
施設での活動　[高齢者]　北部(六会・湘南台・長後・御所見)

(通所) 通所施設、デイサービス

(GH) グループホーム

(有老) 有料老人ホーム

(特老) 特別老人ホーム

(老健) 介護老人保健施設

(サ高住) サービス付き高齢者向け住宅

小規模多機能型居宅介護

No. 種類 施設名 内容 詳細 場所

1 老健 ガーデニア　ごしょみ
お話し相手,施設内のお手伝い,レクリエーション
のお手伝い,特技の披露,趣味のお手伝い PDF

獺郷
(湘南台駅からバス)

2 GH
ミモザ湘南台

グループホーム
外出時の付き添いや見守り,お話し相手,特技の
披露,配膳のお手伝い等 PDF

円行
（湘南台駅から徒歩

またはバス）

3 GH クロスハート円行・藤沢 特技の披露 PDF
円行

（湘南台駅から徒
歩）

4 通所 グリーンライフ湘南台
お話し相手,入浴後のドライヤーかけ等補助,特
技の披露,施設内清掃・洗濯干し等 PDF

石川
（湘南台駅西口から

バス）

5 有老 エクセルシオール湘南台
傾聴・お話し相手,体操,施設内のお手伝い(洗濯
物の仕分け・配布,衣類の裁縫,お茶出し,昼食前
準備),特技の披露,イベントの手伝い,園芸

PDF
円行

（湘南台駅から徒
歩）

6 有老 ミモザ湘南台新館
お話し相手,外出の付き添い,シーツの交換のお
手伝い,特技の披露 PDF

円行
（湘南台駅から徒歩

またはバス）

7 老健 ケアパーク湘南台
特技の披露(歌・楽器演奏・生け花・園芸・手芸・
ぬり絵） PDF

円行
（湘南台駅から徒歩

バス）

8 有老
サンライズ・ヴィラ

藤沢湘南台
お話し相手,施設内のお手伝い,特技の披露,レ
クリエーションのお手伝い PDF

菖蒲沢
（湘南台駅からバ

ス）

9
特養/
通所

藤沢富士白苑
お話し相手,特技の披露,施設内のお手伝い,レ
クリエーションのお手伝い,サークル活動の講師 PDF 長後

（長後駅からバス）

10
通所/
サ高住

ツクイサンフォレスト
藤沢長後

お話し相手、ホーム内外のお掃除（草取り・共
有部の拭き掃除等）、特技の披露（踊り・演奏
等）、趣味のお手伝い（囲碁・将棋等）

PDF
長後

（長後駅、いずみ中
央駅からバス）

11 GH グループホーム「結」
ラジオ体操の際の付き添い,ウクレレの会で一
緒に歌ってくださる方 PDF

亀井野
（六会日大前駅から

徒歩）

12
特養/
通所

グリーンライフ湘南
俳句,編み物,絵画(絵手紙),折り紙,書道,手芸,お
話し相手,お茶出し,ドライヤーかけ等補助,レクリ
エーションなど

PDF
石川

（六会日大前駅から
バス）

13 通所
へいあん亀井野

デイサービスセンター
お話し相手、レクリエーションのお手伝い、麻雀
のお相手、手芸の先生又はお相手 PDF

亀井野
（善行駅から徒歩）

14 通所 一樹荘　デイサービスセンター
お話し相手,趣味のお手伝い（将棋,囲碁,手芸,
裁縫など）,特技の披露 PDF

用田
（長後駅からバス）

15 通所 こぶし荘 デイサービスセンター
お話し相手,施設内のお手伝い,レクリエーション
のお手伝い,趣味のお手伝い（将棋,囲碁,手芸,
裁縫など）,特技の披露

PDF
下土棚

（長後駅からバス）

16 通所 デイサービスあかり
特技の披露(歌,楽器演奏）,趣味のお手伝い（将
棋,手芸） PDF

亀井野
（六会日大前駅から

徒歩）

17 サ高住
SOMPOケアそんぽの家Ｓ湘南

台

特技の披露,趣味のお手伝い(将棋,囲碁,手芸,
裁縫,麻雀,農園作業など),レクリエーションのお
手伝い,イベント出店のお手伝い

PDF
湘南台

（湘南台駅から徒
歩）

18 通所 ハッピーデイズ湘南台
特技の披露,趣味のお手伝い(将棋,囲碁,手芸,
裁縫,麻雀など),レクリエーションのお手伝い,イ
ベント出店のお手伝い

PDF
湘南台

（湘南台駅から徒
歩）

19 (多) ウイル六会ステーション
特技の披露(歌,楽器演奏,手品,フラダンス等）,
趣味のお手伝い(将棋,囲碁,手芸,マージャン） PDF

亀井野
（六会駅から徒歩）

★介護施設の種類について

(多）

ふじさわボランティアセンター

お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会
ふじさわボランティアセンター

〒251-0054

藤沢市朝日町1-1

藤沢市役所 分庁舎2階

TEL:0466-26-9863

FAX:0466-50-3671

月～金 9:00～20:00

土・日・祝 9:00～17:00

毎月第3日曜、年末年始は休み

アクセス

藤沢駅北口より大船方面へ

徒歩約3分

http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/01.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/02.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/03.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/04.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/05.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/06.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/07.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/08.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/09.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/16.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/11.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/12.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/13.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/14.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/15.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/17.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/18.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/19.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/20.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/
http://www.fujisawa-shakyo.jp/volunteer/index.html


20 通所 湘南ゆうき村 傾聴・お話し相手,施設内のお手伝い PDF
西俣野

（湘南台駅からバ
ス）

21
通所/
サ高住

コンフォ－タス湘南台
傾聴・お話し相手,特技の披露（歌,楽器演奏,手
品,書道など）,趣味のお手伝い（将棋,囲碁など） PDF

湘南台
（湘南台駅から徒

歩）

22 通所 ゴールドエイジ藤沢 施設内のお手伝い,レクリエーションのお手伝い PDF
長後

（長後駅から徒歩）

23 通所 デイサービス　ゲンズプラザ
傾聴・お話し相手,施設内のお手伝い,レクリエー
ションのお手伝い PDF

石川
（善行駅からバス）

24 有老 アヴィラージュ湘南台
傾聴・お話し相手,散歩や外出時の付添い,特技
の披露（演奏会等） PDF

湘南台
（湘南台駅からバ

ス）

25 特養 グランドヴィラ湘南台
傾聴・お話し相手、散歩や外出時の付添い、施
設内のお手伝い、特技の披露、レクリエーショ
ンのお手伝い

PDF
菖蒲沢

（湘南台駅からバ
ス）

26 有老 クロスハート湘南台二番館 傾聴・お話し相手、散歩や外出時の付添い PDF
円行

（湘南台駅から徒
歩）

27 通所
クロスハート湘南台二番館

ファーム
利用者の方の農園作業のお手伝い・傾聴、お
話し相手 PDF

円行
（湘南台駅から徒

歩）

28 通所 デイサービス　花束
傾聴・お話し相手、特技の披露（手品など）、趣
味のお手伝い（囲碁、麻雀）、庭の手入れ PDF 高倉

（長後駅から徒歩）

29 特養 特別養護老人ホーム 結いの丘

傾聴・お話し相手、特技の披露（歌、楽器演奏、
手品、書道、南京玉すだれ、演劇など）、趣味の
お手伝い（将棋、囲碁、麻雀など）、施設周辺の
環境整備（草むしり、ゴミ拾い）

PDF
遠藤

（辻堂駅・湘南台
駅からバス）

http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/21.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/22.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/23.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/24.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/25.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/26.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/27.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/28.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/29.pdf
http://www.fujisawa-shakyo.jp/img/volunteer/boshu/s-hokubu/30.pdf

