
介護支援サポーター活動　受入機関（事業所と活動内容等）

事業所 サポーター活動内容 曜日･時間･人数等

〈通所介護〉
憩の里デイサービスセンター
中野町12-8-1
℡51-1501

①芸能(歌･踊り･音楽演奏)披露 ①不定期(要相談・２ヶ月に１回程度)
　　14時～15時  何人でも

〈通所介護〉
デイサービスセンターなかま
神明町5丁目5-37
℡51-1839

①芸能披露
②話し相手

①月～土・不定期・２時～３時
③不定期･９時００分～11時３０分･7～8人

〈通所介護〉
エレガント・セニール・ガーデン
吉江町31-7-1
℡53-2772

①レクリエーション・行事活動補助
　　(利用者さんと一緒にできる方)

①随時･14時～16時　何人でも

〈通所介護〉
ことぶき荘デイサービスセンター
大野町3-1
℡51-7780

①芸能披露
②行事の手伝い

①不定期(２～３ヶ月に１回程度)　何人でも
　　　　　　　　　　１４：００～１５：３０
②不定期(年に１回程度)運動会　２名程
　　　　　　　　　　１４：００～１５：３０

〈通所介護〉
鯖江市社会福祉協議会
　　　　デイサービスセンター
水落町2丁目30-1
　　　　鯖江市健康福祉センター内
℡51-0091

①芸能披露
①随時：２時１５分～３時３０分.１０人～２０人

〈通所介護〉　〈休止中〉
デイサービスセンターありんこ
西大井町12-38-2
℡62-2944

①レクリエーション活動（踊り・カラオ
ケ・手品等）補助

①月～金曜・14時～15時・適宜

〈通所介護〉
おしどり荘デイサービスセンター
別司町41-30
℡65-3120

①入浴後の乾髪及び水分補給
②話し相手

①月～土・1０時～1２時　・1～2人
　　できれば女性の方をお願いします。

〈通所介護〉
デイサービスセンターいろり
鳥羽3丁目1-29
℡54-7300

①芸能披露
②音楽療法
③話し相手

①不定期(1ヶ月に３～４回程度)
　　14時～15時・何人でも

〈通所介護〉
デイサービスセンター うぐいすの里
漆原町20-8
℡62-2804

①入浴後ドライヤー・整髪
②レクリエーション補助

①毎週水曜・9時30分～11時30分・1人
②毎週金曜・14時～16時・1人
①②とも女性希望

〈通所介護〉
ツクイ福井さばえ
三六町1丁目6-2
℡51-9300

①話し相手・レクリエーション活動
(ｹﾞｰﾑ･ｵｾﾛ・将棋等)補助・移動補助
②入浴後整容(ドライヤー)・お茶出し

①随時・10時～12時・13時～15時・1～2人
②随時･10時～12時・1～2人

〈通所介護〉　〈休止中〉
とらいあんぐるさばえデイサービスセン
ター
東鯖江1丁目402-2
℡52-7880

①デイルーム内での話し相手･見守
り
②外出・散歩の付き添い・見守り
③芸能披露

①②　月～土　午後　１３：００～１６：００
　　　　１～２名
③不定期(２～３ヶ月に１回程度)
　　１４：００～１５：００　１～１０名

〈通所介護〉
丹南デイサービスセンター
持明寺町14-14-1
℡62-0236

①芸能披露
②話し相手
③行事の手伝い

①不定期(2ヶ月に１回程度)１４：００～１５：００
　　何人でも
②話し相手(月～土)１０：００～１２：００
　　1～2名　毎回同じ方を希望
③不定期　未定

※受入機関の申請も受け付けております。



介護支援サポーター活動　受入機関（事業所と活動内容等）

事業所 サポーター活動内容 曜日･時間･人数等

〈通所介護〉
ニチイケアセンターたちまち
吉江町303
℡53-0066

①芸能（音楽演奏・歌・体操等）披露
①不定期(月に３回程度)・14時～15時
　　何人でも

〈通所介護〉
デイサービスセンターわらく
住吉町2丁目16-12
℡52-1117

①芸能披露
①不定期(３月・６月・９月)・１４：００～１５：３０
　　５～６人

〈通所介護〉
アミューズメントリゾートドリーム
　　　　　　　　　　　　　デイサービス
東鯖江２丁目9-16
℡54-7800

①芸能披露
①(月１回のペース)　１４：００～１５：３０
　　１０名程度

〈通所介護〉
さくら倶楽部　聚楽第
下河端町4-6-1
℡54-8448

①芸能
②話し相手
③レクリエーション活動

①②③とも
　不定期・14時～15時・1～10名程度

〈通所リハビリテーション〉
公立丹南病院アイ･シーなごみの里
三六町1丁目2-31
℡51-5234

①芸能披露
①不定期　(１月・２月・３月・６月・７月・９月・
　　　　　　　１２月)　１４：００～１５：３０頃
　　　　　　　　　　何人でも

〈通所リハビリテーション〉
デイケアさばえ
旭町4丁目9-10
℡51-2755

①芸能披露
①不定期
　　月～土・13時30分～15時・何人でも

〈通所リハビリテーション〉
老健・温浴リハビリセンタ－ 王山
旭町1丁目3-22
℡51-7720

①芸能披露
②行事の手伝い

①1ヶ月に１回・14時～15時.何人でも可
②半年に１回・14時～15時.2～３人程度で

〈通所リハビリテーション〉
みどり荘デイケアセンター
中野町33-20-1
℡51-7540

①書道・折紙・手芸指導
②歌・踊り等の芸能披露

①不定期・14時～15時・1～2人
②不定期・14時～15時・5～10人

〈通所リハビリテーション〉
神明ケアセンター
幸町1丁目2-2
℡51-8228

①話し相手･レクリエーション補助
　(利用者さんと一緒に出来る方)

①不定期・13時30分～14時30分・何人でも

〈特定施設入居者生活介護〉
グレースフルわかたけ
本町2丁目2-17
℡52-7400

①傾聴
②花壇　(園芸療法)

①不定期　(通年)１０：３０～１１：３０　１～２人
②４月～１１月　　１３：００～１５：００　３～６人

〈介護老人福祉施設〉
特別養護老人ホームことぶき荘
大野町3-1
℡51-7780

①喫茶の手伝い
②折り紙

①毎週水曜日：１４：００～１５：００　一人
②月２回月曜日　何人でも
　　定期的に来てくださる方

〈介護老人福祉施設〉
エレガント・セニール・ガーデン
吉江町31-7-1
℡53-2772

①芸能披露
　(歌や踊りが楽しめるもの)
　青空会・立待民謡クラブ・松美会

①行事のある月にあわせて
　不定期(３～４ヶ月に１回程度)
　１４：００～１５：００(火・水・金・土)１０～１５人

〈介護老人福祉施設〉
五岳園
漆原町20-8
℡62-2220

①芸能披露
②清掃・奉仕活動

①不定期(2ヶ月に１回程度・冬期は除く)
　　1４時～1５時30分・何人でも
②不定期(年２回程度)　サポーターの方の
　　都合にあわせます。何人でも

〈介護老人保健施設〉
神明ケアセンター
幸町1-2-2
℡51-8228

①話し相手･レクリエーション補助
　　(利用者さんと一緒に出来る方)

①不定期・13時30分～14時30分・何人でも

〈介護老人保健施設〉
鯖江ケアセンターみどり荘
中野町33-20-1
℡51-7540

①シーツ交換
②書道・折紙・手芸指導
③歌・踊り等の芸能披露

①毎週水曜・10時～11時・2～4人
②毎週火・金曜・14時～15時・1人
③不定期・14時～15時・5～10人

〈介護老人保健施設〉
老健・温浴リハビリセンタ－ 王山
旭町1丁目3-22
℡51-7720

①紙芝居
②体操
③音楽療法

①②③とも
　　随時・1４時～1６時の１時間(月・火・木・金)
　　　　　１０時～11時(水・土)

※受入機関の申請も受け付けております。



介護支援サポーター活動　受入機関（事業所と活動内容等）

事業所 サポーター活動内容 曜日･時間･人数等

〈介護医療院〉
かがやき
旭町4丁目9-10
℡51-2755

①芸能の披露（歌・演奏・踊りなど
②趣味や特技を生かした活動(紙芝
居)
③定期的な面会
（話し合って、寄り添って観賞するな
ど）

①②③とも
　　月～土　14時～15時（要相談）
　　　　1回に10名まで

〈小規模多機能型居宅介護〉
地域密着小規模多機能型居宅介護事業
所
　ありんこ
西大井町12-38-2
℡62-2944

①芸能披露
②折り紙・おもちゃづくり

①月～金曜・14時～15時・適宜　何人でも

〈小規模多機能型居宅介護〉
陽だまりさばえ
旭町4丁目9-10
℡51-2755

〈小規模多機能型居宅介護〉
小規模多機能型居宅介護施設
　　もんざえもん
鳥羽3丁目1-29-1
℡29-1800

①芸能披露
②洗濯物干し・整理
③話し相手・ゲーム相手

①・③随時・13時～15時・内容により何名でも可
②随時・13時～15時・1～2人

〈小規模多機能型居宅介護〉
おしどり荘
別司町41-30
℡65-3120

①シーツ交換他掃除を利用者と一緒
に
②体操　③作業活動
④外出付添　⑤行事の準備・手伝い
⑥話し相手

①～⑥いつでも可１０時～１１時
　　　　１４時１５分～１５：３０　２～３名(要相談)

〈小規模多機能型居宅介護〉
県民せいきょう鯖江きらめき
小黒町3丁目10-21
℡52-8050

①芸能披露(踊り、歌、楽器演奏)
②音楽療法

①②とも４～２月の間で月１回程度
　１４：００～１５：００　何人でも

〈認知症対応型共同生活介護〉
グループホームさばえ
旭町4丁目9-10
℡51-2755

①話し相手
②行事等のお手伝い
③芸能披露

①週２日程度(曜日はいつでもよい)
　　　　　　　　　　　　　　　９：３０～10：30
②月に１回程度(不定期)14：00～15：00
③３ヶ月に１回程度(不定期)14：00～15：00

〈認知症対応型共同生活介護〉
グループホーム　つつじ
水落町3丁目6-33
℡53-2040

①折り紙・手作業
②芸能披露

①不定期(３ヶ月に１回程度)１４：００～１５：００
　　２人程度
②不定期(６ヶ月に１回程度)１４：００～１５：００
　　５・６人程度

〈認知症対応型共同生活介護〉
グループホームおしどり
別司町41-30
℡65-3120

①話相手
②外出付添

①随時・13時～15時30分・1～2人
②週１回程度・10時～11時30分
　・14時～15時30分・1～2人

〈認知症対応型共同生活介護〉
グループホーム　さくら園
糺町14-6
℡51-1711

①話し相手・日常業務手伝い ①月～金曜・15時～17時・2人

〈認知症対応型通所介護〉
デイサービス　さくら園
糺町14-6
℡51-1711

①話し相手②演奏・折り紙などレクリ
エーションの提供

①②おもに13：30頃～15：00頃

〈地域密着型通所介護〉
デイサービス　えくぼ園
杉本町15-1-1
℡47-7230

①芸能披露
②手品・紙芝居

①不定期１４：３０～15：30
②不定期１４：００～１５：３０

〈社会福祉協議会〉
鯖江市社会福祉協議会
水落町2-30-1
　　　　鯖江市健康福祉センター内
℡51-0091

①芸能披露
②行事の手伝い
③配食ボランティア

①随時・1時間程度

※受入機関の申請も受け付けております。



介護支援サポーター活動　受入機関（事業所と活動内容等）

事業所 サポーター活動内容 曜日･時間･人数等

【市が実施する介護予防事業】

事　　業 対象者 条件等

各サロン単位で、そのお世話をして
いる方

報酬等を受け取っている場合は対象外

さばえ♡いきいきサポーター さばえ♡いきいきサポーター養成講座を受講した人

介護予防いきいき講座 さばえ♡いきいきサポーター さばえ♡いきいきサポーター養成講座を受講した人

”安心・長寿”出前講座 さばえ♡いきいきサポーター さばえ♡いきいきサポーター養成講座を受講した人

湯ったりクラブ さばえ♡いきいきサポーター さばえ♡いきいきサポーター養成講座を受講した人

生活”すいすい”介護予防教室 さばえ♡いきいきサポーター さばえ♡いきいきサポーター養成講座を受講した人

プラスいきいきDAY さばえ♡いきいきサポーター さばえ♡いきいきサポーター養成講座を受講した人

健康寿命ふれあいサロン

※受入機関の申請も受け付けております。


