
27 年 11 月 1 日現在

指定番号 電話番号

１ ３１－００１２

２

３（２） ３２－２６３１

３（３） ３２－２６３１

４

５

６ 28－５１５１

７ ２８－０２９４

８ ２２－５７６６

９ ２４－７１１１彩雲館 上之町１丁目５４番地２

各事業の介助または作業の

お手伝い

月～金 １０時～１２時 西

津島ケアセンターまほろば 南本町２丁目1番地

話し相手、洗濯、掃除、食器

洗い、お茶出し、整容、草取

り、レクなど

月～土 ８時３０分～１７時３０分 浅井

特別養護老人ホーム

長寿の里・津島

江西町１丁目３番１

長寿の里の各種イベント、お

茶会、喫茶コーナー、外出レ

ク、施設内の環境整備、車い

す清掃、入所者等の日常生活

のお手伝い、傾聴ボラ

内容により

変更がある

内容により変更がある

例）喫茶タイム１４時３０分～１６時３０分

モーニングタイム９時～１１時　　など

岡本

（活動中止）

（活動中止）

津島市民病院ボランティア 市民病院内

通院患者の車いす介助及び

搬送、診療各科への案内、タ

クシーの手配、入院患者の車

いす搬送（リハビリ）、衛生材

料作り、車いすの整備点検

月～金

９時～１１時３０分

１３時３０分～１５時３０分

鈴木

月～土 １０時３０分～１２時 安達（栄）

恵寿荘通所介護事業所 唐臼町半池７２番地６

利用者の見守り支援

手作業の手伝い

毎週水 ９時３０分～１５時 瀬尾

３（１） 特別養護老人ホーム恵寿荘 唐臼町半池７２番地６ ３２－２６３１

施設内の清掃 第３木

内容による

１４時～１６時

永津

各種イベント（レク等）

（活動中止）

内容により時間が異なる

特別養護老人ホーム恵寿荘 配食の宅配先（津島市内） 配食の宅配（安否確認）

グループホーム恵寿荘 唐臼町四反田２５ 大正琴の演奏 第３月 １４時～１５時 滝川

介護支援ボランティア（病院・施設等）情報　　一覧

平成

病院・施設等団体名 活動場所（住所等） 活動内容 活動日 活動時間 担当



27 年 11 月 1 日現在

指定番号 電話番号

介護支援ボランティア（病院・施設等）情報　　一覧

平成

病院・施設等団体名 活動場所（住所等） 活動内容 活動日 活動時間 担当

１０ なし

１１ ２５－８４１１

１２ ２６－２４８２

１３

１４ ３３－０８８０

１５ ３２－５２５８

１６ ２４－０６５４

１７ ２８－５３１１

１８ ６９－５１５０

１９

２０

２１ （活動中止）

（活動中止）

（活動中止）

デイサービスすみれ 藤里町１丁目４２番地２

貼り絵、折り紙、踊り、昼食

作り、おやつ作り、ボーリング

月～土 １０時～１６時３０分

星野

大矢

津島市老人クラブ連合会

わざ・語り・伝承の館

南門前町１丁目８番地

歴史講座

高齢者パソコン教室

いきいきサロン

随時 ９時～１７時 櫻木

共同募金運動 津島駅前　等 共同募金街頭募金活動 随時 随時

永田

水谷

デイサービスまごのて 鹿伏兎町東清水１４６ 各行事、活動の手伝い 月～土 ８時３０分～１７時３０分 岩森

（活動中止）

ネットワーク愛知

デイサービス活き生き

中一色町西訳３０番地

軽い農作業、外出時の付き添

い、利用者の製作活動、機能

運動の補助　等

月～土 ８時３０分～１７時３０分 川原

あいあい会（配食ボランティア）

配食の宅配先

（津島市・東西南北地区）

配食の宅配（安否確認）

毎週火・金

（祝祭日除く）

１０時～１２時 安達（友）

津島市教育委員会

東公園一帯、天王川公園、

文化会館　　等

つしまおやこワクワク体験フェ

スティバル、津島市駅伝競走

大会、スポーツフェスティバル

IN　TSUSHIMA　　等

現在、ボランティアの募集はありません

津島市社会福祉協議会 上之町１丁目６０番地

社会福祉事業全般

社会福祉大会（12月予定）

立春のつどい（2月予定）

手伝い

内容により

変更がある

内容により時間が異なる

水谷

田島
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２２ ２５－０２９４

２３ ２６－５１１２

２４ ５５－９５９１

２５ ２８-２８００

２６ ２５－８２２６

２７ ３２－２１２６

２８ ３２－５０００ゆうとぴあ恵愛 元寺町３丁目９７番地１

庭の手入れ、話し相手、行事・

レクリエーション・作業の手伝

い

随時 内容により活動時間が異なる 服部

唐臼保育園 唐臼町郷裏５５

園外保育の援助・伝承遊び・

手作り玩具作り・園芸、畑作

業・草刈り・環境整備・バザー

の手伝い

随時

随時

（活動によって活動時間が異な

る）

松永

しらさぎ福祉園 蛭間町字弁日１７７

作業の手伝い

レクリエーション活動の参加

喫茶「ゆめひろば」での店番・

販売など

月～金

（月２日は

土曜日

午前中）

９時～１６時

野呂

後藤

津島商工会議所 立込町４-１４４

町の活性化に寄与する事業

においての簡単な軽作業

随時 随時 大橋

愛宕ケアセンター　まほろば 東愛宕町１－５４－３

デイサービスでのレクリエー

ションの手伝い、お茶出し・施

設内の環境整備・見守り・手

作業の手伝い

月～土 ８時３０分～１７時３０分

伊藤

上野

中村

グループホーム　ぬくもり 葉苅町字綿掛５５

散歩・外出の付き添い、話し

相手、喫茶・畑・レク・施設行

事の手伝い、利用者の作品作

りの手伝い、清掃、趣味活動

（大正琴・フラダンス・民謡・童

謡・歌謡・踊り・三味線等）

随時（応相談） 随時（応相談） 藤原

グループホーム　長寿の家 江西町４－１４８

散歩、外出の付き添い、話し

相手、稽古事（将棋、囲碁、生

け花、書道、手芸　など）、演

芸

随時（応相談） 随時（応相談） 熊


