki.ne.ｊｐ 

担当：齋藤智 

もちつき大会 １２月末 年１回  ９:３０～１４:００ 何名でも 

相談に応じて 

調整させていた

だきます。 畑・庭の整備 通年    何名でも 

社会福祉法人 東翔会   

高齢者総合ケアセンター サンフレンズ  

介護予防相談センター 

住所：沖田町５１０ 

Tel：43-1223    FAX：43-1273 

メール：sunfriends@mx7.tiki.ne.ｊｐ 

担当：島田広志 

・介護予防教室における体操 

やレクリエーションの補助 

・利用者との交流 

 

 ①昴の会 

 ②ゆた～っと会 

 ③木蓮 

通年  

 

 

 

①週１回 

②週１回 

③週１回 

 

 

 

 

①月 

②水 

③木 

 

 

 

 

①１０:００～１１:３０ 

②１４:００～１５:３０ 

③１４:００～１５:３０ 

 

 

 

 

１～２人 

１～２人 

１～２人 

 

社会福祉法人 東翔会   

高齢者総合ケアセンター サンフレンズ  

特別養護老人ホーム 

 

住所：沖田町５１０    

Tel：43-1223    FAX：43-1273 

メール：sunfriends@mx7.tiki.ne.ｊｐ 

担当：林真理子、若松誠

   

入居者の話し相手、アクティビ 

ティやおむつ介助のお手伝い、 

外散歩時の車いす介助など 

通年 週１～２回 随時 １０:００～１６:００ 

要相談 

女性希望、 

車いす介助の

の経験があると

助かります。 

車いす掃除 通年 月１回 随時 １０:００～１５:００ 
 

音楽演奏、演劇、手品などを

見て聞いて楽しませてもらえるボ

ランティア 

書道や折り紙などご利用者が 

参加できるボランティア 

 

 

通年 

 

 

 

 

月１～２回 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

１０:００～１５:００ 

 

敬老会やクリスマス会などで出

し物をしてくれるボランティア 

 

９・１２月 

 

年２回 

 

祝・日 

 

１０:３０～１５:００ 



 

 

 

 

 

 

株式会社あうる   

"介護付き有料老人ホームピュアライフ 

しらがね・デイサービスしらがね"  

住所：白銀８９５－４    

Tel：50-0322   FAX：50-0323  

メール： owl-co@estate.ocn.ne.jp 

担当：德永智子 

敬老会 ９月 １回 祝日 未定 ６人程度 

 

社会福祉法人 福因寺福祉会  

住所：大字今山４３４５－１ 

Tel：51-2942   FAX：51-2983 

         担当：竹本康雄 

夏祭り ８月 年１回 土 １８:００～２１:００ 要相談 

 

グループホーム蒼（有限会社 うえだ） 

 

Tel：58-3608    FAX：58-2325 

メール： aoi.yuima-ru@cam.bbiq.jp 

担当：猿渡 

子どもたちの見守り 

（主に小学生） 
通年 月１回程度 

第 ３ 水

曜日もし

くは第３

土曜日 

１３:００～１７:００ ２人程度 
子ども好き、 

女性希望 

入居者の話し相手 

レクリエーションのお手伝い 
通年 週１回程度 随時 

１０:００～１２:００ 

応相談 
１人程度 

 

おもちゃの図書館 くるりん 

住所：瓦町９－３ 

Tel：57-2527    FAX：57-2528 

メール：omshakyo@omshakyo.or.jp 

担当：紙田 

おもちゃの出しいれ、 

会場準備・後片付け、 

子どもと遊ぶこと 

通年 月１回 第３日曜日 ９:３０～１３:３０ 数人 

年代問わず 

事前打ち合わ

せへの出席をお

願いします 

mailto:owl-co@estate.ocn.ne.jp
mailto:aoi.yuima-ru@cam.bbiq.jp
mailto:omshakyo@omshakyo.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人キリスト者奉仕会 

              大牟田恵愛園  

住所：大字今山４３６８－３ 

Tel：51-8750   FAX：51-4749 

メール：keiaien@lily.ocn.ne.jp         

担当：山口、叶ま 

利用者の話相手、 

レクリエーションの介助 
通年 週１回程度 月～金 

１０:００～１６:００ 

（応相談） 
２人程度  

恵愛祭り １０月 年１回 第 3土曜日 ９:３０～１６:３０ 多数希望  

大掃除、懇親会 ８月、１２月 年３回 土曜日 １３:３０～１９:００ 要相談  

日帰り旅行 ９月５日 年１回 土曜日 ８:３０～１７:００ 要相談  

一泊旅行 
９/２６～ 

９/２７ 
年１回 

土 曜 日 ～

日曜日 
８:３０～１７:００ 要相談 自己負担あり 

二泊旅行 
１１/２０～

１１/２２ 
年１回 

金 曜 日 ～

日曜日 
８:３０～１７:００ 要相談 自己負担あり 

クリスマス祝会 １２月 年１回 土曜日 １３:３０~１５:３０ 要相談  

mailto:keiaien@lily.ocn.ne.jp


★バザー品募集情報  

施設名 

住所・電話・Ｅメール 

ボランティア担当者名 

募集している品物 時期 使用目的 備考 

あけぼの会 有明ホーム 

 

住所：檪野２７７１ 

Tel：57-2130  FAX：57-2139 

担当：山本 

お歳暮の品物 ９～１１月 
１１月２３日か２２日に行う 

檪野祭のバザー品に使用します。 
 

NPO法人おおむた障害者応援センター 

地域活動支援センター もやい 

住所：上町２丁目４－７ イッツビル 102 号 

Tel：56-9142   FAX：56-9142  

メール：sos@sea.ariakenet.com 

       担当：有松由里子  

お歳暮の品物、アクセサリー、バック、 

中古衣料 （食品は除く） 
９月くらい １０月のフリーマーケット出店 衣料等は汚れていないもの 

特定非営利活動法人 

大牟田知的障害者育成会 

 

住所：大字唐船２６４－１ 

Tel：53-4896   FAX：32-9896 

メール：furenzu@ia6.itkeeper.ne.jp 

お中元・お歳暮等の品物（新品） 

生活用品・電気器具 
９～１０月 サンアビ祭りのバザー品 

食品は賞味期限内 

電気器具は新品または 

ほとんど使っていない状態 

社会福祉法人キリスト者奉仕会 

              大牟田恵愛園  

住所：大字今山４３６８－３ 

Tel：51-8750   FAX：51-4749 

メール：keiaien@lily.ocn.ne.jp         

担当：山口、叶ま 

お歳暮の品物、日用品、食器、雑貨、衣

類 
８月～１０月 

１０月第３土曜日 

恵愛祭りのバザー品 

食品は賞味期限内 

衣料等は汚れていないもの 

（新品もしくは新品同様） 

mailto:keiaien@lily.ocn.ne.jp


★ボランティア体験受け入れ 
 

施設名 

住所・電話・Ｅメール 

ボランティア担当者名 

活動内容 時期 曜日 時間 
人数 

（1回につき） 
受入条件 受入対象 

社会福祉法人 東翔会   

高齢者総合ケアセンター サンフレンズ  

グループホーム ふぁみりえ   

住所：沖田町５１０    

Tel：43-1223    FAX：43-1273 

メール：sunfriends@mx7.tiki.ne.ｊｐ 

担当：齋藤智 

入居者の方々との 

談話、家事等 
通年    相談の上調整します。  

株式会社あうる   

"介護付き有料老人ホームピュアライフ 

しらがね・デイサービスしらがね"  

住所：白銀８９５－４    

Tel：50-0322   FAX：50-0323  

メール： owl-co@estate.ocn.ne.jp 

担当：德永智子 

利用者の話相手 通年 火・水・金 
１３:００～ 

１５:００ 
５人まで 

施設・高齢者について

事前学習をお願いしま

す。 

高校生以上 

社会福祉法人キリスト者奉仕会 

              大牟田恵愛園  

住所：大字今山４３６８－３ 

Tel：51-8750   FAX：51-4749 

メール：keiaien@lily.ocn.ne.jp         

担当：山口、叶ま 

利用者とのレクリエー

ション交流 
通年 火・木 

９:３０～１６:

００ 
要相談   

福祉体験（車イス

体験） 
通年 火・木 

９:３０～１６:

００（要相談） 
要相談 

団体様の場合は、１ヶ

月前にはご相談下さ

い。 

 

作業体験 通年 火・木 
９:３０～１６:

００（要相談） 
要相談 

団体様の場合は、１ヶ

月前にはご相談下さ

い。 

 

mailto:owl-co@estate.ocn.ne.jp
mailto:keiaien@lily.ocn.ne.jp


★収集物について 

 

 

活動されるみなさまへ 

◆やってみたい活動がありましたら、それぞれの施設等のボランティア担当者に直接連絡してください。 

◆活動するにあたって、下記の点に注意してください。 

１．活動前に担当者と十分な打合せを行い、無理のない活動計画を立てましょう。 

２．もしもの場合に備えて、ボランティア活動保険に加入しておきましょう。 

３．約束を守る・緊急なことがおきたらすぐ連絡を入れるなど、相手の立場に立って活動しましょう。 

４．活動後、「ボランティア活動報告書」へ記録しておきましょう。 

    （報告書は、次回更新時に提出してください） 

 

この情報は、変更されている場合もありますので、ご了承ください。 

 

施設名 

住所・電話・Ｅメール 

ボランティア担当者名 

収集している内容 時期 受入条件 使用目的 

特定非営利活動法人 

大牟田知的障害者育成会 

住所：大字唐船２６４－１ 

Tel：53-4896   FAX：32-9896 

メール：furenzu@ia6.itkeeper.ne.jp 

楽 器 通年 使えるもの 音楽の時間に使用 

社会福祉法人キリスト者奉仕会 

              大牟田恵愛園  

住所：大字今山４３６８－３ 

Tel：51-8750   FAX：51-4749 

メール：keiaien@lily.ocn.ne.jp         

担当：山口、叶ま 

カスタネットやタンバリン 通年 汚れや破れがない状態のもの 施設のレクリエーションで使用 

mailto:keiaien@lily.ocn.ne.jp

