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(H23．5月末現在）

1 ○
高知市あったか
ふれあいセンター
朝倉

高齢者デイサービスセンターに併設し、子ども・高齢者を対象に，
日中の預かり及び相談事業(生活相談，育児相談)等のサービス
を提供し，地域で安心して生活できるように支援する。

7人
一般社団法人
いきいきシルバー会

高知市朝倉己７７６番地１

2 ○ し～さいど鎌倉

子どもや高齢者，障害者，介護を必要とする様々な人々が集い，
食し，笑い，話し，伝統文化に親しみやすらぎと心の豊かさを大切
にし，仲間づくりとパワーを生み出す事業を実施する。また地域の
高齢者等への研修会・講演会や，他の団体との交流事業の実
施，その他趣味教室，体験教室，展示会などについても実施す
る。

5人 しーさいど鎌倉 高知市高須東町２０番２６号

3 ○
アテラーノ旭手だ
すけ事業部

若者や高齢者、障害者が集う場所である「あったかふれあいセン
ター」を拠点にして、世代間が交流できる場を提供するとともに、
地域住民が暮らしていく中で様々な困りごとに対応し、お互いを助
け合う「まちの暮らしのお助け事業」を実施する。

7人
アテラーノ旭
手だすけけ事業部

高知市元町４４

4 室戸市 ○
あったかふれあい
しえんの舎

高齢者・障害者を対象にしたサロンを開催するともに、独居高齢
者への配食サービス、家事援助等を行う事業を実施する。

2人
有限会社
村昌

室戸市佐喜浜町１５７８番地２
室戸市
福祉事務所
0887-22-5137

5 安芸市 ○
あき・あったか
ふれあいセンター

人口集中地区である安芸町にフレキシブル支援センターを設置
し、主に元気な高齢者、障害者や子ども等を対象に、日中の見守
り、介護予防等のサービスを提供する。また、独居高齢者等の訪
問を行うことで、高齢者の安全安心な暮らしを支援する。

4人
有限会社
西田順天堂東部店

安芸市庄之芝町３番３号
安芸市
市民課

0887-35-1003

6 南国市 ○ いきいきサロン
地域のコミニュティカが弱まり、高齢者の集いの場が少なくなって
いることから、市内３か所で送迎バスを利用した高齢者が集まる
生き生きサロンを実施する。

3人
社会福祉法人
南国市社会福祉協議会

南国市大埇甲２３０１番地
南国市
長寿支援課
088-880-6556

7 土佐市 ○
土佐市あったか
ふれあいセンター

既存の高齢者デイサービスセンターに併設し、障害者や子ども、
高齢者等を対象に、日中の預かり、見守り、介護予防等のサービ
スを提供し、地域で安心して生活ができるよう支援する。

5人
有限会社
四国総合介護システム

土佐市家俊１０８１－１
土佐市
健康福祉課
088-852-1113

8 須崎市 ○

まちなかサロンふ
るいち
まちなかサロン８
店会

須崎市街地にサロンを設置し、高齢者や障害者、子ども、子育て
中の母親などが地域の人やボランティアの人とともに集い、学習
会を開催したり、小学生などと交流を行ったり、地域の食材を使っ
て調理を行うことなどができるなごめる場作りを行う。また、いくつ
かのサテライト会場も設置する。

3人
社会福祉法人
須崎市社会福祉協議会

須崎市山手町１番７号
須崎市
健康福祉課
0889-42-1205

9 宿毛市 ○
宿毛市あったか
ふれあいセンター

障害者、高齢者、子ども等障害や世代を超えた共生型の集いの
場を提供するため、休園中の保育園を活用し、乳幼児（母子）、高
齢者、障害者が集え、ふれあえる事業を実施するとともに、地域
住民の参画を得た持続可能な運営体制づくりを行う。

4人
社会福祉法人
高知西南福祉協会

宿毛市沖の島弘瀬３６２番地２
宿毛市
福祉事務所
0880-63-1114

10 土佐清水市 ○ あんきな家
支援の必要な高齢者や子ども、障害者などはもとより、誰もが自
由に集うことができるサロン、デイサービス、放課後の子どもの居
場所づくり等の事業を実施する。

3人
社会福祉法人
清和会

土佐清水市加久見１４６４－２７９
土佐清水市
健康推進課
0880-82-1121

11 ○ ぴ～す
高齢者、障害者を対象とするサロンを開催するとともに、遊休農
地等を活用して、農産物の生産、販売体制づくりを行う事業を実
施する。

3人
西土佐地域心身障害児
（者）を守る会

四万十市西土佐用井１１１０－３１

12 ○ いちいの郷
地域の高齢者を中心として、支援が必要な障害者、子どもを含め
多くを受け入れることで、多世代の交流の場や居場所づくりを実
施しながら地域の雇用を創出する。

3人
特定非営利活動法人
NPOいちいの郷

四万十市西土佐大宮４８２

13 ○
あったかふれあい
センターアルメリ
ア

障がい者・高齢者等を対象とする居場所を提供し、生活機能向上
のための支援を行うと共に、認知症高齢者に対して地域との交
流・支援体制づくりを実施する。

3人
特定非営利活動法人
ほっとハート

四万十市中村東町１丁目５番２２号
四万十市
保健介護課
0880-34-1165

14 香南市 ○
香南市あったか
ふれあいセンター

高齢者、児童、障害者等誰もが集い交流を深め、生活支援を行う
場を提供するとともに、２２年度からは市内各地区でサテライト型
のミニデイ等を行う事業を実施する。

5人
社会福祉法人
香南市社会福祉協議会

香南市香我美町下分２６４５番地１
香南市

高齢者介護課
0887-57-8511

15 香美市 ○
物部サロン
ひとやすみ

おためしデイサービス、サロン、見守り訪問等を行い、現状のサー
ビスのすき間をうめる事業を行いながら、地域の資源をつなぎ、
地域生活を支援する方法を検討し、継続できる体制づくりを目指
す。

2人
社会福祉法人
香美市社会福祉協議会

香美市土佐山田町２６２－１
香美市

健康介護支援課
0887-53-3127

16 東洋町 ○
東洋町あったか
ふれあいセンター

子どもから高齢者まで誰もが気軽に集い、子育てや生活支援等
の対策として事業を実施する。

3人
株式会社
東洋リ･ボルト

安芸郡東洋町大字白浜８８－３
東洋町
住民課

0887-29-3186

事業者
雇用
人数

高知市
高齢者支援課
088-823-9441

実施場所
継
続

新
規

四万十市
(３事業)

　平成２３年度　あったかふれあいセンター事業実施一覧（市町村別）

整
理
番
号

高知市
（３事業）

実施
市町村

市町村
担当課

事　　業　　内　　容名称

四万十市
西土佐総合支所
0880-52-1132
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17 奈半利町 ○
奈半利町あった
かふれあい
センター

少子高齢化が進む中、住民が住みなれた地域でふれあいを大切
にしながら、安心して生活できることを目的に、サロン事業を開催
する。

2人
社会福祉法人
奈半利町社会福祉協議
会

安芸郡奈半利町乙１２９７番地１
奈半利町
住民福祉課
0887-38-3451

18 安田町 ○
安田町あったか
ふれあいセンター

高齢者、障害者、子ども等、誰でも受け入れ、介護予防施策とも
あわせて世代間の交流の場や居場所づくり事業を行う。

2人
社会福祉法人
安田町社会福祉協議会

安芸郡安田町大字西島４０番地２
安田町
町民生活課
0887-38-6712

19 北川村 ○
北川村あったか
ふれあいセンター

保健センターを中心として、村内の集会所での介護予防事業の
拡充及び障害者への就労支援や軽微な生活支援などを実施す
る。

2人
社会福祉法人
北川村社会福祉協議会

安芸郡北川村野友甲７２０番地
北川村
住民課

0887-32-1214

20 馬路村 ○
馬路村ふるさと
あったか活性化
センター

デイサービスセンターを核に、各会館を中心とした高齢者・障害者
を対象にした事業及び、地区の誰もが集える居場所づくり、地区
のコミュニティの活性化を図る。

2人
社会福祉法人
馬路村社会福祉協議会

安芸郡馬路村大字馬路４０７番地１
馬路村
健康福祉課
0887-44-2112

21 芸西村 ○
芸西村あったか
ふれあいセンター

高齢者サロンを実施している村老人福祉センター機能を拡充し、
高齢者から障害者・子供等の多世代交流の場を提供し、住民誰
もが住みなれた地域で楽しく安心して生活ができることを目的に、
センター事業を展開し併せて地域での雇用を創出する。

2人
社会福祉法人
芸西村社会福祉協議会

安芸郡芸西村和食甲１２９０番地
芸西村
健康福祉課
0887-33-2112

22 本山町 ○
本山町いきいき
ふれあいセンター

少子高齢化が急速に進む中、住民が住みなれた地域でふれあい
を大切にしながら、安心して生活できることを目的に、本山町の介
護予防施策をあわせたセンター事業を展開する。

3人
社会福祉法人
本山町社会福祉協議会

長岡郡本山町本山１０４１番地
本山町
健康福祉課
0887-70-1060

23 大豊町 ○
大豊町あったか
ふれあいセンター

住民が住み慣れた地域で自立した生活ができることを目的に、介
護予防施策ともあわせたセンター事業を展開し、また地域の集い
の場（ミニデイ等）について送迎も含めた支援を行う。

3人
社会福祉法人
大豊町社会福祉協議会

長岡郡大豊町黒石３４５番地７
大豊町
住民課

0887-72-0450

24 土佐町 ○
土佐町あったか
ふれあいセンター

地域福祉活動の充実・見守りネットワーク・健康予防対策・認知症
支え合い、高齢者の居場所づくり・閉じこもり出張デイの拠点とな
る事業を実施するとともに、地域住民の参画を得た持続可能な運
営体制づくりを行う。

2人
社会福祉法人
土佐町社会福祉協議会

土佐郡土佐町土居１９４番地
土佐町
住民福祉課
0887-82-2333

25 大川村 ○
大川村あったか
ふれあいセンター

高齢者、子育て中の母親、障害のある人達が交流の機会をもち、
孤立することがないよう、安心して住むことが出来る地域作りを目
指し、いきいきサロン、見守り訪問等を実施する。

2人
社会福祉法人
大川村社会福祉協議会

土佐郡大川村小松７８－６
大川村
総務課

0887-84-2211

26 いの町 ○ サロンふれあい

すこやかセンター伊野の中にある地域交流スペースを拠点とし
て、高齢者、障害者、地域の誰もが集えるサロン、居場所づくり、
障害者等の就労支援事業を展開して、地域に根付いた継続でき
る事業を実施する。

4人 ふれあいサロンすこやか
吾川郡いの町１４００
すこやかセンター伊野

いの町
ほけん福祉課
088-893-3810

27 ○ つどい処
障害者、引きこもりの若者を中心としながら、子どもから高齢者に
いたる幅広い利用者がいつでも気軽に集まれる場所を運営する
とともに、訪問活動、移動支援等を行う事業を実施する。

3人
社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議
会

高岡郡中土佐町久礼６５５１番地３

28 ○ 寄り家

子どもから高齢者まで地域住民が自由に出入りし集える場を提
供し、必要な方には送迎・食事提供・身の回りの援助を行う。ま
た、介護保険、障害者自立支援法適用外の軽度の生活援助に地
域へ出向き、サービスを提供する事業を実
施する。

3人
社会福祉法人
かど福祉会

高岡郡中土佐町上ノ加江７８５－１

29 ○ ほのぼの大野見

大野見保健福祉センターを中核のセンターとし、年齢・障害の有
無を問わず、子どもから高齢者まで地域住民が自由に集える場
を提供し、結いの里を目指す。併せて、北地区と南地区でサテラ
イト事業を、月に１回出張開催する。また、地域の高齢者宅を中
心とし戸別訪問を実施する。

2人
社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議
会

高岡郡中土佐町大野見吉野２３４

30 ○
　
ひまわり

既存の保育所に併設。高齢者等に対して創意工夫したプログラ
ムで居場所を提供するとともに、保育園児との交流等地域生活支
援を行う事業を実施する。

3人
社会福祉法人
尾川児童福祉協会

高岡郡佐川町本郷耕２０４３

31 ○ いちご
既存の高齢者デイサービスセンターに併設。地元ニーズに対応し
た預かり・見守り・介護サービスを提供。夜間預かりや宿泊機能を
もつ。併せて、研修や地域交流も実施する。

3人
社会福祉法人
秋桜会

高岡郡佐川町永野字和田１４７６番
地５

32 ○ たんぽぽ
認知症対応型グループホームに併設。高齢者や子どもを受け入
れ、地域のニーズに応じた事業を展開。

2人
株式会社
いこいの里

高岡郡佐川町丙３６２０－１

中土佐町
（３事業）

中土佐町
健康福祉課
0889-52-2662

佐川町
（３事業）

佐川町
健康福祉課
0889-22-7705
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33 越知町 ○
越知町あったか
ふれあいセンター

福祉センターを活用し介護予防運動やレクリエーションをきっかけ
に集いの場をつくる。また、ミニデイサービスを２地区で実施し外
出機会のない高齢者への声かけを実施。ｾﾝﾀｰ内の図書館では
幼児や小学生、子育て中の親が集え、必要に応じ一時預かりも
実施。

3人
社会福祉法人
越知町社会福祉協議会

高岡郡越知町越知甲２４５７
越知町
住民課

0889-26-1170

34 日高村 ○
日高村安心生活
支援センター

高齢者生きがいデイサービスセンターに併設。障害者、高齢者を
対象に日中の預かり､介護予防サービス、参加者の移送サービス
などを提供。ボランティアセンターも併設して配食や、入浴サービ
スふれあい電話による声かけ、軽度の生活支援などもおこなう。
また、近所で集える場をつくり、サテライト型で地域のサロンを開
設していく。

2人
社会福祉法人
日高村社会福祉協議会

高岡郡日高村沖名５番地
日高村
健康福祉課
0889-24-5112

35 津野町 ○ 鶴松の風

保健福祉センターを中心として、高齢者、障害者、児童等が集え
る地域の拠点づくりを推進する。地域の現状と課題を把握し、地
域拠点づくりのための指導者の掘り起こしと育成を行い、地域拠
点づくりのための情報発信と相談業務を行う。また、介護予防の
推進のための介護予防訓練・機能向上訓練などの事業を企画し
実施する。

1人
社会福祉法人
津野町社会福祉協議会

高岡郡津野町白石甲１４２１
津野町

西庁健康福祉課
0889-55-2151

36 ○ やまびこ
子どもから高齢者まで誰でもが集い、子育てや生活支援、介護
サービス等で見守り、支えあいの地域づくりの推進を図る。

3人
社会福祉法人
さくら福祉事業会

高岡郡四万十町大正１９０

37 ○ 風らっと

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らすことができる町づくりの
ため、高齢者や障害者、放課後や長期休み中の子どもの居場所
をつくり、世代を超えた支え合いの仕組みづくりを推進する。ま
た、サロン活動の活性化や地域の誰でもが気軽に集える場所づく
りを行うこととあわせ、地域のリーダーやボランティア養成のため
の研修会等を実施する。

3人
社会福祉法人
しまんと町社会福祉協議
会

高岡郡四万十町茂串町１１－３０

38 大月町 ○ ほっとセンター
高齢者、障害者、児童生徒を対象にしたサロンを開催するとも
に、外出支援、送迎サービス等フレキシブルに対応できる住民の
拠点の場づくりを行う事業を実施する。

4人
社会福祉法人
大月町社会福祉協議会

大月町鉾土６０５－３
大月町
町民福祉課
0880-73-1113

39 三原村 ○
三原村あったか
ふれあいセンター

地区集会サロンを核として、高齢単身及び高齢障害世帯等の安
否確認及び生活支援、社会参加・外出支援等を行う事業を実施
する。

1人
社会福祉法人
三原村社会福祉協議会

幡多郡三原村来栖野４７９番地１
三原村
住民課

0880-46-2404

40 黒潮町 ○
黒潮町あったか
ふれあいセンター
「こぶし」

利用者が自由に日中楽しく過ごす交流の場を確保したり、外出
サービスや買物支援などのサービスを行うことにより、高齢者の
介護予防・生きがいづくりの推進、日常生活の不安解消につなが
る事業を実施する。

3人
社会福祉法人
黒潮町社会福祉協議会

幡多郡黒潮町拳ノ川１７番地３
黒潮町
地域住民課
0880-55-3113

122人

四万十町
健康福祉課
0880-22-3115

四万十町
(２事業)

　
合計　（　３１市町村　４０ケ所　）

3



【平成２３年６月１０日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 高知市あったかふれあいセンター朝倉

実施場所実施場所実施場所実施場所

　高知市朝倉己776-1(いきいきの里内)

花見などの季節の行事

人間の尊厳を守るための学習会の実施

実施日時実施日時実施日時実施日時

対象者対象者対象者対象者 誰でも可

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

高齢者や子育て相談等で訪れる親子など，誰でも気軽に自由に日中を過ごすこと
ができるようなサロン的な場を提供します。

月曜日から日曜日　午前９時から午後５時まで
（ただし祝祭日，年末年始は休館）

実施機能の
具体的内容

子育て相談等で来られたときなどの一時預かり

地域内で見守りが必要な高齢者宅への定期的な訪問

就労に結びつくような講習会の実施

緊急時の子どもや高齢者の送迎

学ぶ

その他

事業所

住所

電話 ０８８－８２８－８８３９ FAX ０８８－８２８－８８２９

E-mail

担当課室

電話 ０８８－８２３－９４４１ FAX ０８８－８２３－９４３４

E-mail

人間の尊厳を守るための学習会の実施

生活相談や保護者への子育て相談

一般社団法人　いきいきシルバー会

高知市朝倉己７７６-１

写真写真写真写真

１階をあったかふれあいセンターとして利用

上記について、市町村問い合わせ先

高知市役所高齢者支援課

kc-120900@city.kochi.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 原則として無料

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
平成２２年４月に竣工した新施設は立派な音響設備を有するカラオケルーム　　（有
料），小さな舞台を備えたホールもあります。
活発なご利用を期待します。

連絡先連絡先連絡先連絡先



【平成２３年６月９日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

その他 ○

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

食事デザート付き1,000円，ケーキセット500円　（希望者のみ）　　　　　　高知市近郊（送迎）片
道500円

「新しい出会い」と「心の安らぎ」の場，「やらされる」のではなく「自らやる」，「連れて行かれる」
のではなく「自ら行く・行きたい」，「趣味を押し付けられる」のではなく「自らやってみたい」。
利用者の立場や特性に配慮した，フレキシブルな個々人への対応と食事・入浴・語らい・文化
に触れるなどの安らぎの中から，自らが主人公として，介護する側される側に分かれることな
く，仲間作りとパワーを生み出すことのできる集いの場を提供します。
ぜひ気軽にご利用ください。
①日本の伝統文化について学び継承していきます。
②地域交流，他

実施機能の
具体的内容

送迎サービス

地域住民や，他の施設，団体等との交流

さまざまな教室，個人の展示会，講演会などを実施

入浴サービス（希望者のみ）

対象者対象者対象者対象者 誰でも可

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

月に、1,2度の外出や展覧会など。その他

緊急時の一時預かり

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称

実施場所実施場所実施場所実施場所

高知市あったかふれあいセンター　し～さいど鎌倉

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日　午前９時３０分から午後４時３０分まで
（ただし祝祭日，年末年始は休館）

子どもや高齢者，障害者，介護を必要とする様々な人々が集い，食し，笑い，話，伝統文化に
親しみ，やすらぎと心の豊かさを大切にし，仲間作りとパワーを生み出す場を提供します。
また，他の団体との交流や趣味教室，体験教室，展示会なども実施します。

高知市高須東町20-26

見守り訪問

就労への支援、ボランティアスタッフ

事業所

住所

電話 ０８８－８８２－４１３０ FAX ０８８－８６１－１１６３

E-mail

担当課室

電話 ０８８－８２３－９４４１ FAX ０８８－８２３－９４３４

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

kc-120900@city.kochi.lg.jp

連絡先連絡先連絡先連絡先

高知市役所高齢者支援課

kappa@cmail.plala.or.jp

し～さいど鎌倉

高知市高須東町20-26

金婚式をしました。
かっぱスタイルのユニフォームです。

ボランティアの方によるネイルアート 子どもたちも利用し、料理を習っていま

す。

高知女子大生や教授との交流 我らスタッフ、無敵の4人娘です。

E-mail kc-120900@city.kochi.lg.jp



【平成２３年６月８日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

　世代間が交流できる、誰でも集える場を提供し、地域住民が暮らしていくなかでさ
まざまな困りごとに対応し、お互いを助け合う「まちの暮らしのお助け事業」を実施し
ます。（家事の手だすけ、力のいる手だすけ、食の手だすけ、暮らしの相談、移動の
手だすけなど）

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 アテラーノ旭手だすけ事業部

実施場所実施場所実施場所実施場所

高知市元町44（アテラーノ旭内）

実施日時実施日時実施日時実施日時

月・火・水・木・金・土（祝日、年末年始以外）のご前9時から午後5時まで
ただし配食は年中無休

対象者対象者対象者対象者 誰でも可

実施機能の
具体的内容

歓談、生活相談、会議等

家事の手だすけ、食の手だすけ（配食）、文化の継承

移動の手だすけ

季節の行事、視察の受け入れ、町内会との交流等

学ぶ

その他

事業所

住所

電話 ０８８－８５５－４６０７ FAX ０８８－８５５－４６０８

E-mail

担当課室

電話 ０８８－８２３－９４４１ FAX ０８８－８２３－９４３４

E-mail

連絡先連絡先連絡先連絡先

アテラーノ旭手だすけ事業部

高知市元町44

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 事業により異なるため、詳細はHPを参照

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

　年々高齢者が増え、空き家や空き店舗が増えていく旭のまちを、なんとかみんな
の力で元気にしたいという想いで、平成19年にたちあげました。お茶や食事を提供し
てみんなの憩いの場になっている他、趣味をいかした手芸品などの展示販売、絵画
などの作品の展示などを行っています。
　平成21年よりアテラーノ旭手だすけ事業部を設立し、希望する人への弁当の配
達、あまり動けない人や忙しい人のための家事の手伝い、買い物や病院などへ出
かけるお手伝い、生活相談などを行っています。
　本年からは、旭の地域の歴史や文化を掘り起こし、継承していく活動にも取り組ん
でいます。

写真写真写真写真

　
　　　　　　　節分イベント出発の様子　　　　　　　　　　お弁当の用意

上記について、市町村問い合わせ先

高知市役所高齢者支援課

kc-120900@city.kochi.lg.jp



【平成２３年６月１５日現在】

集う ○

泊まる ○

預ける ○

訪ねる ○

働く ○

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

実施機能の
具体的内容

みんなの居場所、サロン。日曜100円喫茶。

緊急時の宿泊ＯＫ，こども、高齢者、障害者。

託児および高齢者、障害者対応できます。

生活支援、安否確認、配食サービス、ゴミ出しサービス、傾聴ボランティアなど

介護実習、配食ボランティア、軽i作業、文書作成、自転車修理、菜園作業など

移動支援、送迎（障害者の病院受診を含む）

障害当事者の交流、支え合い、地域住民の交流の場

書道、パッチワーク、パンつくり、こども料理教室、福祉学習。

実施日時実施日時実施日時実施日時
土日祝日もオープン、原則木曜日休館ですが、イベントを開催することがある。

元旦３が日は休館。

対象者対象者対象者対象者 高齢者、障害者、こどもを優先していますが、どなたでも歓迎。

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

月曜日　木工細工など　水曜日　書道、パッチワーク教室　土曜日　パン作り、こども
料理教室　日曜日　１００円喫茶モーニング。パソコン教室、100才体操など随時実
施。障害者等ガイドヘルプ、移動支援、宿泊については地域包括支援センターと協
議、調整のうえ実施させていただきます。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 しえんの舎（や）

実施場所実施場所実施場所実施場所

室戸市佐喜浜町1582-1

室戸市佐喜浜町1578-2　（PM4時以降など、併設デイサービスの施設を活用）

ほかに作業場、菜園がある。

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 0887-98-7023、時間外は2224 FAX ０８８７－２７－３２４３

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－２２－５１３７ FAX ０８８７－２２－１４５７

E-mail

写真写真写真写真

　　　　　　【料理教室】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【豚汁会】

上記について、市町村問い合わせ先

室戸市福祉事務所　社会福祉班

mr-011400@city.muroto.ig.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 原則　無料。日曜喫茶１００円から。昼食代４５０円、おやつ１００円。

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

高齢者、障害のある方のひとり暮らしは介護保険制度だけでは支えきれません。過
疎の町の旧民家を改築して、みんなの居場所が出来ました。小規模で家族的でいろ
んな支援が柔軟に取り組める高知型福祉の実験中です。住民主体で取り組んでいま
すが、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、ガイドヘル
パーがご相談に応じます。病院受診については、重度障害者の移動支援の必要を受
け止め、取り組んでいます。こころに障害のある方の地域での生活支援、仕事作りに
は特に力を入れています。障害のある方とチームを組んで、高齢者の方々へのお弁
当作りと配達そして会食のサービスへも取り組んで行きます。認知症や障害、難病が
あっても、地域で支え合える場、拠点として、一歩一歩、着実に整備して行きたいと考
えていますので、ご参加をお待ちしています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

あったかふれあいセンターしえんの舎

室戸市佐喜浜町1582-1

monmart70403@rs.zchain.co.jp

書道、パッチワーク、パンつくり、こども料理教室、福祉学習。

社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員による相談支援。



【平成２３年６月２１日現在】

実施場所実施場所実施場所実施場所

実施日時実施日時実施日時実施日時

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ

その他

(有)西田順天堂　デイサービスあったか2階

毎日　午前8時30分～午後5時まで

対象者対象者対象者対象者 安芸市在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

支援が必要な高齢者（要支援１まで）やこども、障害者など世代を超えたっ共生型の
集いの場を提供するとともに、外出支援、買い物支援も実施しています。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あき・あったかふれあいセンター

安芸市庄之芝町３－３

実施機能の
具体的内容

障害児童一時預かり

独居高齢者や高齢者世帯への訪問

送迎サービス

子育てサークル、他サークルとの交流

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代実費500円（希望者のみ）

事業所

住所

電話 ０８８７－３４－８９９１ FAX ０８８７－３４－８９９０

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－３５－１００３ FAX ０８８７－３５－１５５５

E-mail

上記について、市町村問い合わせ先

市民課　介護保険係

simin03@city.aki.kochi.jp

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
増々受け入れ体制を充実し、より心と体の健康を寄与すると共に
夢と希望を与えるセンターにして行きたいです。

(有)西田順天堂

安芸市庄之芝町３－３連絡先連絡先連絡先連絡先

写真写真写真写真

　　　　①創作活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②お茶教室



【平成２３年６月６日現在】

集う 〇

泊まる

預ける

訪ねる 〇

働く

送る 〇

交わる

学ぶ 〇

サロンの利用の為の送迎

利用者を対象とした講座や研修会

ひいといサロン西（多世代交流プラザ）・ひいといサロンにんにん（社会福祉センター）

実施日時実施日時実施日時実施日時
毎週月・木（ひいといサロン北・西・南）午前１０時～１５時

毎週火・金（ひいといサロンにんにん）午後１２時半～１６時

対象者対象者対象者対象者 おもに地域の高齢者、その他

実施機能の
具体的内容

日中の居場所づくりや仲間づくり

見守りや安否確認

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 ひいといサロン北・南・西・にんにん

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

基本、自分の好きな余暇活動をしていただく。プログラムの中にわかガエル体操を
入れ介護予防にも取り組んでいる。時に外へ学習会にでるなど様々な取り組みをし
ている。

実施場所実施場所実施場所実施場所

ひいといサロン北（瓶岩体育館）・ひいといサロン南（三和スポーツクラブハウス）

学ぶ 〇

その他

事業所

住所

電話 ０８８－８６３－４４４４ FAX ０８８－８６３－４４４５

E-mail

担当課室

電話 ０８８－８８０－６５６６ FAX ０８８－８６３－１１６７

E-mail

南国市日吉町２－３ー２８

nfukusi@nansyakyo.or.jp

上記について、市町村問い合わせ先

福祉事務所

fukushi@city.nankoku.kochi.jp

連絡先連絡先連絡先連絡先

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等

写真写真写真写真

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
このサロンは参加される皆様が自ら雰囲気をつくられるとても居心地の良い居場所
です。利用者それぞれに役割がありお互い様の関係づくりが自然に作られる場所で
す。

社会福祉法人　南国市社会福祉協議会

利用者を対象とした講座や研修会

基本無料、食費（昼食代４００円）と工作等材料費（実費）のみ



【平成２３年６月１４日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ

送迎サービス、ドライブ、買い物ツアー

地域との親睦会

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日（年末年始をのぞく）

午前８時３０分から午後５時３０分まで

対象者対象者対象者対象者 土佐市内に住所を有する高齢者等

実施機能の
具体的内容

健康チェック、いきいき百歳体操、カラオケ等の実施

昼食サービス、親睦会

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

高齢者や障害者、子ども達を対象に日中の預かり、見守り、いきいき百歳体操、脳
トレ、レクレーションなどのサービスを提供し、地域で安心して生活ができるよう支援
しています。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 土佐市あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

土佐市家俊１０８１－１

土佐市戸波デイサービスセンター内

学ぶ

その他

事業所

住所

電話 ０８８－８５０－３３２０ FAX ０８８ー８５０－３３２１

E-mail

担当課室

電話 ０８８－８５２－１１１３ FAX ０８８－８５２－２４３３

E-mail

昼食代実費５００円（希望者のみ）、創作活動に関する材料代実費（希望者のみ）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

【基本方針】・・・土佐市あったかふれあいセンターでは、健康チェック、いきいき百歳
体操、健康体操、脳トレ、楽しいドライブ、買い物ツアー、カラオケ、地域の清掃等、
体を動かして、人と人のつながりの輪を広げ、楽しい憩いの広場を提供します。
【スタッフの声】・・・利用者の皆様にはゲームやドライブ、季節を織り交ぜた工作など
をして毎日楽しく過ごしていただいております。　安否確認や服薬訪問など、ボラン
ティアさんの協力のもと、どんどん実施していきたいと思っております。
【利用者の声】・・・皆さんとお話をしたり、ゲーム等をして楽しんでいます。いつもあっ
たかふれあいセンターに来るのを楽しみにしています。

写真写真写真写真

　　　　              センター玄関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室内風景

上記について、市町村問い合わせ先

土佐市健康福祉課

kenkou@city.tosa.kochi.jp

連絡先連絡先連絡先連絡先

有限会社　四国総合介護システム

土佐市家俊字垣添１０８３

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる ×

預ける ○

訪ねる ○

働く ×

送る ×

交わる ○

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８９－４２－０７３６ FAX ０８８９－４２－７８７６

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－４２－１２０６ FAX ０８８９－４２－１２４５

E-mail

無料（材料費は自費）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

　年齢を問わずどなたでも利用できます。百歳体操も行っていますが、利用者がやり
たい事（趣味等）を自由に利用できます。また、このサロンはショッピングセンターに
隣接しており、お買い物帰りなどちょっとした休憩・休暇に、また、お友達とおしゃべ
りなど気軽に立ち寄れるサロンです。また月・水の午前に一時預かりをしています。

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

須崎市健康福祉課　高齢者福祉係

korei1@city.susaki.kochi.jp

保育園・小学生・子育てサークルとの交流会

様々な出張講座(お茶会・消費生活セミナーなど)

相談

連絡先連絡先連絡先連絡先

須崎市社会福祉協議会

須崎市山手町1－7

s.syakyo-so@sea.scatv.ne.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日　午前10時～午後3時まで

対象者対象者対象者対象者 須崎市在住の方

実施機能の
具体的内容

未就学児一時預かり

見守り訪問

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

月・水・木曜日：午後13:30～　いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操
火・金曜日：午前10:30～　いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操
月・水曜日：午前中　未就学児童一時預かり
※上記の時間だけスケジュールを決めています。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 まちなかサロン８店会

実施場所実施場所実施場所実施場所

須崎市西糺町4－18　（YUTAKA8店会内）

一時預かり ボランティアによる足湯



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる ×

預ける ×

訪ねる ×

働く ×

送る ×

交わる ×

学ぶ ×

その他 ×

実施機能の
具体的内容

実施日時実施日時実施日時実施日時
火・木・金曜日　午前10時～午後3時まで

対象者対象者対象者対象者 須崎市在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

火曜日：午後13:30～　いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操
木曜日：午前10:30～　いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操
　　　　　 午後13:30～　将棋・碁
金曜日：午後13:30～　いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操

※上記の時間だけスケジュールを決めています。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 まちなかサロンふるいち

実施場所実施場所実施場所実施場所

須崎市東古市町1－26

事業所

住所

電話 ０８８９－４２－０７３６ FAX ０８８９－４２－７８７６

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－４２－１２０６ FAX ０８８９－４２－１２４５

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

須崎市健康福祉課　高齢者福祉係

korei1@city.susaki.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 無料（材料費は自費）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

　年齢を問わずどなたでも利用できます。百歳体操や将棋・碁も行っていますが、利
用者がやりたい事（趣味等）を自由に利用することができます。また、このサロンは
商店街の中心にあります。お買い物帰りなどちょっとした休憩・休暇に、また、お友
達とおしゃべりなど気軽に立ち寄れるサロンです。

連絡先連絡先連絡先連絡先

須崎市社会福祉協議会

須崎市山手町1－7

s.syakyo-so@sea.scatv.ne.jp

百歳体操 ミニコンサート



【平成２３年６月１３日現在】

集う ○

泊まる －

預ける ○

訪ねる ○

働く －

送る ○

交わる ○

学ぶ －

その他 －

実施機能の
具体的内容

ミニデイサービス・日中における居場所・社会参加の場

高齢者・子ども・障害者等の日中における一時預かりの場

見守り訪問、ゴミ出し支援、買い物支援

公用車による送迎サービス・外出支援

地域との交流の場

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日（祝日を除く。）　午前9時から午後4時まで

対象者対象者対象者対象者 利用者として登録された方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

休園中の沖の島保育園を利用して、赤ちゃんからお年寄りまで、障害の有無にかか
わらず、誰もが利用でき、高齢者の介護予防、障害者の就労支援、子どもの居場所
づくりなど、誰もが安心して必要なときに必要なだけ利用できる支え合いの拠点施
設として、実施している。（毎週水曜日：在宅支援、毎週木曜日：ゴミ出し支援、毎月
1回：食事会）

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 宿毛市あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所
沖の島保育園内

宿毛市沖の島町弘瀬362番地2

その他 －

事業所

住所

電話 ０８８０－６３－５６５１ FAX ０８８０－６３－５６５３

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－６３－１１１４ FAX ０８８０－６３－０４１０

E-mail

写真写真写真写真 　　　　　　　①ボール遊びの様子　　　　　　　　　　　　　　②お花見の様子
　　この日はみんなでボール遊びをしました。　　　　この日はセンターを飛び出し、み
　珍プレーや好プレーの連続でとっても楽し　　　　んなでお花見に出かけました。天
　かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気も良くきれいに咲いた桜を見な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がら、おいしいお弁当を食べまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。

上記について、市町村問い合わせ先

宿毛市福祉事務所

kenichi-hatakenaka@city.sukumo.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 利用料無料・食事会（月1回）の実費230円

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
離島のあったかふれあいセンターです。
島民の方々が、年齢・障害に関係なく楽しく集える場所の提供に努めて行きたい
と思います。

連絡先連絡先連絡先連絡先

（福）高知西南福祉協会

宿毛市貝塚19番20号

jusan@mail.netwave.or.jp

E-mail kenichi-hatakenaka@city.sukumo.kochi.jp



【平成２３年６月１４日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンター　あんきな家

実施場所実施場所実施場所実施場所

高知県土佐清水市加久見1464-279　あんきな家

産業祭、花見、運動会、七草がゆ、納涼祭などのイベントを通じて地域住民との交流を図る。

社会福祉協議会等関係諸機関と連携を図り、ボランティア等の研修や地域福祉が

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から土曜日（祝祭日も実施）

高齢者・障害者：10時から15時まで　子ども：10時から18時まで

対象者対象者対象者対象者 土佐清水市在住の方　高齢者（要支援1・2）障害者（身体・知的・障害）子ども（3歳から15歳まで）

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

地域の方々を対象に、利用者が自由に日中楽しく過ごしていただける交流の場とし
て世代、枠組みを超えて誰もがともに笑い、ともに学び、いつまでも楽しく元気で過ご
していただける事を願い実施しています。

実施機能の
具体的内容

サロン・デイサービスの実施、放課後の子どもの居場所などの開設。
学童と月一回程度の交流を図る。

スタッフが個人宅を訪問することにより高齢者等の見守り、声かけ等を行うとともに
あったかふれあい事業活動をPRする。

送迎サービス外出支援などのサービスを提供する。

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８０－８２－００２２ FAX ０８８０－８２－０１４８

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－８２－１１２１（内線302） FAX ０８８０－８２－５５９９

社会福祉協議会等関係諸機関と連携を図り、ボランティア等の研修や地域福祉が
推進できるように、区長、民生委員等との勉強会を開催する。学生の体験学習等の
受け入れ。

消防署や警察署等と連携し、避難訓練や防災訓練、交通事故防止運動に取り組む。

社会福祉法人　清和会　あんきな家

高知県土佐清水市加久見1464-279

ankinaie@rice.ocn.ne.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

健康推進課　社会長寿係

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等
高齢者（要支援１・2）、障害者（身体・知的・精神）1,000円（基本料金500円　昼食代500円）
※昼食を注文されない方は、基本料金500円
子ども（3歳から15歳まで）基本料無料

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

外で走りまわっている子ども達を見て、微笑んでいるお年寄り、子ども達からお年寄
りに声を掛け、自然に手を差しのべる微笑ましい光景が見られます。高齢者は子ども
達から元気と笑顔をもらい、子ども達は色々な知識やマナーを教わり、障害のある方
も一緒に、誰もが気軽に使える地域の場を提供し支援させていただきます。
また、子ども達は漢字検定、体力測定など予定しています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

E-mail kenkou@city.tosashimizu.kochi.jp



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる －

預ける ○

訪ねる －

働く ○

送る ○

交わる ○

学ぶ －

実施機能の
具体的内容

サロン

高齢者、障害者、子供等に対し必要に応じ受け入れる

農作業

送迎サービス

地域の学校、各種イベント等に参加し交流を図る。

実施日時実施日時実施日時実施日時

農作業：月曜日～金曜日（午前9時～午後3時30分）
サロン：月・水・金曜日（午後1時～3時30分）

対象者対象者対象者対象者 四万十市西土佐地域に在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

　支援が必要な高齢者、障害者、子供等を対象に集いの場の提供や生活支援全般
及び農作業を通じての就労支援や地位交流など社会参加を支援する。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンター　ぴーす

実施場所実施場所実施場所実施場所

四万十市西土佐福祉センター内・西ヶ方ほ場

四万十市西土佐用井1110-31・西ヶ方（ほ場）

学ぶ －

その他 －

事業所

住所

電話 ０８０－１９９８－９３５５ FAX ０８８０－３１－６１１２

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－５２－１１３２ FAX ０８８０－５２－１０２４

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

四万十市西土佐総合支所　保健課

n-hoken@city.shimanto.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 特になし

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
　将来的に障害者の就労の場とした施設としたい。
　利用者から、外へ出かける機会が多くなり喜んでもらっている。

連絡先連絡先連絡先連絡先

西土佐地域障害児(者)を守る会

四万十市西土佐用井1110-31（四万十市総合福祉センター内）

①農作業の様

子

②サロンの様子

E-mail n-hoken@city.shimanto.lg.jp



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる

学ぶ

その他

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 利用料：無料　　昼食代実費４００円（おやつ代５０円込※希望者のみ）

実施機能の
具体的内容

サロンの開催　高齢者や障害者、放課後の児童の居場所

支援が必要な高齢者、障害者の一時預かりサービス

独居高齢者や、夫婦のみの家庭への定期的な訪問(お弁当の配達）

送迎サービス、外出支援（買い物・ドライブなど）

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

毎日活動計画を立てて介護予防や健康づくりに関する活動を行っています。定期的
な取り組みとしてはゴム体操・手芸教室・将棋大会・編み物教室・認知症予防教室な
どがあります。他地域や多団体との交流、夏休みや冬休みには学童との交流なども
あり、多世代の交流の場としての機能も持っています。また、家では日中一人で過ご
すことができない方などを、家族などの希望により一時的にセンターに預かって対応
するなど小規模で多機能なサービスを提供しています。

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日　午前9時～午後4時まで

訪問機能：週2回

対象者対象者対象者対象者 高齢者・障害者・子ども・子育て中の方など地域の誰もが利用可能

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンターＮＰＯいちいの郷

実施場所実施場所実施場所実施場所 四万十市西土佐大宮594－3

事業所

住所

電話 ０８８０－５３－２０２０ FAX ０８８０－５３－２０２０

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－５２－１１３２ FAX ０８８０－５２－１０２４

E-mail

連絡先連絡先連絡先連絡先

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 利用料：無料　　昼食代実費４００円（おやつ代５０円込※希望者のみ）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

【基本方針】  「笑って、笑って、笑って、元気の元」を理念に掲げ、年齢や障害の有無
にかかわらず、住み慣れた地域で安心して笑って暮らせる地域づくりを目指してセン
ターの運営を行っています。また地域の支え合いの拠点として拡充して行くために
は、地域住民が参画でき地域に開かれた運営体制とすることが大切だと捉えて地域
のことをみんなで考え話しあっていきながら継続した仕組みを作っていくことを目標に
活動しています。（2ヶ月に1回運営推進会議を開催）
【訪ねる機能】　定期的に地域の各家庭（日常生活に不安のある独居高齢者や夫婦
のみの世帯）を訪問して、御用聞き的なサービスや見守り活動買い物の代行や買い
物への外出支援などを実施しながら、地域のニーズをキャッチして関係各機関との連
携を図っています。

特定非営利活動法人　NPOいちいの郷

高知県四万十市西土佐大宮５９４－３

ichiinosato@mb.gallery.ne.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

四万十市西土佐総合支所　保健課

n-hoken@city.shimanto.lg.jp

愛媛南楽園へ外出 小学校との交流 回転寿司でお食事会



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる △

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ

その他 ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンター　アルメリア

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

昼間の居場所として、のんびり、ゆったり過ごしていただきます。特別なプログラムは
ありません。やりたいこと(例・編物・将棋・ビーズアクセサリー等)があれば一緒にやり
ましょう。　強制はしません。

実施日時実施日時実施日時実施日時
月・火・金・土・日・祝日(閉所日は水・木・月末・ただ、水・木が祝日の場合は開所)

実施場所実施場所実施場所実施場所 四万十市中村東町1丁目5番22号

9：00～16：00(相談により受入時間延長可)

対象者対象者対象者対象者 高齢者・障がい者・ひきこもりなどの生活のしづらさを抱えている当事者・家族

必要に応じ、障害者や認知症高齢者等の一時預かりの受け入れ

当事者・家族への相談支援

アルメリア利用のためや買い物支援の送迎サービス

実施機能の
具体的内容

自由に集い、過ごすことができるサロンを開設

緊急の場合1～2泊程度対応予定

障がい者家族会・認知症家族会・区民の方たちとの交流等

希望があれば、入浴・洗濯・散髪・安否確認対応を行います

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 創作材料代実費・昼食は提供していません、弁当持参か注文またはセンター内台所を利用。

事業主体

住所

電話 ０８８０－３４－２３７３ FAX ０８８０－３４－９５２５

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－３４－１１６５ FAX ０８８０－３４－０５６７

E-mail

上記について、市町村問い合わせ先

四万十市保健介護課

kaigo@city.shimanto.lg.jp

今年5月1日に開所したばかりのセンターです。
障がい者作業所やデイ・サービスの休みのときの居場所等として利用してもらうた
め、土・日・祝日も開所しています。
高齢者・障がい者・ひきこもりなどの生活のしづらさを抱えている当事者・家族ととも
に、居場所や訪問相談など必要な支援を臨機応変に行うとともに、地域の中で誰も
が安心して暮らしていくための社会福祉資源となることを目指しています。
精神疾患を持ち勤務している方が、帰りに入浴・洗濯をし、休憩に利用しています。
「安心してゆっくりできる場所ができてうれしい」との声が寄せられ、開所してよかった
と職員一同感謝しています。

特定非営利活動法人ほっとハート

四万十市中村東町1丁目5番22号

sphd2669@beetle.ocn.ne.jp

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

連絡先連絡先連絡先連絡先

写真写真写真写真

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等



【平成２３年６月１日現在】

集う ○
泊まる
預ける ○
訪ねる ○

働く
送る ○

交わる ○
学ぶ ○

その他

 集い参加への送迎支援、買い物支援、外出支援

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

「みかんの里」デイサービスセンターを拠点として、各地区でサテライト型の会場を配置し、子
どもから高齢者まで誰もが気軽に集い、子育てや生活支援、介護サービス等を提供し、見守
り・支え合いの地域づくり活動を行う。

実施機能の
具体的内容

 介護予防プログラム（運動・栄養・口腔・認知）、レクリエーション

高齢者等

生活状況把握のための訪問調査等

 高齢者生活福祉センター「みかんの里」　香南市香我美町下分２６４５－１ 【拠点】

 のいちふれあいセンター　　　　　　　　　　香南市野市町西野５３４－１　　　【サテライト会場】

 吉川総合センター　　　　　　　　　　　　　 香南市吉川町吉原３５２　　　　 　【サテライト会場】

 地域や子ども達との交流（芋植え・芋掘り・秋祭り等）

 感染症予防･認知症関連の講義 ・ 筋力体操・介護の実技等

実施日時実施日時実施日時実施日時

 高齢者生活福祉センター「みかんの里」　 　　月・火・水・木・金　　９：００～１６：００

 吉川総合センター　　　　　　　　　　　　　　   　金    　　　　　　  　　 ９：００～１６：００

対象者対象者対象者対象者 香南市内在住の方

 夜須福祉センター　　　　　　　　　　　   　　　　月・火・水・金　　　　 ９：００～１６：００

 のいちふれあいセンター　　　　　　　　 　 　　　月・火・水　　　　　　 ９：００～１６：００

 野市東部老人憩いの家　　　　　　　　　　   　 木・金           　　  　９：００～１６：００

 野市東部老人憩いの家　　　　　　　　　　香南市野市町土居１５１５－３　　【サテライト会場】

 夜須福祉センター　　　　　　　　　　　　　 香南市夜須町坪井１６－１　　　　【サテライト会場】

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 香南市あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

その他

事業所

住所

電話 ０８８７－５７－７３００ FAX ０８８７－５７－７３０５

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－５７－８５１１ FAX ０８８７－５６－０５７６

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

香南市　高齢者介護課

hoken@city.kochi-konan.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等  実費　1,000円

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

　【スタッフの声】
・ 利用者さんのあったかでの楽しみは『人と会って話をして笑う』ことが一番ではないでしょうか。帰り際
に『今日も一日笑うたね～、楽しかった』との声に来てもらえて本当に良かったと感じます。筋力低下防
止、皆さんの生活の張りに少しでも関わり、お役に立てる事ができれば嬉しいです。また、日頃頑張っ
ている方こそ自分へのご褒美としてリフレッシュしに来ませんか？

【利用者の声】
　・ 毎週、体操を続けているので体調が良い。家におったら絶対やらんけど、皆と一緒だとやろうという
前向きな気持ちになる。
　・ ゲームをしたりおしゃべりをして、皆で大きな声を出して笑いあえるのが嬉しい。　　！(^O^)！
　・ 子ども達との交流で元気がもらえて心も癒されるし、季節ごとの行事もあるのが楽しみ。

連絡先連絡先連絡先連絡先
香南市社会福祉協議会

香南市吉川町吉原９５

fureai-n@mxi.netwave.or.jp

地域交流・さつま芋収穫祭季節の行事・あじさい観こいのぼり運動会・ゲーム

大きいのが取れたよ！！笑い声がたえない、あったかでのある日の風景・・・



【平成２３年６月６日現在】

集う ○

泊まる －

預ける －

訪ねる －

働く －

送る －

交わる －

学ぶ －

その他 －

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 喫茶コーナー飲食代実費（利用者のみ）

実施機能の
具体的内容

実施日時実施日時実施日時実施日時

対象者対象者対象者対象者 香美市物部町住民の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

セルフサービスでの喫茶コーナーやレクリエーション用具、書籍等を備え、お年寄り
から子どもまでのさまざまな住民が、自由に楽しく気軽に立ち寄ることができる空間
を提供する。また、独り暮らし高齢者への見守り電話やはがき書き、ボランティア活
動支援を行ったり、サロンに集まる人の中から、支える人の発掘や育成、支え合い
の拠点をめざす。

香美市物部町大栃８７８－３　奥物部ふれあいプラザ

月曜日から金曜日　午前９時３０分から午後４時３０分まで

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 香美市あったかふれあいセンター　物部サロン　ひとやすみ

実施場所実施場所実施場所実施場所

事業所

住所

電話 ０８８７－５８－３０９８ FAX ０８８７－５８－３０９３

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－５３－３１２７ FAX ０８８７－５３－１０９４

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

香美市健康介護支援課

hokatsu@city.kami.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 喫茶コーナー飲食代実費（利用者のみ）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

【基本方針】
地域で暮らす人たちと楽しみながら、知り合い、語り合い、支え合い、絆を深めてい
ける「地域のお茶の間」をめざしています。

【スタッフの声】
親子の待ち合わせ場所になったり、病院やバスの待ち時間に利用したりと、気軽に
使える集いの場です。どなたでもご利用下さい。

【利用者の声】
こんな場所があるとは知らんかった。来てみたらえいところやね！

連絡先連絡先連絡先連絡先

香美市社会福祉協議会

香美市物部町大栃１６４１－２

ymshakyo@blue.ocn.ne.jp

E-mail hokatsu@city.kami.lg.jp



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く ○

送る ○

交わる ○

学ぶ

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 東洋町あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

東洋町文化会館内（野根地区）

介護予防拠点施設なごみ内（甲浦地区）

小・中学生

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日　介護予防拠点施設内

火曜日～木曜日　文化会館内

対象者対象者対象者対象者 東洋町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

サロンを開設し、誰もが自由に参加出来る居場所を提供している。
月曜日　サロン・軽作業（甲浦地区）
火曜日　サロン・軽作業
水曜日　サロン・百歳体操
木曜日　サロン・訪問
金曜日　サロン・訪問

実施機能の
具体的内容

見守り等

軽作業の手伝い

サロンへの送迎

学ぶ

その他

事業所

住所

電話 ０８８７－２９－２８５９ FAX ０８８７－２９－２８５９

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－２９－３１８６ FAX ０８８７－２４－３０５２

E-mail

（株）東洋リ・ボルト

安芸郡東洋町大字白浜８８－３

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

東洋町包括支援センター

hirohisa-ebisu@town.toyo.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 特になし

ＰＲＰＲＰＲＰＲ 誰もが気軽に集える場を提供しているので気軽に来て下さい。

連絡先連絡先連絡先連絡先

軽作業の様子 おしゃべりが進むと手も進



【平成２３年６月８日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

その他 ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 奈半利町あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所
奈半利町保健福祉センター（奈半利町乙１２６９番地１）

サテライト（車瀬・中里・樋の口・法恩寺・六本松・宇川・加領郷の各集会所）

保育園・幼稚園・小学校・中学校の行事への参加と交流

運営ボランティア育成のための研修会の開催

地区を巡回し、住民の実態を把握し必要な支援に繋げる

実施日時実施日時実施日時実施日時 月曜日から金曜日午後9時から午後5時まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象者対象者対象者対象者 奈半利町町民

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

みんなが住み慣れた地域で心と体が元気で明るくなるような事業を行います。
１、百歳体操を通じて健康保持に努めます。
２、高齢者・子ども・障害者など世代を超えた集いの場を提供します。
３、サテライト事業で地域を満遍なくカバーします。
４、遠方の方、足の不自由な方には、送迎もいたします。
５、希望に応じた教室（ビーズ等）を開催します。

実施機能の
具体的内容

高齢者・障害者・子ども等が集える場の提供

乳幼児等の一時預かり

送迎サービス

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代実費４００円（希望者のみ）、乳幼児一時預かり基本料金（３時間まで）５００円延長料金１時間あたり１００円

[基本方針]

事業所

住所

電話 ０８８７－３８－７３４６ FAX ０８８７－３８－３９９４

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－３８－３４５１ FAX ０８８７－３８－７７８８

E-mail

奈半利町社会福祉協議会

安芸郡奈半利町乙１２６９番地１

naharishakyo@bz03.plala.or.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

奈半利町住民福祉課保健センター

nose-k@i-kochi.or.jp

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

[基本方針]
あったかふれあいセンターでは、子どもから高齢者まで町民だれでもが楽しく集える場とし
て、百歳体操やレクレーション、おしゃべりを楽しみ、心と体が健康になるよう事業を行いま
す。
[スタッフの声]
サテライトでは、顔なじみの皆が集い楽しめるような計画を、午後になると、学校帰りの小学
校が集まり宿題やゲームを楽しんでいます。また平成23年3月より乳幼児の一時預かりと毎
週火曜日に喫茶店を開店しています。
[利用者の声]
家にいるより皆と居る方が楽しい。運動にもなるし。

連絡先連絡先連絡先連絡先

クリスマス会
幼稚園の子ども達が遊びに来

てくれました

体操風景食事風景



【平成２３年６月２２日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる

働く

送る ○

交わる

学ぶ

その他 ○

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 火・水は昼食あり　300円　　　その他必要に応じて自己負担あり

実施機能の
具体的内容

実施場所・日時・内容実施場所・日時・内容実施場所・日時・内容実施場所・日時・内容

安田町保健センター（月・木）　午後1時～午後4時30分
　・高齢者の介護予防、子供との交流

旧中山保育所　　　　（火）　　　午前10時～午後2時
　・高齢者の介護予防、長期休暇の子供の居場所など

安田町保健センター（水）　　　午前10時～午後4時30分
　・支援が必要な高齢者、障害者、子供など世代を超えた共生型の集いの場を提供

他施設の視察研修や交流を行う。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 安田町あったかふれあいセンター

送迎支援（週5回）

安田町立福祉館　　（木）　　　午前9時30分～正午
　・高齢者の介護予防活動など

せせらぎの郷　　　　（金）　　　午前9時30分～正午
　・高齢者の介護予防活動など

対象者対象者対象者対象者 安田町在住の方

事業所

住所

電話 ０８８７－３８－５５００ FAX ０８８７－３８－６８７８

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－３８－６７１２ FAX ０８８７－３８－６７８０

E-mail

yasudashakyo@mx82.tiki.ne.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

安田町役場　町民生活課

ysd-choumin@town.yasuda.kochi.jp

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

《利用者からのコメント》
・体操でみんなに会えるのが楽しみ！
・みんなでご飯が食べれておいしい。
・体操を続けていると元気になった。

連絡先連絡先連絡先連絡先

安田町社会福祉協議会

安田町大字西島40-2

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 北川村あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

北川村社会福祉協議会内

安芸郡北川村野友甲７１０－２

　　　　　　　　　　（全１２ヶ所）

実施日時実施日時実施日時実施日時
ミニデイサービス（月・水）

その他サテライトサロン（火～金・週１回）

対象者対象者対象者対象者 ミニデイサービスのみ介護保険非該当の者

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

現在、社会福祉協議会が行っている事業に加えて、住民が住み慣れた地域で生活
できることを目的に次の事業を実施する。
①高齢者に対する相談活動の拡充及び軽微な生活支援
②一般高齢者へのミニデイサービスの実施
　（送迎・入浴・食事・健康チェック・体操。レクリエーション・創作活動）
③障害者の就労支援（施設の清掃・調理手伝い）
④介護予防事業の拡充
　（村内１０ヶ所にある集会所等における介護予防活動の毎週実施及び送迎・個人
への計画的な介護予防指導・買い物支援・外出支援の拡充・介護予防事業の啓発）
⑤運営ボランティアの育成

実施機能の
具体的内容

高齢者・障害者を対象としたサロンを開催するとともに、介護予防や放課後
の子どもの居場所づくり事業等を実施する。

見守り訪問、配食サービスの実施。

障害者１名を自立支援雇用として就労してもらい支援を行う。働く ○

送る ○

交わる

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８７－３８－６８９５ FAX ０８８７－３２－１２２６

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－３２－１２１４ FAX ０８８７－３２－１２３４

ボランティア育成講座の開催。

地区を巡回し、高齢者に対する相談活動の拡充及び軽微な生活支援。

北川村社会福祉協議会

安芸郡北川村野友甲７１０－２

kitasya@mb.inforyoma.or.jp

障害者１名を自立支援雇用として就労してもらい支援を行う。

村内１０ヶ所の活動拠点への送迎、買い物援助、外出支援等の実施。

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

北川村役場住民課

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 ミニデイサービス１回６００円、その他は材料費等を随時

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

「こんな場所があって良かった」「みんなに会って話をするのが楽しみ」
「ずっとこの地区で暮らしたい」
あったかふれあいセンターのミニデイや各地区のサロンの利用者は、何気ない会話
の中で自分の気持ちを語ってくれます。そんな利用者の気持ちや生活を支えたいと
スタッフ一同、意気込んでいますが、逆にこちらが元気づけられることもたびたび。ま
た、あったかふれあいセン
ターを支えてくれる運営委員「食べ隊」「交ざり隊」「出かけ隊」「助け隊」も心強い存
在です。
利用者のやる気、元気を少しでも引き出し、お互いを思いやることのできるあったか
ふれあいセンターを目指しています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

E-mail jyumin@vill.kitagawa.kochi.jp



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く ○

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

住み慣れた地域でいきいきと生活ができるよう次の事業を実施します。
①配食サービス（見守り）　②学習会③　買い物支援④　健康・生きがい活動　など

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 馬路村あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

馬路地区（朝日出、日浦、相名、東川の各地区会館、馬路村交流センター）

魚梁瀬地区（魚梁瀬多目的施設）

実施日時実施日時実施日時実施日時

対象者対象者対象者対象者 村内在住の方

月曜（交流センター）、火曜（日浦、東川）水曜（朝日出、魚梁瀬）金曜（相名）
全地区１０：００～１６：００

実施機能の
具体的内容

あったかふれあい訪問、配食サービスの実施、軽微な生活支援

役割に応じて、就労支援を行う。

活動拠点への送迎、買い物支援、

季節ごとのイベントや、他地域との交流を行う。

防災学習会など学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８７－４２－１０２０ FAX ０８８７－４２－１０２１

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－４４－２１１２ FAX ０８８７－４４－２７７９

E-mail

防災学習会など

入浴サービスを行う。

連絡先連絡先連絡先連絡先

社会福祉法人　馬路村社会福祉協議会

馬路村４０７番地１

umajisya@mb.inforyoma.or.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代３００円

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

住み慣れた地域で、長く生活ができるよう、誰でも気軽に集える場所です。介護予防
や、趣味、好きなことをして自由に時間を使えます。参加者みんなで食事をしたり、
おしゃべりを楽しんでいます。出てこれない人には、配食を行ったり、「地域で支え合
う」身近な活動拠点です。

写真写真写真写真

　　①子どもと童謡を歌います　　　　　　　②若いママさんのお菓子づくり　　　　　　③体操の後は昔懐かしい歌を

上記について、市町村問い合わせ先

馬路村健康福祉課

hukushi@vill.umaji.kochi.jp



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる

働く

送る

交わる ○

学ぶ ○

実施機能の
具体的内容

ボランティア研修、健康教室等で情報提供や学習会を行う。

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日（祝日休み）　午前９時から午後４時３０分まで

対象者対象者対象者対象者 芸西村在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

高齢者から障害者、子どもたちの多世代交流の場を提供し、住民だれもが住み慣
れた地域で、楽しく安心して生活できるよう事業を実施しています。（週間予定は２
ページ目に記載）

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 芸西村あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

芸西村老人福祉センター　１階

安芸郡芸西村和食甲１２９０番地

季節行事を取り入れ、保育所や地域と交流を行う。

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８７－３３－２１１２（内線２８５） FAX ０８８７－３３－４０３５

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－３３－２１１２ FAX ０８８７－３３－４０３５

E-mail

写真写真写真写真

　　　　　①センターの入り口　　　　　　　　　　　　　②センター内の様子

上記について、市町村問い合わせ先

芸西村役場健康福祉課

fukushi@vill.geisei.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 無料（行事等の内容により実費負担あり）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

”利用される方達の体力維持、向上のための体操やレクリエーション、季節の行事
などを行っています。”
【スタッフより】
村民の方ならだれでも利用できるのでみなさん一度来てみてください。一緒に楽しく
過ごしましょう。
【利用者の方より】
ひとりで家にこもらずここへ来て友達といろいろ話をするのが楽しみです。

連絡先　　　連絡先　　　連絡先　　　連絡先　　　※外線電話・FAX・E-mail※外線電話・FAX・E-mail※外線電話・FAX・E-mail※外線電話・FAX・E-mail
はないため、各々役場の番号・アドレスではないため、各々役場の番号・アドレスではないため、各々役場の番号・アドレスではないため、各々役場の番号・アドレスで

す。す。す。す。

芸西村あったかふれあいセンター

芸西村和食甲１２９０番地

fukushi@vill.geisei.kochi.jp

ボランティア研修、健康教室等で情報提供や学習会を行う。

創作活動等を行う。



【平成２３年６月２８日現在】

集う ○

泊まる ×

預ける ×

訪ねる ○

働く ×

送る ○

交わる ×

学ぶ ○

実施機能の
具体的内容

生活指導、レク、介護予防、給食、交流

１人暮らし老人宅への配食サービス

デイサービスセンターへの送迎、地域ミニデイへの送迎

地域の集会所等で、ミニデイ推進員やボランティアに対して、学習会を実施

実施日時実施日時実施日時実施日時

週５回（開催曜日：月、火、水、木、金）

１０：００～１５：００（平日）高齢者、９：００～１７：００（平日）児童、障害者

対象者対象者対象者対象者 就学前児童、障害者、高齢者

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

少子高齢化が急速に進む現状の中、住民が住みなれた地域でふれあいを大切にしながら安心して生
活できることを目的に、本町の介護予防施策ともあわせたセンター事業を展開する。
〔具体的事業〕
　①介護保険デイサービス事業併設型ふれあいデイサービス
　②高齢者等に対する配食サービスと声かけ
　③介護予防を目的とする地域の集いの場支援と送迎支援
　④地域のミニデイ推進員等に対しての学習会の開催

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 本山町いきいきふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

本山町社会福祉協議会

学ぶ ○

その他 ×

事業所

住所

電話 ０８８７－７６－２３１２ FAX ０８８７－７６－２３８１

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－７０－１０６０ FAX ０８８７－７０－１０３８

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

本山町健康福祉課

houkatsu@town.motoyama.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 デイサービス　１，５００円（食事代含む）、配食サービス　２００円

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

＜　目　　的　＞　住民が住み慣れた地域でふれあいを大切にしなが
ら、子どもから高齢者まで誰もが安心して生活できることを目的に本
町の介護予防施策と併せた事業展開をします。
＜スタッフの声＞
心がふれあえる活動を行っています。
住民みんなで、見守りや支え合いの地域づくりを図っていきましょう。
気軽に相談ください。

連絡先連絡先連絡先連絡先

本山町社会福祉協議会

本山町本山１０４１

motoyamasyakyou@iaa.itkeeper.ne.jp

地域の集会所等で、ミニデイ推進員やボランティアに対して、学習会を実施



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる

働く

送る ○

交わる

学ぶ

実施機能の
具体的内容

日中の預かり、見守り、介護等のサービスを提供する。

デイサービスの送迎。

実施日時実施日時実施日時実施日時
グループにより、指定の日時に実施

対象者対象者対象者対象者 大豊町在住で、６５歳以上の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

過疎化が進むとともに超高齢化を迎えた現状の中、住民が住み慣れた地域で自立
した生活ができることを目的に、介護予防施策とあわせたふれあいデイサービス、
及び地域の集いの場としてのミニデイサービスを実施する。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 大豊町あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

ふれあいデイ　　大豊町総合ふれあいセンター　大豊町黒石３４５番７

ミニデイ　　　　　 町内集会所等

学ぶ

その他

事業所

住所

電話 ０８８７－７３－１０４４ FAX ０８８７－７３－１０４４

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－７２－０４５０ FAX ０８８７－７２－０２３４

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

大豊町住民課

fukusi@town.otoyo.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 ふれあいデイ　１，０００円　　　ミニデイ　実費

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

本町は、急峻な地形、広大な面積の中に集落が点在し、交通の便が、非常に悪いこ
とから、ふれあいデイでは、送迎時の買い物、金融機関、行政機関での手続き、病
院の利用等が行えるよう積極的に外出支援を行っている。利用者からは、近隣の家
まで徒歩で３０分以上かかる所も多くあり、普段会うことのない方との交流や近況を
伝えあう重要な場となっている月２回のデイサービスを利用することが、非常に喜ば
れている。

連絡先連絡先連絡先連絡先

大豊町社会福祉協議会

長岡郡大豊町黒石３４５番７大豊町総合ふれあいセンター内

otoyosfk@mb.inforyoma.or.jp

（センター入口） （実施状況）

E-mail fukusi@town.otoyo.lg.jp



【平成２３年６月１３日現在】

集う ○

泊まる －

預ける －

訪ねる ○

働く －

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 土佐町あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

地域の集い：地蔵寺ふれあい笑学校、南川集会所、黒丸集会所、瀬戸旧小学校

縁側サロン： 土佐町全域

他地域の集いや学生との交流

健康サポーターや保健師による健康づくり講習

実施日時実施日時実施日時実施日時

月約２０回：縁側サロン
月４回（不定期）：地蔵寺地区、南川地区、黒丸・下瀬戸地区集い

対象者対象者対象者対象者 土佐町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

集い：地蔵寺地域（月二回）
　　　　南川地域（月一回）
　　　　黒丸・下瀬戸地域（月一回）
訪問：土佐町全域（月約30件）
送迎：集いやお出かけプログラムの実施に合わせて送迎車を運行
交流：集いと並行して実施

実施機能の
具体的内容

縁側サロン事業（声かけ訪問）

集い参加への送迎支援、外出支援

学ぶ ○

その他 △

事業所

住所

電話 ０８８７－８２－１０６７ FAX ０８８７－８２－１０６９

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－８２－１１１０ FAX ０８８７－７０－１３１２

E-mail

健康サポーターや保健師による健康づくり講習

声かけ電話（検討中）

土佐町社会福祉協議会

高知県土佐郡土佐町土居１９４番地

tosasameura@shirt.ocn.ne.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

土佐町役場　住民福祉課

kaigo@town.tosa.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代等諸費用に関してはその都度徴収。

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

【主な活動】【主な活動】【主な活動】【主な活動】
●地域の集い…限界集落と呼ばれる地域で集いを展開し、コミュニティーの場の維
持・推進を図るとともに、集いを基礎とした外出支援（買い物・通院等の介助）、外部
との交流、健康体操や健康教室などの各種講習会の開催。
●縁側サロン…毎月約30件（老人給食配食含む）の訪問活動を実施し、地域住民
の実情やニーズ把握を行い保健師や包括支援センターと連携しながらその方に必
要なサービス内容等について検討。
●送迎…集いへの参加・外出支援をサポート

連絡先連絡先連絡先連絡先

●お出かけプログラム(買い物支援) ●地蔵寺ふれあい広場

E-mail kaigo@town.tosa.kochi.jp



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く

　①すまいるデイ　　…大川村総合福祉センター

　②いきいきサロン　…旧川口小学校体育館（大川村上小南川）

　　　　　　　　　　　　　　川﨑集会所・下中切集会所

　③お達者会　…村内各集会所

　⑤みんなの広場ブナの樹　…喫茶ブナの樹（大川村小松）

　④ミニデイ　  …村内各集会所

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 　大川村ふれあいサロン

実施日時実施日時実施日時実施日時 　③お達者会　　　　…年１２回　　１１：００～１５：００

　④ミニデイ　  …月２回　１３：３０～１５：３０

　⑤みんなの広場ブナの樹　…週１回　１３：３０～１５：３０

実施場所実施場所実施場所実施場所

　①すまいるデイ　　…年４回　１０：００～１５：００

　②いきいきサロン　…月12回　１０：３０～１２：００

対象者対象者対象者対象者 　大川村在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

　高齢者や子ども、障がい者、その他誰でもが気軽に集うこでができ、世代間交流を
図ることができる場を提供しています。また、必要に応じて、集いの場への送迎を
行ったり、独居高齢者等への見守り訪問も随時実施しています。

実施機能の
具体的内容

いきいき百歳体操やレクリエーション活動を実施

見守り訪問

送る ○

交わる

学ぶ ○

その他

事業所

住所

電話 ０８８７－８４－２３６１ FAX ０８８７－７０－１８１５

E-mail

担当課室

電話 ０８８７－８４－２２１１ FAX ０８８７－８４－２３２８

見守りの仕組みづくりや住民主体の組織活動についての研修会

大川村社会福祉協議会

土佐郡大川村小松７８－６

ookawashakyo@quolia.ne.jp

具体的内容
集いの場への送迎を実施

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

大川村役場総務課

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等
　昼食代実費
　・すまいるデイ…５００円　・お達者会…２００円　・その他無料

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
　この事業を通じて、誰もが孤立せず安心して生活できるように、村民同士が交流す
る機会を設けたり、外出困難な方への見守り訪問を実施することで、住民のつなが
りを維持・強化していくことを目指していきます。

連絡先連絡先連絡先連絡先

☆ミニデイの様子

この日は、レクリエーション（風船バ

☆いきいきサロンの様子

昨年9月から始めた地区では、こん

なにたくさんの方が集まって、いきいき

E-mail d-fukushi@vill.okawa.kochi.jp



【平成２３年６月１日現在】

いの町あったかふれあいセンター「サロンふれあい」

月曜日から金曜日（祝日除く）　午前8時30分から午後5時まで

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる

働く ○

送る

交わる ○

学ぶ ○ 地域福祉推進のための勉強会、研修会に参加

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称

実施場所実施場所実施場所実施場所

すこやかセンター伊野内

吾川郡いの町1400

地域住民と利用者の交流を実施

実施日時実施日時実施日時実施日時

対象者対象者対象者対象者 主にいの町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

喫茶、食事の提供　月曜日～金曜日
就労支援　月曜日～金曜日
交流行事　週２回（火曜日・木曜日）
イベント（ミニコンサート等）月１～２回（水曜日）
専門相談員による相談　月４～５回

実施機能の
具体的内容

居場所づくり等、誰もが集えるサロンを実施

障害者、ひきこもり等の就労支援

学ぶ ○ 地域福祉推進のための勉強会、研修会に参加

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８－８９３－５９２０ FAX ０８８－８９３－５９２０

E-mail

担当課室

電話 ０８８－８９３－３８１０ FAX ０８８－８９３－１１０１

E-mail

相談員による相談の場づくり

ふれあいサロンすこやか

吾川郡いの町1400すこやかセンター伊野内

写真写真写真写真

 

①展示コーナー・・・絵画展　　　　　　　②交流の場・・・三味線民謡コンサートの様子

上記について、市町村問い合わせ先

いの町ほけん福祉課

hokenhukushi@town.ino.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 手作り教室参加費100円、食事等提供メニュー金額実費

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

笑顔があふれる「サロンふれあい」はこんな活動をしています。笑顔があふれる「サロンふれあい」はこんな活動をしています。笑顔があふれる「サロンふれあい」はこんな活動をしています。笑顔があふれる「サロンふれあい」はこんな活動をしています。
喫茶、食事の提供…モーニングや日替わりランチなどセットメニューも充実！！
就労支援…ひきこもりや作業所などへ行けていない障害者等に対して就
　　　　　　　労体験を通 じて一般就労に向けて支援します。
　　　　　　　また、作業所等に通所されている障害者等については、就労の
　　　　　　　実習の場所として提供します。
交流の場…身近な居場所、だんらん場所としての機能を持ち、地域の方々
　　　　　　　の会合交流、イベント、発表の場所としてもお気軽にご利用いた
　　　　　　　だけます。
相談…身近なご相談に応じ、希望により専門機関におつなぎします。
　　　　　また、相談員による生活相談やなんでも相談会の日もあります。

連絡先連絡先連絡先連絡先



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる －

預ける －

訪ねる ○

働く ○

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

実施機能の
具体的内容

くつろいだり、おしゃべりを楽しめる場の提供

来訪できない方への訪問

就労への支援

送迎サービス

サークル活動を通じ、同じ趣味や興味を持つ仲間や地域の方との交流

希望に添った支援や学ぶ場の設定

実施日時実施日時実施日時実施日時
月・火・水・金　午前9時から午後4時まで

対象者対象者対象者対象者 どなたでも

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

支援が必要な高齢者や子ども、障害者など世代を超えた共生型の集いの場を提供
するとともに、生活支援のプログラムも実施しています。また個別の相談にも応じて
います。

毎週　 月曜日　　　利用者ミーティング・昼食作り
第1・3 水曜日　　　パッチワークサークル
第2・4月曜日　　　 つどい処式　 ヨガ教室

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 つどい処

実施場所実施場所実施場所実施場所

中土佐町社会福祉協議会　大正町市場近くの民家

中土佐町久礼6521番地（電話0889-52-2880）

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８９－５２－２０５８ FAX ０８８９－５２－３８９８

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－５２－２６６２ FAX ０８８９－５２－２４３２

E-mail

写真写真写真写真

　　①ペタンク交流戦にて               ②自分らしさまで　ゆっくり　　てくてく

上記について、市町村問い合わせ先

中土佐町　健康福祉課

fukushi@town.nakatosa.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代・活動費実費（希望者のみ）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

【基本方針】つどい処のどれみ♪
どどどどなたでも、気軽につどえる場所やき、なんでも話し合うがよ。
れれれれんらくは、いらんきね。いつ来て、いつ帰ってもかまんき。
みみみみんな支えおうて、ぼちぼちとでかまんき、やってみるかよ。
【スタッフの声】
利用者一人ひとりの声を聴き、それぞれに合った支援を心がけています。サークル
活動や交流の場としてだけでなく、個別の相談にも応じています。
【利用者の声】
ゆっくりと過ごせて、みんなで料理や体操などを楽しみながらやっています。一緒に
楽しめる仲間を待っています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

中土佐町社会福祉協議会

中土佐町　久礼6551-3

nakatosashakyo@shirt.ocn.ne.jp

希望に添った支援や学ぶ場の設定

個別相談支援　（金銭管理支援サービス・ひとり料理教室など含む）



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンター「寄り家」

実施場所実施場所実施場所実施場所
　高知県高岡郡中土佐町上ノ加江2642

地域ボランティア団体との交流

3ヶ月に1回健康・介護・ﾘﾊﾋﾞﾘ等をﾃｰﾏとした「寺子屋」を開催・習字

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日　午前9：00～午後4：30まで（祝日はお休み）

対象者対象者対象者対象者 中土佐町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

地域の方が年齢を問わず、どなたでも利用できる共生型の集いの場を
提供しています。
　・ボランティアさんによる書道教室、手芸等の活動
　・スタッフによる独居高齢者宅の訪問

実施機能の
具体的内容

手芸をされている方が多いが、基本的には自由に過ごしていただく

介護サービス利用日以外のご利用

閉じこもり予防の支援

送迎サービス

学ぶ ○

その他

事業所

住所

電話 ０８８９－４０－２２００ FAX ０８８９－４０－２２２０

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－５２－２６６２ FAX ０８８９－５２－２４３２

E-mail

3ヶ月に1回健康・介護・ﾘﾊﾋﾞﾘ等をﾃｰﾏとした「寺子屋」を開催・習字

社会福祉法人　かど福祉会

高知県高岡郡中土佐町上ノ加江小湊277番地10

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

 中土佐町　健康福祉課

fukushi@town.nakatosa.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等
コーヒー・お茶代（1日100円（おかわり自由））、
昼食代、手芸等材料費（実費）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

町の中心に移転したことにより、待ち合わせ場所、休憩場所に利用
いただいたり、学校帰りの小学生が「ただいま」とのぞいていったり、
通りすがりに気軽に立ち寄っていただける場となってきました。
また、ボランティアの活動も活発で利用者の方からも「生きがいがで
きた」、「こういう場所が欲しかった」の声もいただいています。

連絡先連絡先連絡先連絡先



【平成２３年６月２０日現在】

　あったかふれあいセンター「ほのぼの大野見」

泊まる －

預ける －

訪ねる ○

働く －

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

その他 －

　高知県高岡郡中土佐町大野見吉野234番地

月曜日から金曜日　午前9：00～午後4：00まで（祝祭日・年末年始を除く）

○集う
北地区・南地区でサテライトを行う。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称

実施場所実施場所実施場所実施場所

地域の各団体、中学生らとの交流

学習会の開催

実施日時実施日時実施日時実施日時

対象者対象者対象者対象者 中土佐町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

地域の誰もが、気軽につどう(立ち寄れる)、利用しやすい「居場所」を提供。
　・ボランティアの方による食事会、手芸等の趣味活動。
　・スタッフによる独居高齢者宅の訪問

実施機能の
具体的内容

くつろいだり、おしゃべりを楽しめる場の提供

閉じこもり予防の支援

送迎サービス

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 　実費のみ。コーヒー代（1杯　50円 （お茶は無料））、昼食代、手芸等材料費

　大野見保健福祉センター内に設けられていますので、センターへ用事のため　来
られた方や隣接する診療所に来られた方など、誰でもが気楽に立ち寄れて、お茶を

事業所

住所

電話 ０８８９－５７－２２１７ FAX ０８８９－５７－２１９０

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－５２－２６６２ FAX ０８８９－５２－２４３２

E-mail

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会　大野見支所

高知県高岡郡中土佐町大野見吉野234番地

nakatosashakyo@shirt.ocn.ne.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

中土佐町　健康福祉課

fukushi@town.nakatosa.lg.jp

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

られた方や隣接する診療所に来られた方など、誰でもが気楽に立ち寄れて、お茶を
飲みながらおしゃべりを楽しんでくつろげます。
　昨年７月の開所から１年が経ち、「ここに来れば誰かがいる」場として定着してきま
した。これからも、「ほのぼの大野見」は、大野見の独自能力である「結いの精神
(絆)」を生かし、よりパワーアップできる地域づくりをめざし、地域の皆さんと一緒に
活動していきます。

【活動の柱】
① 地域のだれでもが、気軽に集うことのできる「居場所」を提供する。
② 地域社会で孤立しがちな人が、一人ぼっちにならないように働きかけを行なう。
③ 地域に住む人々が自分らしい生活を営むことができるように、困りごとや地域の
生活課題の解決にむけてともに取り組む。
④ 地域の各種のボランティア活動団体が活躍できる場や各世代間の交流を促す場
を提供できるように、コーディネートする。
⑤ 地域に住む人々が自分らしい満足できる地域生活を実現するために、持続可能
な仕組みづくりを模索する。

連絡先連絡先連絡先連絡先

①集いの風景 ②北地区サテライ ③中学生との交流



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

実施機能の
具体的内容

保育園を利用し元気な高齢者を受け入れサロン活動を行う

平成２２年度より見守りの必要な高齢者を受け入れる

一人暮らしや見守りの必要な高齢者の家を訪問する

平成２３年度より送迎をして利用者の移動を支援していく

保育園児や地域の方々との交流

介護予防や認知症についての勉強会を行う

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日（祝・祭日以外）　午前９時～午後４時まで

サテライトは、月１回（予定）

対象者対象者対象者対象者 佐川町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

高齢者等に対して創意工夫したプログラムで居場所を提供するとともに保育園児と
の交流を図ることにより、地域でいきいきと安心して生活ができるように支援をする。
また、平成２３年度からは「送る」の機能追加とサテライトを実施する予定。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンターひまわり

実施場所実施場所実施場所実施場所

尾川中央保育園

高知県高岡郡佐川町本郷耕２０４３

その他、サテライト１ケ所（予定）

学ぶ ○

その他

事業所

住所

電話 ０８８９－２２－２７３２ FAX ０８８９－２２－２７３２

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－２２－７７０５ FAX ０８８９－２２－７７２１

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

佐川町健康福祉課

sk-519@town.sakawa.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代。おやつ代実費　３５０円（希望者のみ）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

あったかふれあいセンターひまわりは、たくさんの自然と元気な子ども達に囲まれ、
毎日和気あいあいと過ごしています。
　一番の魅力は、園児との交流があることです。交流を通じてたくさんの笑い声が聞
かれ、利用者の方から「かわいいね」「子ども達から元気がもらえるよ」という声も聞
かれます。

連絡先連絡先連絡先連絡先

社会福祉法人尾川児童福祉協会　　尾川中央保育園

高知県高岡郡佐川町本郷耕２０４３

介護予防や認知症についての勉強会を行う

センターの入り口
百歳体操の様子 エコバック作

ハイキングの様
センター内部の様



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる ○

預ける ○

訪ねる

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンターいちご

実施場所実施場所実施場所実施場所

高知県高岡郡佐川町永野字和田１４７６番地５

デイサービスセンターいちご内

利用者の地域との交流。

地域勉強会へのスタッフ派遣。

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜～土曜　９：２０～１６：２０

対象者対象者対象者対象者 佐川町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

既存の高齢者デイサービスセンターにあったかふれあいセンターを併設し、下記
サービスを提供。
また、週２日ほど周辺地域の声かけ活動を実施。

実施機能の
具体的内容

趣味サロン、居場所としての活用。

緊急時の一時預かり。

緊急時の一時預かり。

当事業サービスにおける移動支援。

学ぶ ○

その他

事業所

住所

電話 ０８８９－２０－０５１５ FAX ０８８９－２０－０５１６

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－２２－７７０５ FAX ０８８９－２２－７７２１

E-mail

地域勉強会へのスタッフ派遣。

デイサービスセンターいちご

佐川町永野字和田１４７６番地５

dsichigo@mb.inforyoma.or.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

佐川町健康福祉課

sk-519@town.sakawa.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代実費　５００円、宿泊代　１５００円　等

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
介護保険の隙間を埋めるべく活動しています。
子どもから高齢者まで地域のニーズに合わせ展開していきたいと思います。

連絡先連絡先連絡先連絡先

①センターの ②センター内の

様子（写真）



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る

交わる ○

学ぶ ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンターたんぽぽ

実施場所実施場所実施場所実施場所

いこいの里たんぽぽ関連施設

高知県高岡郡佐川町丙３６２０－１

実施日時実施日時実施日時実施日時

対象者対象者対象者対象者 地域の子どもからお年寄りまで

実施機能の
具体的内容

高齢者や子どもの居場所として誰でも自由に過ごす事ができる。

緊急時の一時預かり

利用されている高齢者さんの自宅を訪問することがある。

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

地域の方々がいつでも足を運んでいただける交流の場として、ともに催し事を企画
し楽しむことを目的とし、時折、利用者の自宅を訪問し、緊急時には一時預かりも
行っています。月曜日１３：００～カラオケ、火曜日１３：００～グランドゴルフ、木曜日
１３：３０～百歳体操、この他にも折り紙教室（月１回）、音楽療法（月２回）も実施して
います。

地域の保育園、小学校との交流・季節ごとの見学会や遠足

地域のニーズにあった講習会

月曜日～金曜日（祝祭日は休）午前９時から午後４時まで

学ぶ ○

その他

事業所

住所

電話 ０８８９－２０－０１５０ FAX ０８８９－２０－０１６０

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－２２－７７０５ FAX ０８８９－２２－７７２１

E-mail

上記について、市町村問い合わせ先

佐川町健康福祉課

sk-519@town.sakawa.kochi.jp

地域のニーズにあった講習会

連絡先連絡先連絡先連絡先

いこいの里たんぽぽ

昼食代実費４２０円（希望者のみ）、実費徴収もあり

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

○付帯する関連施設が広く、また緑の多い広場もあるので、多数の皆様にご利用い
ただけます。
斗賀野地区にある歩々園では、小学生・保育園の団体で活用されています。
○年数回の遠足、春・秋の防災訓練（地域住民も入っての）、地域のニーズにあった
講習・研修会を実施しています。
○昨年度は遠足会を２回行い５５名、研修会は年３回行い１４１名の参加がありまし
た。なお、すべての活動の延べ利用者数の年間合計は１９７１名となっています。

写真写真写真写真

高岡郡佐川町丙３６２０－１

takagi@kohritz.co.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等

センターの入り口 グランドゴルフの様 講習会の様子



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる －

預ける ○

訪ねる ○

働く －

送る －

交わる ○

学ぶ －

実施機能の
具体的内容

サロン、ミニデイサービス、放課後の子どもの居場所

緊急時の一時預かり（保健福祉センター利用者に限る）

災害時要援護者等への日頃の見守り

花見や収穫祭等利用者と地域の交流の場

実施日時実施日時実施日時実施日時

対象者対象者対象者対象者 越知町在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

　○福祉センターのトレーニング室を利用してレクリエーションや創作活動を実施し
住民が気軽に交流できる場を提供しています。
　
 ○おもちゃ図書館は土曜日のみ運営していましたが、平日も実施することで本やお
もちゃの貸出が簡単にできるようになりました。

月曜日から金曜日　午前１０時から午後３時まで

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンター　「ふれあい　おちあい」

実施場所実施場所実施場所実施場所 越知町保健福祉センター、町内全域

学ぶ －

その他 －

事業所

住所

電話 0889-26-1149　（直通）090-7577-4378 FAX ０８８９－２６－３８２１

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－２６－１１７０ FAX ０８８９－２６－３７７７

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

越知町住民課福祉係

fukushi@town.ochi.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 創作活動の材料費のみ頂きます。

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

　○誰もが気軽に立ち寄り自由に過ごすことのできる雰囲気作りを心掛けていま
す。創作活動は主に利用者の方から声を拾い計画してます。利用者の方からは、
「いつでも来れてうれしい」「コーヒーが安くておいしい」「色んなゲームを教えてもらっ
て面白い」等の声を頂いております。

　○独居高齢者宅等の見守り訪問を行っています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

社会福祉法人　越知町社会福祉協議会

高岡郡越知町越知甲２４５７

ochisyak@d1.dion.ne.jp



【平成２３年６月２１日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 日高村安心生活支援センター

実施場所実施場所実施場所実施場所

日高村社会福祉協議会内及び村内各所

日高村沖名５番地等

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日　午前８時３０分から午後５時まで

対象者対象者対象者対象者 日高村内在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

・生きがいデイサービス（１０：００～１５：００）
・さろん加茂（毎週水曜日１１：００～１４：００）
・入浴サービス（月～金曜日１３：００～１４：００女性・１４：００～１５：００男性）
・買い物送迎サービス（大花地区）（毎月第４水曜日）
・高齢者宅訪問、ふれあい電話
・その他、困りごと相談事業、困りごと支援事業
・さろん藤田さんち（2週間に1回１１：３０～１３：００）

実施機能の
具体的内容

訪問活動、生活支援

送迎サービス

学ぶ

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８９－２４－５３１０ FAX ０８８９－２４－７６２６

E-mail

担当課室

電話 ０８８９－２４－５１９７ FAX ０８８９－２４－７９００

E-mail

入浴サービス等

日高村社会福祉協議会

高岡郡日高村沖名５番地

hidakafu@mb.inforyoma.or.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

日高村　健康福祉課

kenkou@vill.hidaka.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食、おやつ代実費　６００円（希望者）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

慣れ親しんだ地域で出来る限り安心して生活ができるよう、村民にお気軽にご利用
いただけるサービスを目指し取り組んでいます。
サービスの利用者が増えることにより見守りの充実にもつながると考え、訪問活動
等で村民の生の声を聞き、利用しやすい事業になるよう地域住民の力を借りていっ
しょに頑張ってます。

連絡先連絡先連絡先連絡先



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける

　　サテライト　旧白石小学校【鶴松の風】

　　サテライト　船戸多目的集会所【いらずのさと】

高齢者・障害者、子ども等誰もが集える場の提供

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 　あったかふれあいセンター津野

　月･水曜日　　10：00～17：00　　　土・日・祝祭日は休み

　火曜日　　　　10：00～16：00　　　土・日・祝祭日は休み

実施場所実施場所実施場所実施場所

　津野町力石２８７０番地　津野町福祉交流センター

　　サテライト　老人福祉センター【くつろぎ家】

　木曜日　　　　10：00～16：00　　　土・日・祝祭日は休み
実施日時実施日時実施日時実施日時

　金曜日　　　　9：30～17：00　　　　土・日・祝祭日は休み

対象者対象者対象者対象者 　子どもから高齢者、障害のある人までどなたでもご利用できます。

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

鶴松の風（火）　　　：介護予防体操、小学生との交流、趣味の活動、ビデオ鑑賞　等
くつろぎ家（月・水）：趣味の活動、おしゃべり、小学生の放課後タイム　等
いらずのさと（木）　：介護予防体操、レクレーション、おしゃべり、買い物タイム　等
金曜日は、調整や訪問などを行なっています。

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 　０８８９－５５－２１１５ FAX ０８８９－５５－２１１９

E-mail

担当課室

電話 　０８８９－５５－２１５１ FAX ０８８９－５５－２１１９

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

　津野町総合保健福祉センター

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 　無料（材料費、昼食代等実費）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
　子どもから高齢者まで誰もが楽しく集え、地域で支えあうあったかふれあいセン
ターを目指しています。

連絡先連絡先連絡先連絡先 　津野町姫野々４３１－１

tsuno-syakyo@herb.ocn.ne.jp

実施機能の
具体的内容

見守り・声掛け訪問

送迎サービス

個別相談等、必要な支援につなげる。

　社会福祉法人津野町社会福祉協議会

芋煮会、運動会などイベントを通して地域住民との交流を図る。

様々な教室、学習会の開催

E-mail ko-nishimori@town.kochi-tsuno.lg.jp



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる

働く ○

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

実施機能の
具体的内容

地域の高齢者の元気・子育てを応援します。

乳幼児６ヶ月～緊急時の一時預かり。障がい者・児の一時預かり。

作業体験・就労支援

センターまでの送迎・外出支援

地域交流・ボランティア交流

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日～金曜日AM９：００～PM５：００　土・日・祝祭日は休み

対象者対象者対象者対象者 子供から高齢者、障害のある人までどなたでもご利用になれます。

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

外出（ドライブ）　毎月１回
料理教室　毎月１回
健康体操　毎日
入浴サービス　毎日

各種創作活動・趣味活動

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンター　「　やまびこ　」

実施場所実施場所実施場所実施場所

高岡郡四万十町大正１９０

学ぶ ○

その他

事業所

住所

電話
０８８９－２２－２１１３
　（あったかふれあいセンター：
　　　　　　　０８８０－２９－４８８８）

FAX ０８８０－２９－４７７８

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－２２－３１１５ FAX ０８８０－２２－３７２５

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

四万十町健康福祉課

eisuke-oka@town.shimanto.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 無料（材料費・昼食代実費）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ
　地域住民の皆様に気軽に利用してもらい、住み慣れた町で快適に過ごせるように
出来る限りの努力をします。困った時の駆け込み寺のような存在となることを目標と
し頑張っています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

社会福祉法人　さくら福祉事業会

高知県高岡郡佐川町字寺中甲１０３７－１

入浴サービス

E-mail eisuke-oka@town.shimanto.lg.jp



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

実施機能の
具体的内容

フリースペース

送迎サービス

夜の集い、昼のあったかなラン♪ラン♪ランチ　風らっと娯楽

ちぎり絵、初めての囲碁教室

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日～金曜日（祝日を除く）　午前９時～午後５時

対象者対象者対象者対象者 限定なし

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

いつでも、誰でも、気軽に立寄りお茶を飲みながら世間話や情報交換をすることが出来る『地域のお茶
の間』としてフリースペースを設ける。

・毎週、月・木に百歳体操を実施 ・月２回のリハビリ教室
・夜のあったかな集い（イベント）・毎週（金）風らっと娯楽(囲碁・将棋）
・毎週（水）初めての囲碁教室 ・月２回第２、第４(木）ちぎり絵教室
・月１回第３（土）風らっとふれあい娯楽交流会 ・月１回第２(月）風らっといこい
・毎月１回昼のラン♪ラン♪ランチ

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 あったかふれあいセンター　「　風
フ

ら
ラ

っと
ット

　」

実施場所実施場所実施場所実施場所

四万十町社会福祉センター

高岡郡四万十町茂串町１１番３０号

学ぶ ○

その他 ○

事業所

住所

電話 ０８８０－２２－１１９５ FAX ０８８０－２２－１１３８

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－２２－３１１５ FAX ０８８０－２２－３７２５

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

四万十町健康福祉課

eisuke-oka@town.shimanto.lg.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 なし

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

あったかふれあいセンター「風らっと」の目指すところは、地域の皆さんが、いつで
も・誰でも・誰とでも、気軽に立ち寄ってお茶を飲みながら世間話をしたり、情報交換
ができる『地域のお茶の間』であり、「風らっと」を拠点として、町内各地に地域の皆さ
んが、気軽に集える交流の場を作っていきたいと考えています。
昨年度、しまんと町社協では「地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町～」を基本目
標とした「四万十町地域福祉活動計画」が策定されましたが、その中でも“みんなの
集える場所づくり”が重点目標としてあがっており、地域の声を具体化する第一歩と
なります。
そのためには、社協が作るのではなく、地域の皆さんと共に考え、共に作り、地域の
実情に合ったものにしたいと考えています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

しまんと町社会福祉協議会

高岡郡四万十町茂串町１１番３０号

kubosya@mb.inforyoma.or.jp

ちぎり絵、初めての囲碁教室

健康体操（リハビリ・百歳体操）、相談



【平成２３年６月２０日現在】

集う ○

泊まる

預ける ○

訪ねる

働く ○

送る ○

交わる ○

学ぶ ○

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 ほっとセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

旧弘見小学校

大月町弘見1058番地

利用者と地域との交流（竹の子堀・うどん作り・花見等）

運営ボランティアの養成のための勉強会

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から土曜日（日曜日祝日以外）　午前９時から午後５時

対象者対象者対象者対象者 大月町在住の方（町外の方も一部サービスを除きご利用できます）

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

　住民が高齢者・障がい者になっても、地域で元気に生き生き暮らして行くために
「ほっとセンター」に集い、孤独感を味わうことなく仲間づくりや放課後の児童・生徒
の居場所づくりなど誰もが個性を大切に、自由に過ごす事が出来る空間作りを目的
に「ほっとセンター」を設置し、外出支援、送迎サービス等フレキシブルに対応出来
る住民の拠点の場とし、また、緊急時にも住民のニーズに応える一時預かりや就労
支援、また各種の研修会等を実施しております。

実施機能の
具体的内容

緊急一時預かり

就労支援（ヘルパー資格取得養成講座等実施）

送迎サービス・外出支援（買物等）

学ぶ ○

その他

事業所

住所

電話 ０８８０－７３－１１１９ FAX ０８８０－６２－４８７８

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－７３－１１１３ FAX ０８８０－７３－１３８０

E-mail

運営ボランティアの養成のための勉強会

大月町社会福祉協議会

幡多郡大月町鉾土603番地

osya1119@otsukisyakyou.or.jp

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

大月町　町民福祉課

tyoumin@town.otsuki.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代実費（希望者のみ）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

【基本方針】
いつでも誰でも気軽に集える町民のたまり場として活用して頂く。
【利用者の声】
①家にいるとテレビばかり見ていたが「ほっと」で皆とおしゃべりし一日が充実した。
②体を動かす事が少なかったがペタンク等楽しく参加でき体調も良くなった。
③カラオケで楽しみ「ほっと」で知り合った他の地区の方とも仲良くなり電話交流など
も盛んになり孤独感が無くなった。

連絡先連絡先連絡先連絡先

入口 多目的ホール カラオケルーム

E-mail tyoumin@town.otsuki.kochi.jp



【平成２３年６月１５日現在】

集う 〇

泊まる

預ける

訪ねる 〇

働く

送る 〇

交わる

学ぶ

実施機能の
具体的内容

サロン

見守り

送迎

実施日時実施日時実施日時実施日時
サロンは月に1、2回程度、午前10時から午後3時まで　　　　　　　　

対象者対象者対象者対象者 三原村在住の方

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等などを記載）

地域の誰でも気軽に集まれる場所の提供。レクリエーョンや体操を取り入れ、介護
予防を実施している。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称あったかふれあいセンターの名称 三原村あったかふれあいセンター

実施場所実施場所実施場所実施場所

三原村社会福祉協議会内

幡多郡三原村来栖野479番地1

学ぶ

その他 〇

事業所

住所

電話 ０８８０－４６－３００３ FAX ０８８０－４６－３０１２

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－４６－２４０４ FAX ０８８０－４６－２８２９

E-mail

写真写真写真写真

上記について、市町村問い合わせ先

三原村住民課

juumin@vill.mihara.kochi.jp

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 昼食代実費（約400円）

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

スタッフの声
「みんなで集まって話をするのは楽しい」「１回じゃなく２回くらいやってほしい」「家で
１人でいてもつまらん」等、様々な意見が利用者から出ています。利用者が元気で
自立した生活を送ることができる手助けができればいいと頑張っていますが、反対
に教えていただくことも多いです。利用者みんなの楽しみの一つになればとの思い
で楽しんでやっています。

連絡先連絡先連絡先連絡先

三原村社会福祉協議会

幡多郡三原村来栖野479番地1

m-shakyou@vill.mihara.kochi.jp

宅外環境支援（草刈等）



【平成２３年６月１日現在】

集う ○

泊まる

預ける

訪ねる ○

働く

送る ○

交わる ○

学ぶ

実施機能の
具体的内容

高齢者・子ども・障がい者等の自由な集いの場の提供とサロンの実施

独居高齢者宅等を訪問し見守りや家事援助などの生活支援を行う

集いの場への送迎と外出支援（買物・通院）サービスを行う

花見や親睦会等のイベントを開催し、地域住民との交流を図る

実施日時実施日時実施日時実施日時
月曜日から金曜日（午前10時から午後3時まで、土日祝・12/29～1/3は休日）

※開所時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、職員3名が応対する

対象者対象者対象者対象者 黒潮町内在住の方（現在モデル地域として佐賀北部地域を中心地としている）

実施内容実施内容実施内容実施内容
（週や日のスケジュール等

などを記載）

黒潮町では、介護予防・生きがいづくりの推進、日常生活の不安解消を図るとともに子どもから高齢者ま
での世代間交流のできる“自由に日中を楽しく過ごせる集いの場”の提供を目的として、平成23年6月1
日より本事業をスタートしました。
　当初はコーディネーターが計画した日替わりサロン等を実施しながら利用者や地域の方とふれあい、
そして、区長・民生委員・老人クラブ・ボランティア等の協力をいただきながらみなさんの“声”を少しでも
形にしていくことを目標としています。

～地域福祉政策課ホームページ掲載情報～

あったかふれあいあったかふれあいあったかふれあいあったかふれあい
センターの名称センターの名称センターの名称センターの名称

黒潮町あったかふれあいセンターこぶし

実施場所実施場所実施場所実施場所

黒潮町高齢者生活福祉センターこぶし　2階

〒789-1703　高知県幡多郡黒潮町拳ノ川17-3

専用電話　0880-55-7350　　/　　FAX　0880-55-7015

学ぶ

その他

事業所

住所

電話 ０８８０－５５－３３７１ FAX ０８８０－５５－３６２０

E-mail

担当課室

電話 ０８８０－５５－３１１２ FAX ０８８０－５５－３８５０

写真写真写真写真

上記について、市町村

黒潮町役場　佐賀支所　地域住民課

利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等利用料金・利用条件等 無料　※希望者のみ実費にて、昼食（400円程度）と創作活動用材料（１００円程度）を用意

ＰＲＰＲＰＲＰＲ

＜集いの場として＞＜集いの場として＞＜集いの場として＞＜集いの場として＞
　　　　黒潮町あったかふれあいセンターこぶしでは、体操・創作活動・歌・ゲーム・輪なげ大会等、出来るだけ
無理せず簡単な日替わりメニューで毎日サロンを実施しています。また、利用者や地域の方の“声”を傾
聴し、サロンやイベント、サークル等の内容はみなさんとふれあいながら協議し少しでも形にしていくこと
をモットーに、交流の場として、フリースペースとして…いつでも自由に楽しく利用できるような“集いの
場”の提供を目指しています。
＜利用者からの声＞＜利用者からの声＞＜利用者からの声＞＜利用者からの声＞
　　　　①「ええ場所にできてよかった！今日も楽しかったし毎日来たい！」
　②「もっと地域を広げてくれなウチ等再々は来れんでぇ～！」
　③「古布で草履とか織物やら…エコなモノづくりのサークルがあったら来るけどねぇ～？」
等々、時には優しく、時には厳しく、みなさんからの“あったかい声”を大切にしながら本事業に取り組ん
でいきたいと思います。

連絡先連絡先連絡先連絡先

黒潮町社会福祉協議会（佐賀支所）

高知県幡多郡黒潮町佐賀1080-1

shakyoo.sisyo@spice.ocn.ne.jp

②
唄
っ
て
踊
っ
て
開
所
式
♪

①
館
内
の
賑
や
か
な
壁
面
☆

電話 ０８８０－５５－３１１２ FAX ０８８０－５５－３８５０

E-mail

上記について、市町村
問い合わせ先

chiikijumin@town.kuroshio.lg.jp
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