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1.2.3.4
北杜市社会福祉協議会

ふれあい広場
高根町箕輪新町50 090-5321-4611 受入休止中

今のところ行け入れ予定の

計画はありません

レクレーションなどの

参加支援

9 ふれあい牧 武川町牧原1371 090-6183-3633

受入休止中

（コロナ禍

により活動

中止）

話し相手

レクリエーションなど

の参加支援

習字（指導ではなく、

準備・片付け、共に習

字を楽しむ時間を大切

にする対応）

12 地域サロンそら 小淵沢町上笹尾1163 0551-36-3488 受入中 明るい笑顔で！

話し相手

お茶出し、配膳等

散歩の介助

レクの指導・参加支援

模擬店・イベント等の

手伝い

13

北杜市障害者総合支援セン

ター

かざぐるま
長坂町長坂上条2233 0551-42-1411 受入休止中

利用者が障碍者の方なので

ご承知おきください。

話し相手

お茶出し、配膳等

施設職員とともに行う

補助的な活動

レクの指導・参加支援

模擬店・イベント等の

手伝い

清掃

14
障碍者支援施設

第二仁清園
長坂町小荒間27-4 0551-32-8270 受入休止中 話し相手

16
障碍者支援施設

グリーンヒルホーム
明野町上手520 0551-25-2195 受入休止中

コロナ禍以前には傾聴ボラ

ンティアに来所して頂いて

いました。入所施設の為、

クラスター発生のリスクが

高いので、終息への状況を

判断しつつ、受け入れをお

願いしたいと思っておりま

す。

話し相手

18 白州いずみの家 白州町白須8438 0551-35-3324 受入休止中 無記入

施設職員とともに行う

補助的な活動

レクリエーションなど

の指導、参加支援

模擬店イベント等の手

伝い

23
介護老人保健施設

しおかわ福寿の里
須玉町藤田787 0551-42-4604 受入休止中

当施設のみのボランティア

であれば受け入れたい

洗濯物等の整理

シーツ交換（週１回：

半日）

24
森のデイサービス

さんりん舎

大泉町西井出8240-

5354
0551-38-2203 受入休止中

26
特別養護老人ホーム

みのる荘
高根町箕輪2270-1 0551-47-5400 受入休止中

現在コロナ禍で受け入れは

休止していますが、再開の

際は健康に留意され、一緒

に笑顔で過ごしましょう。

話し相手

散歩の介助

レクリエーションなど

の指導・参加支援

洗濯物等の整理

30.31.32 ほくと夢ポケット 高根町村山西割2051- 0551-47-6661 受入休止中

34 高根通所介護事務所 高根町箕輪新町50 0551-47-5151 受入休止中
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35 大泉デイサービスセンター 大泉町谷戸1880 0551-38-0355 受入休止中

話し相手

お茶出し、配膳等

模擬店、イベント等の

手伝い　　　　入浴後

のドライヤーかけ

38
特別養護老人ホーム

仁生園
長坂町小荒間1293 0551-32-3340 受入休止中

話し相手

お茶出し・配膳

施設職員とともに行う

補助的な活動

レクリエーションなど

の指導、

参加支援

模擬店、

イベント等の手伝い

草刈り・清掃

42 明野保育園 明野町小笠原3891 0551-25-2558 受入休止中 草刈り

43 須玉保育園・南部こども園 須玉町大蔵795 0551-42-5631 受入休止中

レクリエーションなど

の指導、参加支援

草刈り

園児の遊び相手（２～

３歳以上の児は一緒に

遊ぶ。０～１歳児は受

入後の抱っこ（４月に

欲しい）

44 しらかば保育園 高根町箕輪2270-1 0551-47-2002 受入休止中

施設職員とともに行う

補助的な活動

草刈り・清掃

子どもたちと一緒に遊

んだり、一緒に過ごす

45 みどり保育園 高根町村山西割1880 0551-47-2322 受入休止中
草刈り・草取り・植木

の伐採

46 しらかば保育園さくら分園 高根町長澤2127-1 0551-47-4144 受入休止中

施設職員とともに行う

補助的な活動

草刈り・草取り　清掃

47 わかば保育園 高根町浅川266-13 0551-48-2733 受入休止中 草刈り

48 長坂保育園 長坂町長坂上条2413- 0551-32-2165 受入休止中 草刈り・清掃

50 小泉保育園・北杜こども園 長坂町白井沢4160 0551-32-2807 受入休止中 草刈り

51 長坂保育園日野春分園 長坂町長坂下条1237- 0551-32-3106 受入休止中 草刈り・清掃

52 いずみ保育園 大泉町谷戸2927-2 0551-38-2141 受入休止中

レクリエーションなど

の指導、参加支援

草刈り・清掃

53 小淵沢保育園 小淵沢町上笹尾1290 0551-36-2048 受入休止中

55 白州保育園・西部こども園 白州町白須1140 0551-35-2306 受入休止中

レクリエーションなど

の指導、

参加支援

草刈り・清掃

56 武川保育園 武川町牧原1146 0551-26-3320 受入休止中 草刈り

57 明野児童館 明野町上手5602 0551-25-3285 受入休止中 無記入

58 須玉さわやか児童館 須玉町若神子320 42-5377 受入休止中 無記入

59 いずみふれあい児童館 大泉町谷戸3000 0551-38-1211 受入休止中

施設職員とともに行う

補助的な活動

レクリエーションなど

の指導、参加支援



ボランティ

ア登録№
施設名 住所 担当者連絡先

受け入れ

状況
ボランティアへのお願い 活動内容

61.76
武川児童館・放課後児童クラ

ブ／たんぽぽルーム
武川町牧原1243 0551-26-3021 受入休止中

コロナ禍でもボランティア

ができないかと思っている

方も多くいらっしゃるよう

ですが、やはり受け入れ側

としては心配のところがあ

りますので、落ち着いてき

ましたらお願いしたいと思

います。

施設職員とともに行う

補助的な活動

草刈り・草取り

63 須玉放課後児童クラブ 須玉町若神子320 42-5377 受入休止中

64 高根東放課後児童クラブ 高根町村山東割1945 0551-20-741 受入休止中 草刈り・清掃

65 高根西放課後児童クラブ 高根町村山西割1675- 0551-20-7067 受入休止中

67 長坂東放課後児童クラブ 長坂町長坂上条2233 0551-32-8086 受入休止中 草刈り

73 はっぴいたんたん
高根町箕輪697

0551-42-1401 受入休止中

草刈り・清掃

地域に伝わるお話や遊

びの紹介など

74 ひよこルーム 長坂町大八田3531 0551-32-8288

この4月か

ら業務委託

を受けて施

設運営を始

めたばかり

の為受け入

れ実績なし

世代を超えた交流が自然と

出来る≪つみ木あそびデイ

≫を9月から月1回広場で開

催予定です。ボランティア

の受け入れが可能になった

ら、あそびにおしゃべりを

しにお越しくださいね。ま

た、施設の草刈りや清掃が

追い付いていない現状もあ

るので、ご協力いただける

と助かります。

施設職員とともに行う

補助的な活動

模擬店、イベント等の

手伝い

草刈り

清掃

78

看護小規模多機能型居宅介護

事業所

きよさとの家

高根町清里3545-2550 0551-48-5512 受入中

話し相手

お茶出し、配膳等

散歩の介助

施設職員とともに行う

補助的な活動

レクリエーションなど

の指導、参加支援

模擬店・イベント等の

手伝い

草刈り・清掃

車椅子登山等を行って

いるので一緒に登山等

を手伝っていただける

方を募集しています。

80 公民館カフェ浅尾 明野町浅尾1028-1 0551-25-2136

当面、受け

入れは未定

です。

無記入

86 大泉3区公民館カフェ 大泉町西井出2197 38-4244
10月から受

入予定

レクリエーションなど

の指導、参加支援

90
明山荘小規模多機能型居宅介

護事業所
明野町上手520 0551-25-2566 受入中

法人の感染症対応方針によ

り、対策が必要な期間が定

められた場合は、受け入れ

を中止させていただく場合

がございます。活動を希望

される日の2週間前から毎

日検温していただき、体調

管理に努めて頂くことをお

願いします。

話し相手

お茶出し、配膳等

散歩の介助

施設職員とともに行う

補助的な活動

レクリエーションなど

の指導、参加支援

模擬店・イベント等の

手伝い

清掃
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93.94 結の家　結カフェ 高根町村山東割704 090-4201-8028 受入中

都合をつけてお越しいただ

くのですが、予定が変更に

なったり、体調の悪い時は

早めに連絡を頂きたい。

レクリエーションなど

の指導、参加支援

模擬店・イベント等の

手伝い

草刈り

92 武川宮脇公民館カフェ 武川町宮脇745-1 受入中

話し相手

レクリエーションなど

の指導、参加支援

95 史跡梅之木遺跡公園 明野町浅尾6315 0551-42-1375 受入中

史跡梅之木遺跡公園の

復元住居の建築・維

持・管理

96 仲町体操クラブB 長坂町長坂上条2507 受入中
レクリエーションなど

の指導、参加支援

99 上蔵原公民館カフェ 高根町蔵原473付近 受入中
レクリエーションなど

の指導、参加支援

15 パル実郷
北杜市高根町箕輪

2270-1
0551-47-6777 電話で確認

17 緑の風 長坂町大井ヶ森994-1 0551-20-4400 電話で確認

19 ホクト甲斐 武川町柳澤2946-16 0551-26-3336 電話で確認

20 星の里 長坂町小荒間1095-7 0551-32-7355 電話で確認

21 春の陽／のはら楽団 長坂町長坂下条1237- 0551-32-0035 電話で確認

22 友の丘 須玉町小倉2709 0551-42-3811 電話で確認

25
やさしい手北杜

須玉町デイサービスセンター
須玉町藤田799-1 0551-42-5211 電話で確認

27
介護老人保健施設

峡北シルバーケアホーム
長坂町渋沢907 0551-32-6211 電話で確認

28
介護老人保健施設

フルリールむかわ
武川町柳澤740-1 0551-26-0111 電話で確認

88
フルリールむかわ

オレンジカフェ
武川町柳澤740-1 0551-26-0111 電話で確認

29
よりあいどころ

ほくと・さくら苑
長坂町白井沢1172-19 0551-32-8301 電話で確認

33
特別養護老人ホーム

長寿荘
須玉町若神子2169-1 0551-30-7732 電話で確認

36 小淵沢町デイサービスセン 小淵沢町6266 0551-36-8282 電話で確認

37 武川デイサービスセンター 武川町牧原1322 0551-20-3111 電話で確認

39
社会福祉法人友伸福祉会

ほくと・ぬくもり
須玉町若神子2120-1 0551-20-6255 電話で確認

40 明山荘デイサービスセンター 明野町上手520 0551-25-3500 電話で確認

83.84
だんだん会　オレンジサロン

わいわい長坂・わいわい白州
長坂町夏秋918-5 0551-45-9566 電話で確認

91 生活支援ハウスこあらま 長坂町小荒間1293 0551-32-3340 電話で確認

5 JA梨北　ひまわり畑
韮崎市中田町中條

1031-1
0551-23-6776 電話で確認

81 ぶらっとふらっとほっとカ 小淵沢町下笹尾142 0551-36-3583 電話で確認

85 新開地公民館カフェ 武川町三吹2189-3 0551-26-3532 電話で確認

79 御所公民館カフェ 須玉町下津金2512 0551-46-2510 電話で確認

82 ますとみ元気会 須玉町江草1338-1 0551-42-2780 電話で確認

87 柳澤公民館カフェ「さくら」 武川町柳澤1492 0551-26-2219 電話で確認

92 宮脇公民館カフェ 武川町宮脇2069-3 0551-26-3383 電話で確認

97 下神取公民館カフェ 明野町下神取1460-2 0551-25-2640 電話で確認

98 新井公民館カフェ 大泉町西井出2509 0551-38-2124 電話で確認

100 下新居公民館カフェ 大泉町谷戸4048-1 0551-38-2570 電話で確認

101 上町公民館カフェ 長坂町長坂上条2269- 0551-32-4954 電話で確認

102 仲町体操クラブA 長坂町長坂上条1588- 0551-32-3877 電話で確認
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103 下村公民館カフェ 長坂町大八田345-1 0551-32-4320 電話で確認

105.106
オレンジカフェひまわり

オレンジカフェみずがき

明野町上手8606
090-5504-0839 電話で確認

62 明野放課後児童クラブ 明野町上手8310-1 0551-25-0011 電話で確認

66 清里放課後児童クラブ 高根町清里3545 0551-48-2004 電話で確認

68 長坂西放課後児童クラブ 長坂町長坂上条1603- 0551-32-8084 電話で確認

69 大泉西放課後児童クラブ 大泉町谷戸2870 0551-38-2735 電話で確認

大泉東放課後児童クラブ 大泉町西井出3110-1 0551-45-9338 電話で確認

70 小淵沢放課後児童クラブ 小淵沢町7711 0551-36-5411 電話で確認

71 白州放課後児童クラブ 白州町白須260-1 0551-20-4777 電話で確認

76 ひまわりルーム 小淵沢町6266 0551-36-8280 電話で確認


