
特別養護老人ホームへのボランティア
①団体

　
② 慰 問 ・ 交 流 会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
敬省略

サテライト型デイサービス　いきいき教室関連のボランティア活動実績
① さんご草ボランティア（卯原内）：登録人数　４０名

しあわせボランティア（嘉多山、越歳）：登録人数　２６名

　③　すずらんボランティア（能取）：登録人数　２１名

　
④　ひまわりボランティア（浦士別）：登録人数　４０名

団体の名称 活動内容 期　　間 回数
延べ人
員

西網走漁協女性部 施設内清掃 ６月～７月 ６回 １２名

番号 交流会日 グループ・個人名 交流会の内容 人数
１ ９月２５日 新網走民謡同好会・千寿会 唄・民謡・舞踊　披露 ２０名
２ １０月　９日 札幌交響楽団　 弦楽四重奏　演奏会 ６名

合　　　　計 ２６名

種　　別 回　　数 人　　数 期　　間
送迎 ４９ ２ ４月～３月
園芸指導 １ １５ ６月７日
パン作り ２ １６ ４月５日・７月５日

合　　計 ５２ ３３

種　　別 回　　数 人　　数 期　　間
送迎 ４４ １０ ４月～３月
趣味活動、ゲー
ム １３ １１ ６～７月、１２～２月

パン作り １ ９ ６月１６日

合　　計 ５８ ３０

種　　別 回　　数 人　　数 期　　間
送迎 ４７ ３ ４月～３月

趣味活動、ゲーム ０ ０
パンづくり １ ６ ２月１０日

合計 ４８ ９

種　　別 回　　数 人　　数 期　　間
送迎 ４３ １８ ４月～３月
蕎麦打ち １ １３ ２月２０日
フラダンス １ ９ １２月１２日

世代間交流 1 １０ ８月　３日



⑤　トウフツボランティア(北浜、娜寄)：登録人数　１９名

大曲レインボーハイツへのボランティア及び慰問

向陽ヶ丘レインボーハイツへのボランティア及び慰問

　
みなとレインボーハイツへのボランティア及び慰問

ふれあい館へのボランティア及び慰問

特別養護老人ホーム　レインボーハイツ実習受け入れ

合計 ４６ ５０

種　　別 回　　数 人　　数 期　　間
送迎 ４８ １１ ４月～３月
交流研修会 １ ６ １１月１６日
趣味活動、ゲーム １ １ １２月　７日

合計 ２０２ ２０８

団体の名称 活動内容 期　　間 延べ人員
真如苑 施設屋外・玄関窓拭き等 　５月２２日 １２名
真如苑 施設屋内・玄関窓拭き等 １１月　５日 　９名

団体の名称 活動内容 期　　間 延べ人員

向陽クラブ慰問交流 唄・舞踊の披露 ６月２９日

「うたの会」慰問 歌謡曲他披露 ８月２１日

笠谷　俊一　氏 ケーナ演奏 １０月　４日

介護者を支える会
ゲーム、手遊び、体操、

歌　他 １０月１９日

大正琴慰問 大正琴演奏会 １１月２３日

団体の名称 活動内容 期　　間 延べ人員

読み聞かせ会 朗読 毎月１回

水木ジュン氏歌謡ショ
ー 歌謡曲の披露 ７月　９日

網走介護者を支える会
ゲーム、手遊び、体操、

歌　他 ９月２３日

団体の名称 活動内容 期　　間 延べ人員

網走はまなす女声合唱
団

合唱（クリスマスソング 
他）

１２月２５日 ３０名

笠谷　俊一　氏 ケーナ演奏 　３月２２日 　１名

養成課程等 実施依頼機関
人数
（人）

日数
（日）

延べ日数
（日） 備考

介護福祉課実地
実習

オホーツク社会
福祉専門学校 ２日 ３３日 　６６日



向陽ヶ丘レインボーハイツ　実習生受け入れ

ふれあい館　実習生受け入れ

中学校教員免許 東京農業大学 １２名 　５日 　５７日
社会福祉士資格

取得 旭川大学 　１名 　７日 　　７日

教員研修
オホーツク教育

局 　３名 　３日 　　９日

インターンシッ
プ

網走桂陽高等学
校 　２名 　３日 　　６日

職場体験事業 網走呼人中学校 　１名 　１日 　　１日
介護職員初任者
研修資格取得

網走職業訓練協
会 　４名 １７日 　６８日

合　　計 ２３名 ３６日 １４８日

養成課程等 実施依頼機関
人数
（人）

日数
（日）

延べ日数
（日） 備考

介護等体験実習 東京農業大学 ２名 ５日 ５日

他施設実習 北海道デイ協 １名 １日 ２日
認知症
介護実
践研修

合　　計 ３名 ６日 ７日

養成課程等 実施依頼機関
人数
（人）

日数
（日）

延べ日数
（日） 備考

介護総合学習
北海道障害者職
業能力開発校 １名 １０日 １０日

合　　計 １名 １０日 １０日


