
分　野 番号 団　体　名 活　動　場　所 町　名 内　　　容 備　考

1 あいあいデイサービスセンター あいあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター 赤坂町 2日 (火) 4日 (木) 10:00 ～ 16:00 各2 名 交流、レクリエーション参加など

2 デイサービスセンター　あいゆう ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンターあいゆう 牛久保町 10日 (水) 12日 (金) 10:00 ～ 15:30 各2 名 交流、レクリエーション参加など

3 デイサービス　おひさま ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおひさま 国府町 11日 (木) 12日 (金) 18日 (木) 19日 (金) 20日 (土) 9:30 ～ 15:00 各3 名 入浴・排泄・食事等の介護、交流・活動プログラムへの参加

4 デイサービスセンター　豊川彩幸 豊川彩幸 森6丁目 8日 (月) 11日 (木) 12日 (金) 30日 (火) 31日 (水) 13:30 ～ 15:30 各1 名 行事、レクリエーションの手伝い

5 デイサービスセンター　みその ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽみその 金沢町 10日 (水) 16日 (火) 18日 (木) 9:30 ～ 16:30 各2 名 施設見学、レクリエーション(ストレッチ、脳トレ、制作)など

6 転ばぬ先の健康生活 転ばぬ先の健康生活 金屋本町 3日 (水) 10日 (水) 17日 (水) 24日 (水) 31日 (水) 12:30 ～ 16:30 各2 名 交流、レクリエーション参加など

7 グループホーム　輝楽苑 フロア、外周、中庭 御津町 15日 (月) 16日 (火) 19日 (金) 22日 (月) 23日 (火) 10:00 ～ 15:00 各2 名 交流、散歩の付き添い、レクリエーションのサポート、清掃など

8 養護老人ホーム　平尾荘 養護老人ホーム平尾荘 平尾町 9:00 ～ 15:00 2 名 生活支援業務

9 小規模多機能型居宅介護　ぬくぬく 小規模多機能型居宅介護ぬくぬく 牛久保町 8日 (月) 9日 (火) 10日 (水) 9:00 ～ 13:00 各2 名 交流、体操、折紙の作成

10 特別養護老人ホーム　千両荘 特別養護老人ホーム千両荘 千両町 ～ 2 名 介護補助（食事援助、花壇の手入れなど）、レクリエーション参加

11 めるしい豊川 めるしい豊川フロア 本野町 9:30 ～ 15:30 2 名 交流、レクリエーション参加など

12 ひかりの森　御津 ひかりの森御津フロア 御津町 8日 (月) 9日 (火) 10日 (水) 22日 (月) 23日 (火) 9:00 ～ 16:00 各2 名 交流、レクリエーション、機能訓練補助
学校と保護者の同意書が必要
（同意書は事前説明会の際に配布、内容説明をします）

13 アクティブデイサービス　四ツ谷 ｱｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ四ツ谷 四ツ谷町 3日 (水) 10日 (水) 17日 (水) 24日 (水) 31日 (水) 8:30 ～ 12:30 各1 名 スタッフの仕事体験

14 デイサービス　ふくれみの樹 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふくれみの樹 篠田町 22日 (月) 23日 (火) 24日 (水) 25日 (木) 26日 (金) 9:00 ～ 16:00 各1 名 レクリエーション、交流、昼食の準備 ワクチン3回接種、体験日前１週間以内の陰性証明書持参

15 デイサービス　ふくれみの郷 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふくれみの郷 篠田町 22日 (月) 23日 (火) 24日 (水) 25日 (木) 26日 (金) 9:00 ～ 16:00 各1 名 レクリエーション、交流、昼食の準備 ワクチン3回接種、体験日前１週間以内の陰性証明書持参

16 デイサービス　ふくれみの丘 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふくれみの丘 篠田町 22日 (月) 23日 (火) 24日 (水) 25日 (木) 26日 (金) 9:00 ～ 16:00 各1 名 レクリエーション、交流、昼食の準備 ワクチン3回接種、体験日前１週間以内の陰性証明書持参

17 ほっとカフェ（ドルチェ） ドルチェ2階多目的ホール 諏訪2丁目 24日 (水) 13:00 ～ 15:00 2 名 レクリエーション参加

18 森のカフェみその ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその 金沢町 28日 (日) 13:30 ～ 15:30 2 名 会場設営片付け、参加者の援助

19 NPO法人　Jump(生活介護) Jump　フロア 一宮町 4日 (木) 9日 (火) 17日 (水) 19日 (金) 20日 (土) 9:30 ～ 16:00 各2 名 交流、軽作業のお手伝い

20 NPO法人　Jr.Jump(放課後等デイ) Jr.Jump　フロア 一宮町 4日 (木) 9日 (火) 17日 (水) 19日 (金) 20日 (土) 9:30 ～ 17:00 各2 名 児童の遊び相手や話し相手

21 生活介護事業所　パレット シンシア農場(畑、田) 平尾町 1日 (月) 2日 (火) 3日 (水) 4日 (木) 5日 (金) 9:00 ～ 12:00 各3 名 タニシとり、草刈り、水やりなど

22 サポートくすの木 サポートくすの木 御津町 ～ 3 名 交流、軽作業のお手伝い

1日 (月) 2日 (火) 17日 (水) 18日 (木) 13:00 ～ 18:00

9日 (火) 9:00 ～ 16:00

24 あけぼの作業所 あけぼの作業所とその周辺 大崎町 1日 (月) 2日 (火) 3日 (水) 4日 (木) 5日 (金) 9:00 ～ 12:00 各2 名 作業補助、散歩、レクリエーション参加
体験日前日のPCR検査または抗原検査で陰性の方(証明書
持参)

25 ゆうあいの里　はなの和 はなの和内 平尾町 1日 (月) 2日 (火) 3日 (水) 4日 (木) 5日 (金) 13:30 ～ 16:30 各3 名 ふれあい交流、レクリエーションの補助など

26 みと子育てサロン 御津福祉保健センター 為当町 10日 (水) 10:00 ～ 11:00 3 名 未就学児とのふれあい交流

27 麻生田連区ふれあい図書サロン 麻生田地区市民館 上野1丁目 18日 (木) 13:30 ～ 15:30 12 名 スイーツ(サーターアンダギー)作り

28 西小坂井ハートサロン 西小坂井集会所　1階和室 伊奈町 19日 (金) 9:30 ～ 12:00 10 名 会場設営、参加者との交流

21日 (日) 10:00 ～ 12:00

21日 (日) 13:00 ～ 15:00

30 ひまわり会 御津福祉保健センター 御津町 4日 (木) 13:30 ～ 15:00 10 名 ベルマークの分別

31 お話好きなお母さん達の会 大木会館 大木新町 1日 (月) 8日 (月) 15日 (月) 22日 (月) 29日 (月) 10:00 ～ 12:00 各5 名 幼児や保護者との交流、会場準備、片付けなど

32 点訳サークル「あめんぼうの会」 ウィズ豊川 諏訪３丁目 19日 (金) 13:30 ～ 15:30 2 名 点字の説明、体験、しおり作り

33 おもちゃの図書館「びっくりばこ」 上長山駅前集会場 上長山町 24日 (水) 9:30 ～ 12:30 4 名 3才までの幼児と遊ぶ、おもちゃ図書館の開館準備と閉館の仕事 電車または自転車で来てください。

34 豊川市音声認識研究会 ウィズ豊川　視聴覚室 諏訪３丁目 21日 (日) 10:00 ～ 15:00 10 名 UDトークアプリを使った文字情報保障体験 自己紹介文と参加する気持ちを400字にまとめて持参

35 NPO法人　とよかわ子育てネット つどいの広場MAH(プリオ5階) 諏訪3丁目 18日 (木) 19日 (金) 25日 (木) 26日 (金) 10:00 ～ 15:00 各2 名 子育て広場に遊びに来る親子との交流

36 子ども食堂　ひまわりキッチン(諏訪） 代田諏訪神社 諏訪西町 21日 (日) 10:00 ～ 13:00 5 名 子ども達との交流、食事の補助

37 子ども食堂　ひまわりキッチン（牛久保）牛久保生涯学習センター 牛久保町 24日 (水) 10:00 ～ 13:00 5 名 子ども達との交流、食事の補助

38 子ども食堂　ひまわりキッチン（御油） 御油生涯学習センター 御油町 14日 (日) 10:00 ～ 13:00 5 名 子ども達との交流、食事の補助

39 おもちゃ図書館「バンビ」 ウィズ豊川　機能訓練室 諏訪3丁目 13日 (土) 14:00 ～ 16:00 2 名 おもちゃ図書館の開館準備と閉館の仕事、おもちゃの貸与の手伝い

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、体験先の変更や本事業を中止する可能性があります。あらかじめご留意ください。

体　験　日　(８月)

共に活動していただき障害のある方との交流を深めていただく

平日はどこでも可　日程は応相談

11～17日以外の平日　日程は応相談

12～15日以外の平日　日程は応相談

15日以外の平日　日程は応相談

時　間 人数

ボラン
ティア
など

29 明野公民館 明野町 各6明野サロン（ひだまりサロン）

高齢

障がい

サロン

名 展示会(参加者作品の展示、バザーなど)

23 法人パルク　エコハウス 放課後等デイサービス(大木町) 各2 名大木町

●会場 豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」

●持ち物・服装 筆記用具、書類を入れられるカバンなど、服装自由

●次の中から高齢分野は①、②、③、その他の分野は④、⑤、⑥の

いずれかから番号を選択してください。

①7/26（火）10：00～11：30 ④7/26（火）14：00～15：30

②7/27（水）14：00～15：30 ⑤7/27（水）10：00～11：30

③7/28（木）10：00～11：30 ⑥7/28（木）14：00～15：30

◆事前学習会

※事前学習会では体験先の場所や連絡先、

当日の集合時間や持ち物の確認も行います。
★サロン活動って？
住み慣れた地域で、いきいきと暮らしていくために、地域に出か

けたり、地域の人と交流する場所です。

やることは地域によって様々！

もしかしたら家族の誰かが参加してるかも！？

★レクリエーションって？
スポーツやストレッチ、ゲームや物を作るなどをして他の人との

交流したり、気分転換や健康を維持するために行います。

やりたいことがあれば提案してみてもいいかも！？

高齢

分野

その他

分野

◆体験先一覧


