
ボランティア受け入れ希望事業所一覧

令和元年９月１日現在



事業所 担当者 ボランティアポイン
ト制度 送迎 希望内容 内容詳細や連絡事項 希望時間 年齢

○ 無 話し好きな方の話し相手
対象者は２～３名で女性の高齢者
事前打ち合わせします。来られる日でお願いします。

１４：００～１５：００
６０～
８０歳代

〇 無 食事の配膳・下膳
配膳・下膳の他に洗い物有り　事前に打ち合わせします。
毎日募集しています。希望が多ければ事前に日程調整致します。

１２：００～１３：３０ 特になし

〇 無 環境整備
居室やトイレホールなどの掃除
事前に打ち合わせします。毎日募集しています。

９：００～１０：３０
１２：３０～１３：３０

特になし

○ 無 話し相手 話し好きの利用者さんとの話し相手　事前に打ち合わせあり １０：００～１２：００ 特になし

〇 無 畑仕事の手伝い 利用者さんと一緒に軽農作業　事前に打ち合わせあり １４：００～１５：００ 特になし

小規模多機能ホームおあしす国分
国分福島3-61-3

0995-48-5262
松村　守

○ 無 話し相手
利用者様の話し相手や塗り絵や手芸などのお手伝い
事前に打ち合わせします。

１３：３０～１６：００で
都合のつく時間

５０～７０
歳
代の女性

○ 無 シーツ交換
９部屋９人分をお願いします。(施設専用の寝具です）毎日募集して
います。来られる日でお願いします。時間要相談

１０：００～１２：００ 特になし

〇 無 宿泊室の掃除
毎日募集しています。来られる日でお願いします。時間等は相談く
ださい。

１４：００～１５：００ 特になし

〇 無 施設内の掃除
毎日募集しています。来られる日でお願いします。時間等は相談く
ださい。

１４：００～１５：００ 特になし

○ 無 食事の準備・配膳・下膳・後片付け
食事は外からお弁当が届きますが、簡単な調理（調理バサミで食べやすい
大きさに切る）ごりよなどがあります。ご利用者様が出来ないところをサ
ポートします。

１１：００～１３：００ 特になし

〇 無 血圧測定の補助
手動式の血圧計や体温計をご利用者様ができるよう見守りと出
来ない方への　補助

１０：００～１１：００ 特になし

〇 無 活動や屋外イベントの補助
ご利用者様と一緒に畑の除草や花の手入れ、木工作業、手工芸な
どの活動の補助や外出イベントの補助

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

特になし

〇 無 掃除や洗濯等の補助
生活リハビリが必要なご利用者様と一緒に掃除機かけや窓拭き、
洗濯物干しを行って頂きます

１０：３０～１１：３０
１３：３０～１４：３０

特になし

○ 無 食事の準備・配膳・下膳・後片付け
食事は外からお弁当が届きますが、簡単な調理（調理バサミで食べやすい
大きさに切る）ごりよなどがあります。ご利用者様が出来ないところをサ
ポートします。

１１：００～１３：００ 特になし

〇 無 血圧測定の補助
手動式の血圧計や体温計をご利用者様ができるよう見守りと出
来ない方への　補助

１０：００～１１：００ 特になし

〇 無 活動や屋外イベントの補助
ご利用者様と一緒に畑の除草や花の手入れ、木工作業、手工芸な
どの活動の補助や外出イベントの補助

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

特になし

〇 無 掃除や洗濯等の補助
生活リハビリが必要なご利用者様と一緒に掃除機かけや窓拭き、
洗濯物干しを行って頂きます

１０：３０～１１：３０
１３：３０～１４：３０

特になし

○ 無 話し相手
話し好きな利用者さんの話し相手
事前に打ち合わせます。月～土曜日

１０：３０～１２：００
１３：３０～１５：３０の間で

特になし

〇 無 畑仕事のお手伝い
利用者さんと一緒に花壇の手入れ等　事前に打ち合わせします。
暑い時期や寒い時期は除き、当日の天候によります。月～土曜日

14：00-15：00 特になし

〇 無 お茶の準備と片づけ
お茶の時間の準備と片づけ
事前に打ち合わせします。月～土曜日

１４：３０～１５：３０ 特になし

デイサービスセンター今日館
国分中央３丁目１６－６

0995-55-9000
中村　有紀子

〇
要

相談 食事の配膳・下膳
配膳・下膳の他、盛り付け、洗い物などあり
事前に打ち合わせします。火・水曜日募集　※食事の提供有り

１１：００～１３：００ 特になし

茶話本舗デイサービス姫城
国分府中１６７番地７号

０９９５－７３－５０２０
篠原　由成 〇 有 話し相手

利用者の話し相手、その他（主に女性の高齢者）
曜日は来れる日でお願いします。打ち合わせ当日行います。

９：３０～１６：００で
いつでも可

グループホーム嘉祥園ひなた
国分清水５丁目１－４９

0995-70-0315
坂下

介護付き有料老人ホーム はな
国分清水１－２－２３

０９９５－７３－３７７３
川田　すみ子

0995-48-66０3
ボランティア担当者
とお呼び出し下

さい。

国分府中デイサービス
霧島市国分府中１３－１５

国分地区

小規模多機能ホームおあしす重久
国分重久４１１－３

0995-48-5262
有馬　祥貴

 リハケアガーデン ネクスト
　　　国分広瀬４丁目１２-２２
※事前打ち合わせあり
※曜日は来られる日でお願いします。

0995-70-1262
瀬崎

　リハケアガーデン　国分
　　　国分中央４丁目１２－２２
※事前打ち合わせあり
※曜日は来られる日でお願いします。

0995-７３-３３８１
深見



事業所 担当者 ボランティアポイン
ト制度 送迎 希望内容 内容詳細 希望時間 年齢

〇 有 施設内草払い
施設敷地内の草原い
月２回程度（１回１時間程度でも可）

１０：００～１６：００ 特になし

〇 無 畑仕事・花の世話等
施設内の畑またはプランター等のお世話
曜日等は事前に打ち合わせを致します。

1４：00～1５：00 特になし

木の花デイサービス
隼人町松永１丁目３９－１

０９９５－５５－５８５８
伊藤

〇 無 話し相手
話し好きの利用者さんとの話し相手
事前に打ち合わせあり

10：00～12：00 特になし

グループホーム隼人
隼人町松永３６３０－３

０９９５－６４－２５２０
花牟禮・津曲

×
要

相談 話し相手
入居者様との語らい・園外散歩
事前に打ち合わせをします。

10：00～１１：３０ 特になし

事業所 担当者 ボランティアポイン
ト制度 送迎 希望内容 内容詳細 希望時間 年齢

○ 無 施設内清掃
居室等の清掃（掃除機がけ、拭き掃除）
日時などの事前に打ち合わせをお願いします。

１０：００～１６：００の間で
都合の良い時間

特になし

〇 無 室外清掃作業
室外の除草若しくは剪定　日時などの事前打ち合わせをお願い
します。器具等は持込をお願いします。

７：００～１７：００の間で
都合の良い時間

特になし

○ 無 シーツ交換
９部屋９人分をお願いします。(施設専用の寝具です）
毎火曜日になります。

10：00～12：00 特になし

〇 無 話し相手
話し好きな方の話し相手。事前に打ち合わせします。曜日は来られ
る日でお願いします。

10：00～12：00 特になし

〇 無 食事の配膳・下膳 毎日募集しています。来られる日でお願いします。 １１：００～１３：００ 特になし

〇 無 畑仕事の手伝い
利用者さんと一緒に軽農作業
曜日は来られる日でお願いします。

10：00～12：00 特になし

〇 無 レク補助
利用者さんと一緒に脳レク
曜日は来られる日でお願いします。

10：00～12：00 特になし

事業所 担当者 ボランティアポイン
ト制度 送迎 希望内容 内容詳細 希望時間 年齢

○ 無 草取り
施設周囲の草むしり
帽子・長靴・手袋は持参して下さい。

９：００～ 特になし

○ 無 包丁研ぎ
施設で使用している包丁（８丁ほど）を研ぐ
毎月１回

14：00-15：00 特になし

○ 無 読み聞かせ
紙芝居、本、新聞、雑誌などを利用者へ読んで頂く
紙芝居・本など持参可能です。

10：00～1１：00 特になし

○ 無 体操
利用者が楽しみながらできる体操指導
利用者１０名ほどです。

10：00～1１：00 特になし

隼人地区

グループホームあもり
隼人町内2075-2

０９９５－43-8700
市来暢之

福山地区

グループホーム福山の里
福山町福山775-2

０９９５－54-7070
倉富修一

小規模多機能おあしす福山
福山町福山5410-26

０９９５－64-7110
和田

溝辺地区

よいやんせ
溝辺町﨑森2759-1

０９９５‐64-1188
小川卓也



事業所 担当者 ボランティアポイン
ト制度 送迎 希望内容 内容詳細 希望時間 年齢

グループホームうさぎ
霧島田口193-1

０９９５－57-3031
信国　由美子

× 無 おやつ作り
ふくれ菓子やガネなどを作って頂ける方。（お年寄り１８人分）
月２回程度。事前に調整させて頂きます。

１３：００～１６：００ 特になし

〇 無 シーツ交換
９部屋９人分をお願いします。(施設専用の寝具です）
毎月曜日になります。

10：00～1１：00 特になし

〇 無 居室・ホールの掃除
居室・ホールの掃除機かけと台所のモップかけ
毎日募集していますが、来れる日でお願いします。

９：00～1０：00 特になし

〇 無 音楽レク 昔懐かしい曲をギターやハーモニカで演奏 10：00～1１：00 特になし

○ 無 話し相手
話し好きな方の話し相手。事前に打ち合わせします。曜日は来られ
る日でお願いします。

１０：００～１６：００の間で
都合の良い時間

特になし

〇 無 畑仕事の手伝い
利用者さんと一緒に軽農作業
曜日は来られる日でお願いします。

９：００～ 特になし

〇 無 園芸・木の剪定 事前に打ち合わせします。 涼しい時間 特になし

〇 無 外出同行
個別外出等の付き添い
事前に打ち合わせします。

特になし

事業所 担当者 ボランティアポイン
ト制度 送迎 希望内容 内容詳細 希望時間 年齢

みどりの風
横川町中ノ5645-1

０９９５－72-9054
竹下智行

○ 無 レクリエーション
歌、楽器演奏等
事前に打ち合わせします。

特になし

事業所 担当者 ボランティアポイン
ト制度 送迎 希望内容 内容詳細 希望時間 年齢

〇
要

相談 話し相手
話し好きな方の話し相手。初回は事前に打ち合わせします。
ボランティア活動時間は１時間でもOKです。

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

特になし

〇
要

相談 食事の配膳・下膳
配膳・下膳の他、洗い物などあり。初回は事前に打ち合わせします。
ボランティア活動内容はご希望をお聞きします。

１２：００～１３：００ 特になし

霧島地区

牧園地区

みんなの家
牧園町宿窪田９３９

０９９５－７６－０２９９
神田　俊之

グループホームゆめ
霧島田口２１４３

０９９５－57-５２７７
岩下　由起子

小規模多機能一休庵きりしま
霧島田口５７８－１

０９９５－６４-８２８２
竹之下　幸子
栗野　由規子

横川地区


