
2022
(令和4年度)

伊勢崎市

活動の対象施設

高齢者介護支援ボランティア



番号

①

②

③

④

⑥

⑦

⑧

⑤

⑨

【介護支援ボランティア活動】

活　　動　　内　　容

レクリエーション等の指導、参加支援

お茶出し、食堂内の配膳および片付け等の補助

喫茶等の運営補助

散歩、外出、館内移動の補助

行事の手伝い

（模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等）

傾聴、話し相手、囲碁将棋等の相手

施設内の環境整備（館内美化、植栽の手入れ等）

趣味活動の指導（書道、絵画、絵手紙、折紙等）

その他　施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動

（洗濯物の整理、裁縫、シーツ交換など）
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＜北地区・南地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

銘仙の家 平和町19-10 ⑤毎日　　　芸能披露等14:15～15:00

☎　20-1211 ⑥月～土　　10:00～11:00

佐藤誠司さん ⑦月～土　　相談に応じます　

⑧月～土　　14:15～15:00　

⑨月～土　　10:00～11:00

町中にある施設ですので、気楽に足を運んで下さ
い。グループホーム、デイサービス、ショートハウ
スなど4つの施設がありますので、見学してから決
めていただくこともできます。

寿町70-1

☎　61-7117 ②⑥月水　13:30～15:30

丸山　裕未さん

堤下町72-1 ①月～土　15:00～16:00

☎　61-5410 ②月～土　10:00～11:00

多賀谷まりさん ④⑧月～土　14:00～16:00

⑥月～土　　9:00～16:00（昼食時除く）

小規模でアットホームなデイサービスです。周辺環
境に恵まれており、四季折々の行事に参加していま
す。先ずは、見学だけでも随時受付しておりますの
で、お気軽にご連絡ください。

施設名

伊勢崎市高齢者介護支援ボランティア活動の対象施設

（特定施設入所者生活介護）

（認知症共同生活介護）

（短期入所者生活介護）

（通所介護）

（通所介護）

グループホームかりん

デイサービスセンター

（グループホーム）

くらしの郷華蔵寺

北
地
区
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＜殖蓮地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

豊城町2780-2

☎　26-9101

鈴木大樹さん

介護・看護・栄養・各部門で連携しながら、入所者
の皆さんが楽しく、安全に生活できるよう努めてい
ます。ボランティアに興味のある方は、ご連絡くだ
さい。見学してから決めて頂いても大丈夫です。

同上 ⑥月～土　　1３:00～1６:00

☎　同上

石倉　学さん

本関町1216-1 ⑥毎日　　15:00～17:00

☎　75-6680 ⑦毎日　　9:00～11:00

櫻井勇太さん ⑨月～金　9:30～11:30

平成23年4月に開設し、自家製の野菜を使用した食
事で、明るく家庭的な雰囲気の施設です。お気軽に
ご連絡ください。

本関町1218-6 ①⑧⑨月に2回位　14:00～15:00

なごみ ☎　40-7554

同上

同上 ⑥月に2回位　9:00～11:0013:00～15:00

☎同上 ⑦土　　　　　9:00～11:00

要介護又は要支援にある高齢者を一時的にお預かり
し、介護サービスを提供しています。近くには、新
沼、田畑もあり、とても静かでのどかな環境の中で
お世話させて頂いています。ぜひお越しになって下
さい。お待ちしております。

宮前町12 ②月水金　　11:30～12:30

☎　30-3020 ⑥月～土　　13:00～14:00

悦永道江さん ⑧月水金土　13:00～14:30

瀬戸さん ボランティアの皆様と一緒に楽しみながら大切な時
間を過ごしていきたいと考えております。施設見学
や事前打合せを行ない安心して来て頂けるよう努め
て参りります。末永いお付き合いをお願い致しま
す。

デイサービスかしま 鹿島町783 ①月～土　　14:00～15:30

☎　27-5853 ⑥月～土　　10:00～11:30

木暮祥治さん
飯塚恵美さん

鈴木さん

デイサービスかしまの利用者様はお話が大好き。一
緒に会話していただける方募集中です。まずは、お
気軽にご連絡ください。

主に殖蓮地区、あずま地区の方がご利用していま
す。まずは施設内をご案内致します。その上で細か
い内容をご相談させていただきますので、初めての
方は、安心して最初の一歩を踏み出してみてくださ
い。

②⑥金土日　　14:30～16:30

（短期入所生活介護）

機能訓練機器や筋力計、ウォーターベッドや足温浴
等を導入したり多様なイベントを準備し、各利用者
様のニーズに応えていける様に行っています。

殖蓮デイサービスセンター

（通所介護）

（地域密着型通所介護）

（特別養護老人ホーム）

なごみ　　　　　　　

（特別養護老人ホーム）

ロータスヴィレッジ　

ニチイケアセンター

伊勢崎

施設名

デイサービスセンター

（通所介護）

ショートステイなごみ

（通所介護）

殖
蓮
地
区
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連絡先 活動内容・曜日・時間

上諏訪町1766-8 ①月～土　　14:00～15:00

☎　40-6777 ②月～土　　11:30～15:30

鈴木和雅さん ④⑤月～土　14:00～2時間程度

⑥⑦月～土　10:00～16:00

⑧月～土　　14:00～1時間程度

⑨月～土　　10:00～12:00

認知症の方しかいませんので、認知症の事を知りた
い方や、関わり方を知りたい方に向いていると思い
ます。

同上 ②月～土　　13:00～15:00

☎　40-6779 ⑥⑨月～土　10:00～12:00

伊藤慎一さん ⑦月～土　　10:00～15:00

ボランティアの時間は相談に応じます。（短時間で
も可）ご興味のある方は、一度ご連絡ください。

デイサービスセンター 上諏訪町2013 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨　(日)以外　9:30～16:00

☎40-7753

タケイさん

こんにちは、シルバーエイジです。デイサービスを
利用される方々の気分転換のため、一緒に活動して
みませんか？人が集う憩いの場を皆で作っていきま
しょう!!

日乃出町14-1

☎　7５-2900

小林千恵美さん

おおいど

グループホームくるみ

④木　14:00～15:00（グループホーム）

シルバーエイジ

（通所介護）

グループホームおおいど

（認知症対応型共同生活介護）

（認知症対応型通所介護）

デイサービスセンター

施設名

殖
蓮
地
区
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＜茂呂地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

北千木町1126 ①火・金　14:00～15:00

☎　40-5106 ②月～土　10:00～12:00

茂呂デイサービスセンター 横沢さん ④随時　　10:00～12:00

⑤秋祭り・運動会　午後

⑥月～土　随時

⑦週1回程度　午前

⑧月1回程度　午後

⑨毎日　午前中

私たちは共生「共に生きる」の理念のもと、その人
の日々の家庭での生活に楽しみと喜びを感じ、心も
体も元気に過ごしていただけるよう支援していま
す。いつでも見学等できますのでお待ちしておりま
す。

美茂呂 美茂呂町3705 ⑤イベント開催時

☎75-2170 ⑥火・土　麻雀　13:30～14:30

坂田栄子さん ⑧月・水・金　　13:30～143:0

利用者の方のできる事を１つでも増やすことが出来
る様、いろいろなアプローチをしています。職員と
1つになって作業をしながらデイの役割を実現で
き、在宅生活を応援する施設です。
昼過ぎには屋外活動やクラブ活動をするので、どう
してもスタッフが不足し易いので、手伝って頂ける
と有難いです。

美茂呂の丘 美茂呂町3197-1

☎　50-0110

石原昌彦さん

地域密着型施設として「安心・信頼・安らぎ」を
モットーとして、住み慣れた地域で、泊り・通い・
訪問サービスを複合的一体的に提供いたします。お
気軽にご連絡ください。

ラポール伊勢崎 同上

☎21-1345

石原秀樹さん
もうひとつの「わが家」をコンセプトに真心を提供
しております。一度おいで下さい。

デイサービスセンター 茂呂町2-2949-1 ①⑥⑧月～土　10:30～12:00　13:00～16:00

ケア道場いせさき ☎24-8867 ⑤随時（イベント時）

福田明美さん
服部千春さん 「明るく・仲良く・元気良く」をモットーに、地域

に開かれた施設を目指しています。畳とこたつでの
んびりしながら、おしゃべり、折紙等工作、トリプ
ル祭（夏祭り）等々、一緒に活動して下さる方、ま
ずは見学からお気軽にどうぞ。

（特別養護老人ホーム）

（通所介護）

①④⑥⑧月～金　13:30～15:30

デイサービスセンター

（小規模多機能型居宅介護施設）

①②④⑤⑥⑦⑧⑨　毎日　　　相談に応じます

ローズヒル　　　　　　

（地域密着型通所介護）

（通所介護）

施設名

（特定施設入所者生活介護）

茂
呂
地
区
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＜三郷地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

太田町686

☎23-2277
高橋政博さん ボランティアの方々の趣味や、特技などを活かして

いただき、施設で生活する皆さんを支えていただけ
れば幸いです。相談を重ねながら、活動を進めてい
ただければと思います。よろしくお願いいたしま
す。

太田町427-3 ①月～金　10:00～11:30

☎21-2700 ②月～金　10:00～10:30、14:30～15:30

大塚彰太さん ④⑥⑧⑨月～金　14:00～15:00

若井優さん ⑤夏祭り（土）　15:00～19:00

⑦月～土　　　　10:00～

当施設は、事前に打合せを行なってから活動して頂
きます。初めてボランティア活動を行う方、ご自身
の趣味を活かしたい方などお気軽にご連絡くださ
い。

太田町1005 ①月～土　　　　　　　15:00～16:00

☎22-0840 ④随時（イベント時）　13:30～15:00

関川由美子さん ⑤随時（芸能披露）　　13:30～15:30

⑥月～土　　　　　　　14:00～16:00

⑧月～土　　　　　　　14:00～16:00

げんきで明るいおしゃべり好きなご利用者様とお話
や折り紙、習字などを一緒に楽しみませんか？まず
は見学からお気軽にご相談ください。

波志江町1976-5 ②毎日　　　　12:30～13:30

☎70-4165 ④土日　　　　春と秋の14:00～15:00

大谷哲也さん ⑥⑧毎日　　　9:30～11:30、13:30～15:30

ホームページは手作りで行なっており、施設の案内
並びにご利用者の活動の様子等、随時更新しており
ます。施設の見学、体験ボランティアも受け付けて
おります。

同上 ①月～土　　10:00～11:30

五井さん ④月～土　　10:30～11:30

（通所介護） ⑥⑧月～土　10:00～11:00

⑦月～土　　14:00～15:00

⑨月～土　　13:00～14:00

前日位に連絡を入れて下さると、助かります。

（通所リハビリテーション）

⑥⑦⑨月～金　午前中

ことぶきの郷　

健康サポート元気 太田町

（通所介護）

（短期入所療養介護）

（介護老人保健施設）

ことぶきの郷　

（特別養護老人ホーム）

デイサービスセンター

施設名

アルボース

愛老園　　

（特別養護老人ホーム）三
郷
地
区
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連絡先 活動内容・曜日・時間

波志江町1005-1 ①④⑤⑧月～土　　14::00～15:00

☎27-5393 ⑥⑦月～土　10:00～11:30、14:00～15:00

久保田宏子さん
有料老人ホーム併設デイサービスです。
日々レクなど（ピアノ、アレンジメント、空手
等々）取り入れやっておりますが、ボランティアの
皆様のお力を借り、余暇生活の充実、そして楽しく
日々暮らせるお手伝いをしていただけたらと思いま
す。まずは、施設見学にお越しください!!

安堀町785-4 ①⑧月～土　　　13:30～15:00

☎30-1611 ⑥月～土　　　　10:00～15:00
下境真由美さん
千島美代子さん 平成28年度に、旧施設より移転しました。施設職

員みなが明るく笑顔で仕事をしており、とても穏や
かで明るい環境となっています。ボランティアの方
のご参加で、より一層良い環境を目指して行きたい
と考えております。ご連絡お待ちしております。

安堀町789-3
①第3木曜日　（行事・レク委員会への参加）
　　　　　　　　　　16:00～（1時間程度）

☎　21-1108 ④⑥⑧毎日　　10:00～11:00、14:00～15:00

高橋伸嘉さん ⑦日曜日　　　　

⑨毎日

平成29年7月新設の施設です。ボランティアの方々
を募集しています。入居者様が、毎日楽しく過ごせ
る様、皆さんのお力を貸してください。施設の方に
もお気軽に見学にお越しください。

同上 ①月～土　　　9:30～11:30　14:00～16:00

☎　同上 ②月～土　　　9:30～10:30　14:30～15:30

石川恵美さん ⑥毎日　　　　9:30～16:00

⑧月～土　　　14:00～16:00

平成29年7月新築の施設です。ボランティアの方々
を募集しています。皆さんのお力をお借りし、利用
者様の余暇活動が充実できるようサポートお願いい
たします。共に楽しい時間を過ごしましょう！お気
軽にご連絡ください。また、施設見学にもお越しく
ださい。

同上 ①②④⑥月～日　　10:00～16:00

☎21-6012

渥美さん

しゃぼん玉デイサービス

利用者様が自立した生活を送れるよう支援していま
す。皆様にも支援のご協力をして頂きたいです。介
護職、看護師、理学療法士、作業療法士と専門職が
いますので困りごとがあればなんでも相談できま
す。ウォーターベッドやリハビリ機器の利用もでき
ます。

平成の家

（小規模多機能型居宅介護）

Green　Rose

（特別養護老人ホーム）

ｼｮｰﾄｽﾃｲ Green Rose

（短期入所生活介護）

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ Green Rose

施設名

（通所介護）

（通所介護）
三
郷
地
区
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＜宮郷地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

田中島町1169 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

☎24-3888 　※相談にて随時受け付けています
木村千寿子さん

ユニット型全日個室の特養です。「笑顔の大家族」
を理念に日々アットホームな雰囲気の中生活してい
ます。お気軽にお立ち寄りください。

宮古町128-1

☎20-1313
丸山朋子さん

ハーモニアスホーム、カインドリーホーム、コン
フォータブルホームを経営理念とし、心のこもった
サービスの提供に努めております。ぜひ一度施設を
ご覧ください。

同上 ①月～土　　　　13:45～14:50

☎23-8811 ②⑥⑧月～土　　10:00～11:30

松島真由美さん ⑤8月（納涼祭）10月（運動会）13:30～15:00

⑦月～土　　　　9:30～16:00の間

⑨土　　　　　　13:30～14:30

宮郷デイサービスセンターでは、ご利用者様の笑顔
を引き出せるよう、職員自身もいつも笑顔で対応さ
せて頂いております。今後も尾ご利用者様に満足し
ていただけるサービス提供にあたり、ともにサポー
トしていただけるボランティアの方々を募集してお
ります。

宮子町3486-1 ①月～土　　　10:00～11:30

☎61-7921 ⑥⑦月～土　　10:00～16:00

塚越麗子さん ⑧月～土　　　13:30～15:30（2時間程度）

平成28年8月にオープンしたばかりのデイサービス
です。ボランティアの皆さまと一緒に、明るく楽し
く活動したいと考えております。趣味をお持ちの
方、大募集！ぜひ、皆様のお力をお貸しください。

連取本町12-1

☎25-5022
吉田良人さん

小此木明子さん 平成11年に開設、平成17年1月町村合併により伊
勢崎市で運営を行なっている施設です。ボランティ
アの皆さんの持っている特技など利用者と一緒に楽
しみませんか。連絡お待ちしております。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨　月～金　　9:00～16:00

（特別養護老人ホーム）

プチフローラ

宮郷デイサービス

（デイサービス）

デイサービス

(通所介護）

（介護老人保健施設）

ぶどうの郷

あいの詩

⑦⑨月～金　　9:00～11:30

ひまわり

（特別養護老人ホーム）

施設名

宮
郷
地
区
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連絡先 活動内容・曜日・時間

連取町3039-8 ①④⑤⑧毎日　　14:３0～16:00

☎　27-6205 ⑥毎日　　　　　10:00～11:30

（介護予防通所介護） 野澤陽子さん ⑨水　　　　　　14:30

ご利用者様に楽しんで頂けるよう工夫しています
が、どうしても限界があります。ボランティアの皆
さんに協力していただき、今よりもっと楽しめる環
境をつくりたいと考えています。施設の見学等も随
時受け付けておりますので、ご連絡をお待ちしてお
ります。

デイサービス　藤和の虹 連取町1785-3 ①⑥⑦月～金　9:30～11:30 14:00～16:00

（通所介護） ☎　27-6311 ⑤行事開催時
福田祐紀さん

有料老人ホームに併設のデイサービスです。ボラン
ティアの皆様のお力をお借りし、利用者様の余暇生
活の充実が図れたら幸いです。お気軽に御連絡くだ
さい。

施設名

デイサービス　藤和の湯

(通所介護）
宮
郷
地
区
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＜名和地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

韮塚町848-1 ①⑧月火水土　　14:00～15:00

☎　21-3311 ⑥⑦月～土　　　9:00～16:00

山本さん ⑨月～土　　　　9:00～12:00

小茂田さん 和気あいあいとして、仲の良い平和な施設です。
（ハーモニアスホーム）

韮塚町中田11 ②　　　　　　　10:30～12:30

☎　22-2020 ⑥⑦⑧　　　　　10:00～16:00

提橋佳和さん
高橋さん

ボランティアに興味のある方は、お気軽にご連絡く
ださい。施設の見学、体験ボランティアも随時受け
付けております。よろしくお願い致します。

韮塚町1193-9

☎　50-7855 ①⑦⑨金　　　14:00～15:00

渡部美恵さん

同上 ①④⑤⑧　　　14:00～15:00

☎　23-3222 ⑥月～金　　　10:00～11:30

（介護予防通所介護） 野澤陽子さん ⑨水　　　　　10:00

藤和の湯と同様です。どんぐりの郷では、手先の運
動や、製作を主に行なっています。施設の見学等も
随時受け付けておりますので、ご連絡お待ちしてお
ります。

プチルーチェ 韮塚町394-1 ①月～土　　　　14:00～16:30

(地域密着型通所介護） ☎　75-2816 ②月～土　　　　14:30～15:30

樋田健太郎さん ⑥⑧⑨月～土　　14:30～16:30

⑦月～土　　　　10:00～16:00

平成29年9月にオープンしたばかりのまだ新しいデ
イサービスです。地域に開かれた地域に根づいたデ
イサービスを目指しております。先ずは気軽に遊び
に行く位の気持ちで全然ＯＫです。

堀口町935-1

☎　31-1110

市村能宏さん

②⑥⑦⑧月～土　10:00～16:00

（グループホーム）

藤和の湯　どんぐりの郷

恵風荘

デイサービスセンター

恵風荘

（通所介護）

（通所介護）

坂東デイサービスセンター

（特別養護老人ホーム）

（通所介護）

グループホームどんぐり

施設名

名
和
地
区
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＜豊受地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

馬見塚1196-1 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨月～金　10:00～16:00

☎　20-3311 ※祝日を除く、個別事項は相談に応じます

磯部智行さん
鈴木知子さん
太田裕さん

保育所併設で児童と高齢者のふれあいを通じて、優
しい思いやりのある心を持てる生活環境を目指して
います。

①～⑨月～土　　10:00～16:00

同上

太田裕さん

桑原デイサービスセンター 馬見塚町933 ②月～土　　10:00～13:00

☎　40-3800 ④⑥月～土　10:00～12:00

桂　義倫さん ⑦月～土　　10:00～17:00

⑧月～土　　10:00～15:00

アロマやリハビリに力を入れている施設です。

桑原ショートステイ 同上 ②毎日　　　　8:00～17:00

④毎日　　　10:00～15:00

☎　40-3601 ⑤毎日　　　14:00～15:00

桂　義倫さん ⑥毎日　　　10:00～12:00

⑦毎日　　　10:00～16:00

自宅での生活が困難な方や家族の休息のために泊
まっていただく施設です。

グループホーム豊馬の里 馬見塚町130-1 ①～⑨毎日　時間帯は相談に応じます

61-6511

荻原成美さん

小川竜矢さん

長沼町2664-1

☎　40-3511

菅沼さん
齋藤千佳子さん

ホール（食堂）や中庭もあり、明るい施設です。相
談・見学にお越しください。

羽黒町3-4

☎　75-2395

櫻場一典さん

グループホームさがん 富塚町1159-3 ②毎日　　11:00～13:00

31-3588 ⑥毎日　　10:00～11:30

川崎　理さん ⑦毎日　　10:00～11:30、13:00～15:00

⑧火木土　10:00～11:30、13:00～15:00

（通所介護）

（短期入所生活介護）

（介護老人保健施設）
（通所リハビリテーション）

(認知症対応型共同生活介護）

(認知症対応型共同生活介護）

（小規模多機能型居宅介護）

ひなたぼっこ昭和館

ゆたかショートステイ

（短期入所生活介護）

まゆ玉

（特別養護老人ホーム）

ゆたかデイサービスセンター

活動の内容の組み合わせや、時間等・個別で相談に
応じます。

初めてでもＯＫ！！日時相談ＯＫ！！少人数の高齢
者がいらっしゃるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑです。まずは、お気軽
にお問い合わせください。みんなでお待ちしており
ます。

①⑤⑥⑧月～土　　9:00～16:00

①②④⑤⑥⑧　10:00～15:00
の間ですが活動内容によっては午前または午後です

ゆたか

（通所介護）

施設名

豊
受
地
区
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＜赤堀地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

磯町435-1

☎　20-2121

鈴木紀章さん
松永さん 祝祭日を除く毎週月・木曜日に午前中は10:30～

11:00、午後は14:00～14:45の時間に音楽療法
を行なっています。特養、ショートステイ、デイ
サービスがそれぞれ別のフロアにありますので、ご
希望にて対応致します。ユニット型施設で全室個室
となっており、ゆったりと過ごせます。

間野谷町135-1 ①月～土　　14:00～15:00　※第3(土)除く

☎　70-5111 ⑤祭り・芸能発表時等　適宜

佐藤誠司さん ⑥月～土　10:00～11:30　※第３土を除く

中村美絵さん ⑦月～土　10:00～12:00

⑧月～土　10:00～11:00、14:00～15:00

⑨毎日　　10:30～11:30

明るくアットホームな雰囲気の施設です。利用者
様、スタッフ一同お待ちしております。お気軽にご
連絡ください。

間野谷町1115 ①月～土　　　9:30～11:30

☎　61-6222 ②月～土　　11:00～13:00

織田　博さん ⑥⑧月～土　14:00～16:00

「喜びも、悲しみも、苦しみも・・・いつでも利用
者様の心に寄り添える」そんな介護を目指しており
ます。地域の皆様のお力を拝借しながら、一緒に楽
しい時間を共有できたら幸いに存じます。是非、ご
見学においでください。

西野町490-4 ①月～土　　　　　9:30～11:30

☎　27-7111 ②月～土　　　　　11:00～13:00

槇　絹江さん ③毎月第3日曜日　14:00～15:30

⑥⑧月～土　　　　14:00～16:00

同　　上

西久保町1-16-9 ①月～金　　　9:30～11:30

☎　27-8825 ②月～金　　　11:00～13:00

志鎌　智さん ⑥月～金　　　9:00～12:00

⑧月～金　　　14:00～16:00

同　　上

（介護老人保健施設）

（通所介護）
（短期入所生活介護）

旭ヶ丘

（特別養護老人ホーム）

アミーキ

デイサービスセンター

(通所介護）

(通所介護）

こころの蔵くれよんにしの

デイサービスセンター

デイサービスセンター

くれよんにしくぼ

(通所介護）

①②③④⑥⑦⑧⑨月～土　10:00～16:00

こころの蔵くれよんあいのや　

施設名

赤
堀
地
区
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連絡先 活動内容・曜日・時間

西久保町2-1453-10

☎　61-8837

河本淑子さん
明るい施設です。楽しく、おもしろく、おかしく…
すごせるように！ボランティア受付致しておりま
す。

赤堀今井町 ①月～土　　10:00～11:00、14:00～15:00

1-360-1 ②⑥⑦⑨　　9:00～16:00

☎　61-8747 ④月～土　　13:00～15:00

萩原昌代さん ⑤月～土　　14:00～15:00（芸能披露等）

上山さん ⑧月～土　　10:00～15:00

明るく楽しい施設です。大きなステージがあり、毎
日のようにイベントが開催されています。お気軽に
施設の見学や、ホームページをご覧ください。利用
者、職員一同お待ちしております。

＜あずま地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

国定町2-2345 ⑦⑧平日　　1時間程度

☎　20-8090
亀井大輔さん

平成10年に開設され、地域に開かれた施設を目指
しています。見学希望、ご相談等ございましたら、
お気軽にご連絡ください。

国定町1-1158-1 ①月～金　　打ち合わせ後調整

☎　61-6526 ②月～金　　11:30～12:30

桑原加奈子さん ④月～金　　9:00～16:30

⑤随時　　　イベント時

⑥月～金　　9:00～16:30

⑧月～金　　打ち合わせ後調整

利用者様と一緒に楽しみながら『気持ちの良い時
間』を過ごすことが大切だと考えています。元気で
まだまだレクリエーションや、お話など物足りなく
感じている方もいますので、力をかして頂けると有
難いです。利用者様・スタッフ一同、楽しみにお待
ちしております。お気軽に連絡して下さい。

（地域密着型通所介護）

デイサービスセンター 結

(通所介護）
③⑤⑥月～金　　　14:00～16:00

施設名

星のライフ　国定

（通所介護）
（短期入所生活介護）

（特別養護老人ホーム）

サルビア荘

デイフィールド　つつじ

（通所介護）

施設名

あ
ず
ま
地
区

赤
堀
地
区
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連絡先 活動内容・曜日・時間

田部井町3-2017-2

☎　62-2000

井上恵美子さん
平成26年5月1日開設され、全室個室の特別養護老
人ホームです。人としての尊厳を大切にするととも
に、日常生活を過ごしていただけるよう思いやりを
持って支援することに努めています。見学も行なっ
ております。

田部井1-1639-2 ①月～土　　　14:00～16:00

☎27-8071 ②毎日　　　　11:00～13:00

長谷川早苗さん ⑤イベント時　10:00～15:00

⑥月～土　　　9:00～11:00

⑦月～土　　　9:00～12:00

⑨日　　　　　9:00～11:00

平成27年4月開設いたしました。伊勢崎市初の看護
小規模多機能型居宅介護施設になります。明るく楽
しいところですので、お気軽にご連絡ください。

東小保方町4005-1 ⑥月～土　　11:00～15:00

☎75-1114 ⑦⑨月～土　14:00～16:00

廣瀬　学さん

平成27年5月にリニューアルオープンした少人数の
アットホームな施設です。ボランティアに興味ある
方は、一度見学にお越しください。

三室町4011-3 ①月～土　　10:00～12:00　14:00～15:00

☎　27-7310 ②月～土　　11:00～13:00

松村　琢さん ④⑤月～土　14:00～15:00

⑥月～土　　13:00～16:00

⑦月～土　　10:00～16:00

⑧月～土　　13:00～15:00

地域に根付いたデイサービスを目指しています。ボ
ランティアの方々の力をお借りし、地域全体の介護
予防に取り組みたいと思っています。よろしくお願
いします。

施設名

複合型サービスはなき

（特別養護老人ホーム）

小泉の杜
⑥水　　午前中2時間程度

大井戸診療所

（看護小規模多機能型居宅介護）

（通所介護）

おおいど

いきいきデイサービス

（通所リハビリテーション）

あ
ず
ま
地
区
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＜境地区＞ （順不同）

連絡先 活動内容・曜日・時間

境上武士1017-1 ①随時　　　打ち合わせ後調整

☎　74-4976 ②毎日　　　食事時

大久保亮さん ③第2火曜　14:30～16:00

④毎日　　　9:00～17:30

⑤随時　　　イベント時

⑥毎日　　　8:30～17:30

⑦毎日　　　10:00～12:00

⑧随時　　　打ち合わせ後調整

⑨毎日　　　10:00～12:00

年間を通じて多くのボランティア様に活動していた
だいております。お気軽におこし下さい。

同上 ①⑥月～土　　　10:00～15:00

☎　同上 ②月～土　　　　9:30～15:00

高田和法さん ③月～土　　　　14:00～16:00

④⑤⑧月～土　　随時（相談）

⑦⑨月～土　　　10:00～16:00

境上武士603-3

☎　75-0075

（養護老人ホーム） 鈴木さん 特養､養護､デイサービスを併設する複合施設です。

（通所介護） ボランティア希望の方、曜日・時間等、お気軽に

ご相談ください。

境上渕名1010-1

☎　76-7564

真貝　豊さん
高橋宏和さん

今までの暮らしが継続できるよう配慮し、個別のケ
アに力を入れています。建物は全室個室で1ユニッ
ト10名。4ユニットで計40名。平屋で開放的で穏
やかな雰囲気の施設です。

同上

☎　76-6544

井手常幸さん

境伊与久4092-4 ②土曜以外 　　　12:30～13:30

☎　76-5230 ④土曜以外　　　 14:00～16:00

長澤深幸さん ⑤納涼祭等の行事　行事により異なります

⑥⑧土曜以外 　　13:00～16:00

⑦土曜　 10:00～12:00、14:00～16:00

⑨土曜以外

地域交流も多く、地域にひらかれた施設をめざして
います。活動時間や内容など、お気軽にご連絡下さ
い。

（通所介護）

デイサービスセンター

①⑥⑧　10:00～11:00、15:00～16:00

（特別養護老人ホーム）
⑥⑦⑧　　　　　10:00～16:00

高齢者複合施設いせさき

（小規模多機能型居宅介護）

日の出

（認知症対応型共同生活介護）

グループホーム銀杏の丘

（特別養護老人ホーム）

銀杏の丘

いこいの里

①③④⑤⑥⑦⑧⑨　　日時は相談に応じます

いこいの里ショートステイ

（特別養護老人ホーム）

いこいの里　

（短期入所生活介護）

施設名

境
地
区
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連絡先 活動内容・曜日・時間

境伊与久602-1

☎　75-6011
斉藤　幸子さん

平成27年10月開業の純木造建築有料老人ホームに
併設のデイサービスです。ボランティアに興味のあ
る方は、お気軽にご連絡してください。

境島村5087-1 ①⑥　　月～土　10:00～15:00

☎　75-4165 ②　　　月～土　　9:30～15:00

狩野浩之さん ③　　　月～土　14:00～16:00

④⑤⑧　月～土　随時（相談）

⑦⑨　　月～土　10:00～16:00

地域の皆様の運動支援と、会話、交流の場としてお
役にたてる集いの場となるよう、活動しておりま
す。利根川沿いで島村の渡船場が目の前という、自
然環境に恵まれた開放的な立地でございます。ボラ
ンティアにご興味のある方は、お気軽にご連絡くだ
さい。施設の見学も随時受け付けております。どう
ぞよろしくお願いいたします。

（通所介護）

デイサービスセンター

みずべの杜

デイサービス匠の家

（デイサービス）
①～⑨　月～土　　相談にて随時受付ます

施設名

境
地
区
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