
介護支援サポーター受け入れ施設

内容 曜日・時間

№20 フクシライフデイサービス デイサービス 中庄1740-1 486-0294
南海本線　泉佐野駅

徒歩　１０分
高齢者が明るく元気に楽しく過ご
せるレクレーションやお手伝い等

毎日
９時～１７時

高齢者デイサービスとスマイルピース保育学園を運
営し介護予防に力を入れています。
１回でなく年間を通じて、お互い楽しめるように目的
を持って進めていきたいと思いますのでよろしくお願
いします

№3 介護老人保健施設栄公苑 デイケア 中町2丁目4-28 464-3009

南海泉佐野駅・ＪＲ日根野
駅より、佐野記念病院の送

迎バスご利用できます
いずれも徒歩３０分

・レクリエーションの補助
・利用者様との話し相手

・イベントのお手伝い（随時）
・趣味の指導（手品・折り紙・将

棋・麻雀・演奏など）

月～土曜日
１０時～１１時

当施設は佐野記念病院と同一建物４階に位置する
介護老人保健施設です。専門職によるリハビリはも
とより、充実した生活を送っていただく為様々なレク
レーションやイベントを企画提供しております。当ス
タッフでは技術や内容に限りがありますので、サポー
ターの皆様のお力添えをお願いします

№5 小規模多機能せんじゅ 小規模多機能型居宅介護 中町1丁目7番41号 464-5111
南海本線　泉佐野駅

徒歩　１５分
・レクリエーションの補助

・イベントのお手伝い　など
月～日曜日

１０時～１６時
とてもアットホームな感じで、みんなで和気あいあい
とした施設です

№33 グループホーム栄公 グループホーム 中町3-4-5 458-6780
南海泉佐野駅
ＪＲ日根野駅

共に徒歩１５分

・レクリエーションの補助
・利用者様との話し相手

・イベントのお手伝い（随時）
・散歩の補助　など

月～土曜日
１４時～１５時

18名の認知症の方が入居されています。施設職員
が必ずおりますのでボランティア活動が初めての方
にも気軽に活動してもらう事が出来ると思います

№25 さんぽみち デイサービス 葵町4丁目1-20 469-0777
ＪＲ日根野駅より徒歩２０分
いずみさのコミュニティバス

葵町バス停より１０分

・レクリエーションの補助
・利用者様との話し相手　など

月～土曜日
１０時～１６時

元気な利用者様が多くいらっしゃいます。
笑いのたえない時間を過ごせるようお願いします

№31 かじのリハビリデイサービス デイサービス 高松南1-4-11 462-1202
いずみさのコミュニティバス
市営末広団地　徒歩３分

・利用者様との話し相手
・趣味の指導（将棋・囲碁・麻雀）

月～土曜日
１０時～１５時

毎回リハビリ・運動を施設職員で行っており、運営の
お手伝いをお願い出来たらと思います

特別養護老人ホーム犬鳴山荘 特別養護老人ホーム

デイサービスセンター犬鳴山荘 デイサービス

№4 小規模多機能介護　市民との絆 小規模多機能型居宅介護 長滝780-1 466-0639
ＪＲ阪和線　長滝駅

徒歩　１０分

話し相手・散歩の補助（近隣の公
園・神社など）・趣味の指導、補助
（手芸・工作・塗り絵・ちぎり絵・書
道・カラオケ・生け花・歌唱・将棋

など）

月～土曜日
（祝日も可能）
１０時～１２時
１３時～１６時

いずれも、上記の
時間帯でご都合の

良い時間

和風の民家を改造した施設で、一日の通い定員が１
２名のこじんまりとした事業所です。ご利用者様は女
性の比率が多く、特にお話し相手になっていただくと
助かります。持ち物は特に必要ありません。
上履きも不要です。

デイサービスセンターアムリタ デイサービス 中町3-4-5 434-8010

グループホームアムリタ グループホーム 中町3-4-5 434-9207

№29 デイサービスセンターおたふく デイサービス 南中樫井698 490-2933
南海本線　吉見里駅

徒歩　２０分
・踊り、演奏、マジックショー

・将棋の相手
事前にお問い合わ

せください
認知症対応型のデイサービスです。
ご利用定員12名の少人数制です。

№10 グループホームやすらぎのさと グループホーム 南中岡本60番地 465-1158

南海本線　羽倉崎駅
徒歩１５分

いずみさのコミュニティバス
（中回り）岡本　徒歩５分

・趣味の指導
・お話相手

・レクリエーション等への参加支援
・施設主催の行事のお手伝い　な

ど

事前にお問い合わ
せください

「地域の中の木造家屋に大家族が住んでいる」を
キャッチフレーズとし庭には家庭菜園、屋内は喜怒
哀楽のにぎやかな声が飛び交います。日々の暮らし
の中で隠れている宝物を毎日探して、家族が一緒に
素敵な時間を過ごしています。入居者様の個々の特
徴は伝達させていただき、認知症の病気への理解を
お願いしています。

№17 デイサービスセンター白鷺 デイサービス 羽倉崎上町2-3578-1 465-7245
南海本線　羽倉崎駅

徒歩　５分
レクレーションのお手伝い

趣味の指導

第２・４木曜日
１３時～１５時

曜日・時間等は
応相談

デイサービス白鷺では「今出来る事は出来るだけ長
く、出来ない事は１つでも出来るように」をモットーに
アットホームな雰囲気の中リラックスして楽しい時間
を過ごしていただけるように心掛けています。

№28 介護付有料老人ホーム　櫻苑 有料老人ホーム 羽倉崎上町3-3-41 466-7002
南海本線　羽倉崎駅

徒歩５分
ご入居様とのお話し相手

レクレーションに参加

月～金曜日
（祝日は除く）
１４時～１５時

櫻苑を最後の棲家として入居されている方々を、２４
時間３６５日看護師・介護士を常時配置し、快適な住
環境を提供している施設です。サポーター様にはレ
クレーション参加から馴染んでいただき、入居者様と
の会話を共に楽しんでいただければと思っておりま
す。

№22 もみの木のいえ グループホーム 羽倉崎3-8-5 466-3358
南海本線　羽倉崎駅

徒歩８分
おしゃべり広場お手伝い

事前にお問い合わ
せください

お年寄りとのんびり過ごせる方お待ちしております

４０年の歴史ある施設です。基本イベントのお手伝い
をお願いしたいところです。
他にもイベントはありますので、お問い合わせ下さ
い。

南海バス
頓田停留所より

徒歩　１分

・レクリエーションの参加支援
・行事の手伝い　など

事前にお問い合わ
せください

  ・お話し相手
  ・紙芝居・読み聞かせ
  ・ハーモニカの演奏　など

事前にお問い合わ
せください

皆様が住み慣れた地域や家庭において心豊かな生活を送る
ことが出来るよう支援しています。特別養護老人ホーム・デイ
サービス・グループホームとさまざまな事業を行っており、ご利
用者様を楽しませていただける方歓迎です。

施設の特徴/施設からサポーターへの一言など最寄駅/バス停

土丸388 468-0661

スタンプ
番号 名称

施設
種類

お願いしたい活動内容
住所 TEL

№11

南海本線 泉佐野駅
徒歩15分

JR線 日根野駅 徒歩20分
№7



介護支援サポーター受け入れ施設

内容 曜日・時間
施設の特徴/施設からサポーターへの一言など最寄駅/バス停スタンプ

番号 名称
施設
種類

お願いしたい活動内容
住所 TEL

特別養護老人ホーム泉ヶ丘園りんくう

泉ヶ丘園　短期入所事業

№16 デイサービスセンターサザンクロス デイサービス 大西１－１２－１７ 463-7733

南海本線　泉佐野駅
徒歩　８分

りんくうタウン駅
徒歩　２０分

特に難しい技術は必要なく、お手
伝いをして頂いたり、お話など楽
しいひと時を一緒に過ごして頂け
る方を募っています。

月～土曜日
（祝日は除く）
９時～１６時

上記時間内であれば、
短時間からで１日だけ

でも十分です

定員18名の地域密着型通所介護施設です。利用者
様が日々自立した生活を過ごせるようサポートしてい
ます。入浴や食事・排泄など日常生活上の介護や機
能訓練以外に個人ワークや様々なクラブ活動・季節
に合わせた外出や慰問など1日1日が充実し楽しく過
ごせるように取り組んでいます。

小規模多機能ホームくすのき 小規模多機能型居宅介護

軽費老人ホーム来友館 軽費老人ホーム

№14 スーパーデイサービス泉佐野 デイサービス 新町3丁目1-8 461-2251
南海本線　泉佐野駅

徒歩　１０分
・利用者様との話し相手

・囲碁、将棋のお相手　など
月～土曜日

１１時～１２時

大規模な施設になります。午前中は約５０名近くの方
にご利用いただいています。よろしくお願い致しま
す。以前もマジックや回想法なども楽しませていただ
きました。カラオケもあります。三味線や和太鼓、ギ
ターなど楽器演奏などお願い出来たらありがたいで
す。

№1 グループホーム泉州 グループホーム 湊2丁目1-32 464-2101
南海本線　泉佐野駅

徒歩１３分
レクレーションのお手伝い

水・日曜日
１３時３０分～１５時

当事業所は認知症高齢者グループホームで家庭的
な環境のもと自立生活が困難な方達が共同で生活し
ている施設で２ユニット利用定員は１７名です。認知
症状は利用者様によって異なりますので、ある程度
認知症を理解していただいた上で利用者様の意向を
尊重しコミュニケーションをとって頂ければ幸いです

№2 デイサービスセンターひだまり湊 デイサービス 湊2丁目6番43号 464-7727
南海本線　泉佐野駅

徒歩　１５分
レクリエーション等の補助

お話し相手
月～木曜日

時間１３時～１５時

午前中は当事業所の最大の特色である「心身機能
活性運動療法」を基本とした機能訓練を行っておりま
す。特技をお持ちの方も大歓迎です。

優人会病院デイケアセンター デイケア

優人会小規模多機能センター 小規模多機能型居宅介護

№34 デイサービスりん デイサービス 下瓦屋3丁目1番19号 487-3939
南海本線　井原里駅

徒歩　５分

・レクリエーションの補助
・利用者様との話し相手

・趣味の指導　など

月～金曜日
１３時～１５時

少人数で家族的な事業所ですのでお気軽にきてくだ
さい

№12 軽費老人ホーム暢楽荘 軽費老人ホーム 鶴原1787-1 464-6411
南海本線　鶴原駅

徒歩４分
中庭での花の手入れや草引きな

どの軽作業のお手伝いです
月・火・金曜日

午後
天候の状態や行事が入ったり等で中止になる場合も
ありますので、ご了承のほどよろしくお願いします

介護老人保健施設ホライズン 介護老人保健施設 下瓦屋221-1 460-2020
利用者様が充実した生活を送れ
るよう、レクリエーション活動等の

参加支援をお願いします

月～金曜日
１３時３０分～１４時

３０分

「利用者本位のサービスを提供するホライズン」を基
本理念として、地域との相互関係を大切にしていま
す。ぬくもりのあるサービスを提供するため日々取り
組んでいます。手作りおやつ・園芸・書道など楽しみ
を提供し、活き活きした生活を送っていただけるよう
支援させていただきたいと思います

特別養護老人ホームホライズン 特別養護老人ホーム 鶴原1071-1 460-0880
園芸セラピーのお手伝い

お話し相手

第３水曜日
９時３０分～
１１時３０分

家庭的な雰囲気が作れるように又、利用者様に安心
して生活していだけるように心掛けています。
サポーターの皆様へ：利用者様の沢山の話を聞いて
あげてください

認知症高齢者グループホームホライズン グループホーム 上瓦屋982-2 460-0090
職員、利用者様と一緒にレクレー
ション・手作りおやつのお手伝い

をお願いいたします

毎日
１４時～１５時

家庭的な環境のもとで日常生活を営むことが出来る
よう常に利用者本位のサービスの提供につとめてい
ます。レクレーションでは園芸・手作りおやつ・書道・
ゲーム等、幅広く楽しみを提供し興味を持つ活動を
取り入れる。職員、利用者様と一緒に楽しみましょう

№19 ケアハウス泉佐野 軽費老人ホーム 南泉ケ丘1-8-9 469-5430
いずみさのコミュニティバス
北回り　東佐野台　徒歩３分

入居様向けのレクレーションやイ
ベントの開催。皆様の特技を入居
者の皆様へ披露していただき楽し

い時間を過ごしてもらう

応相談

当施設は６０歳以上で体のお元気な方から、介護が
必要な方まで幅広い高齢者の方を対象とした軽費老
人ホームです。皆様の特技で入居者様を楽しませて
くれるサポーターの方をお待ちしています。ジャンル
は問いません。お気軽にご連絡下さい。

№35 ラポートデイサービスセンター デイサービス 長滝３６７２ 490-2030
JR日根野駅
徒歩２０分

お話し相手・レクレーション等の
参加支援

月～金曜日
１４時～１６時

当施設は地域に密着し、地域のニーズを柔軟に取り
入れ、手助けを必要とする人にも、手助けをする人に
も気軽にご利用いただける施設を目指しています。
初めてのサポーターの方も歓迎しますのでお気軽に
ご参加下さい。

くすのきは大阪府の木材を使用し、木の温もりを身
近に感じれる施設となっております。
サポーターさんのご趣味を通してご利用者様に楽し
んでいただければ嬉しいです。
是非くすのきに遊びにきてくださいね。

湊4丁目5番17号 464-0521
南海本線　井原里駅

徒歩　１０分
お話し相手・お茶やお菓子を出す

レクリエーションのお手伝い
事前にお問い合わ

せください

比較的元気でしっかりとコミュニケーションのとれる
方が多いので、お話し相手やレクレーションのお手伝
いを通して利用者様と関わっていただきたいと思って
います

南海本線　泉佐野駅
徒歩　７分

レクレーションのお手伝い
主にカラオケ

毎週金曜日
１３時～１５時３０分

事前にお問い合わ
せください

レクレーション（施設利用者様と一
緒に出来るようなレクレーション）

ご利用様の笑顔の為に、お手伝いください。

りんくうタウン駅
　徒歩１５～２０分

南海本線　羽倉崎駅
徒歩１５～２０分

№9 りんくう往来南5-17 458-2100特別養護老人ホーム

南海本線　鶴原駅
徒歩20分

ＪＲ阪和線　東佐野駅
　徒歩15分

いずみさのコミュニティバス
北回り

　「北部交流センター本館」
バス停下車

№30

№24

春日町2-28 461-3366№26


