
ジャ
ンル 障害者関連施設

ＮＯ 施設・団体名称
施設概要

※（　）内は主たる障害
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・
交通費等

1
社会福祉法人　訪問の家
朋第2

障害福祉サービス事業所
（身体障害、知的障害）
・生活介護

①通所者の食事介助・移動介助、アルミ缶回収等活動支援
②施設内でレクリエーション活動（コンサート等）を行う

＊ボランティア対象は特に限定しません。２名募集。

月・火・木・金・土
 11時～15時の希望日

栄区柏陽3-18 無

2
社会福祉法人 ル・プリ
ＳＥＬＰ・杜

障害福祉サービス事業所
（知的障害）
・生活介護
・就労継続Ｂ型
・短期入所

①施設内で行うボーリング、カラオケ等のレクリエーション手伝
い

＊ボランティア対象は大学生・専門学校生・社会人。１名募集。

毎月 第2土曜日
 ９時～12時

栄区中野町400-2 有/1,000円

3

法人型地域活動ホーム
（身体障害・知的障害・精神障害）
＊在宅の障害児・者及びその家族等の地域
生活を支援する拠点施設

①話し相手
②送迎
③食事介助・準備
④缶回収のお手伝い

＊ボランティア対象は特に限定しません。２、３名募集。

月～土
①～④ 10時～15時

栄区桂台中4-5 無

4
栄区基幹相談支援センター
（身体障害・知的障害・精神障害）
＊障害児・者への情報提供や相談等

①外出付き添い

＊ボランティア対象は特に限定しません。２名募集。

土または日
① 10時～15時の希望時間

活動拠点は栄区桂
台中4-5

外出先は東京都
内・横浜市内

有/交通費実費

5
社会福祉法人　恵友会
横浜市栄区生活支援セン
ター

精神障害者生活支援センター
（精神障害）
＊相談や日常生活に必要な情報の提供

①納涼会等のお祭り関係のブース販売補助、準備、片付け
②昼食交流会の食事作りと交流会への参加

＊対象者は大学生・専門学校生・社会人・その他（②は食事が作
れる方）3～５名募集。

金・土・日・祝
① ９時～17時
② ９時～15時

栄区小菅ヶ谷3-
32-12の２階

有/1,000円

6
ＮＰＯ法人こんちぇると
さかえ福祉活動ホーム

障害者地域活動ホーム
（身体障害、知的障害、精神障害）

①施設利用者との話相手、仕事のサポート
②外出付き添い
③レクリエーション手伝い
④洗濯、洗い物、掃除など

＊対象者は高校生、大学生・専門学校生、社会人。５名募集。

【施設より】初めはスタッフが利用者との関わりを支援します。

月～金
①～④ 9時30分～16時

栄区公田町635-
16

有/1,000円

7 社会福祉法人 訪問の家 朋

障害福祉サービス事業所
（身体障害、知的障害）
・生活介護
・短期入所

①和紙製品作りや、ハーブのごみ取り等自主製品作りの事前準備

＊対象者は特に限定しません。４名募集。

【施設より】一度、見学（体験）をして頂き、具体的な活動内容
を相談できればと思います。

月・火・木・金・土
・ 10時30分～11時30分
・13時45分～14時 30分
・16時～17時

栄区桂台中4-7 無

8
社会福祉法人 であいの会
ソイル栄

障害者支援施設
（知的障害）

①施設利用者の話し相手
②レクリエーション手伝い

＊対象者は中学生、高校生、大学・専門学校生・社会人。
　２名募集。

要相談 栄区笠間3-10-7
有/交通費実費支

給

9
社会福祉法人 同愛会
リエゾン笠間

障害者支援施設
（身体障害）

①話し相手
②外出付添
③レクリエーション手伝い

＊対象者は大学生、専門学校生、社会人。

【施設より】上履きを持参していただき、動きやすい服装で来て
ください。

月～金
 ・10時～11時30分
 ・14時～15時30分
 ・10時～15時30分（昼食
付）

栄区笠間3-10-1 無

社会福祉法人　訪問の家
法人型地域活動ホーム

サポートセンター径（み
ち）

ボランティア募集一覧 （２０２０年6月１日現在）

○ボランティアを募集している施設・団体の一覧表です。

○ボランティア支援を希望される方は横浜市栄区社会福祉協議会（℡045-894-8521）に一度ご連絡をお願いします。希望先などをお伺いします。

○希望先の施設・団体へ電話番号をお伝えします。先方から連絡がありましたら、両者で詳細をお話しください。

○一覧表以外にも活動先がありますので、お気軽にお問合せください。

栄区内の施設での活動のボランティア募集

栄区社会福祉協議会

④直接電話をして両者で相談をする

施設

団体
ボランティ

アしたい方

①電話をする

②希望確認

③相談・調整をする



ジャ
ンル 高齢者関連施設

ＮＯ 施設・団体名称 施設概要
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・交通
費等

1

医療社団法人　相光会
湘南グリーン介護老人保健
施設上郷

介護老人保健施設
・介護保健施設サービス（入所サービス）
・短期入所療養介護及び介護予防短期療養
介護（ショートステイ）
・通所リハビリテーション及び介護予防通
所リハビリテーション（デイケア）

①利用者の洗髪後のドライヤーかけ、認知症高齢者の見守り
②リネン交換、掃除、食事の配膳や下膳
③楽器演奏やコーラス等の披露

＊ボランティア対象は特に限定しません。募集人数は応相談。

月～日
曜日・時間は相談に応じま
す。

栄区上郷町1045-
1

応相談

2
社会福祉法人 豊笑会
ライフコートさかえ

特別養護老人ホーム
・指定介護老人福祉施設
・指定短期入所生活介護
・介護予防短期入所生活介護

①話し相手
②手芸
③掃除
④高齢者向けの体操（座って出来る、簡単な健康体操など30分～
1時間位で疲れない程度のもの）

＊対象者は特に限定しません。１～２名募集。

月～金
 10時30分～11時30分
 14時～15時

栄区公田町1061-
19

無
※区内送迎は

可能

3 グランダ大船東弐番館
住宅型老人ホーム

①ダンス・楽器演奏等の催すものをしてくれる団体
②書道・フラワーアレンジメント等のお教室を開いてくださるボ
ランティア
＊ボランティア対象は特に限定しません。

いつでも可能です。
栄区笠間3-22-
10

交通費実費支給

4 デイサービスさぼてんの花 デイサービス

①話し相手
②送迎（月曜と土曜のみ）
③外出付き添い
④レクリエーション手伝い

＊対象者は特に限定しません。4名募集。

毎日
 10時30分～11時30分
 13時30分～15時

栄区上郷町684-7
場合によりま

す。

5
小規模多機能ホーム
ちいさな手 花咲く街
横浜こすがや

小規模多機能ホーム

①話し相手
②レクリエーション手伝い

＊対象者は特に限定しません。1～2名募集。

月～金の中で月1回程度
 13時～14時

栄区小菅ヶ谷1-
27-5

無

6
Ｄａｙさーびす
MISONOかまくらみち

デイサービス
・午前中は集団で体操
・午後は個別で機能訓練、レクリエーショ
ン

①介助
②話し相手
③送迎
④外出付添
⑤レクリエーション手伝い
・入浴時着脱のお手伝い、片付け、将棋・囲碁・麻雀の相手等

＊対象者は特に限定しません。1～2名募集
　
＊よこはまシニアボランティアポイント有り

月～土、祝日
 9時～16時

栄区鍛冶ヶ谷1-3-
27

交通費実費支給

7 グランレーヴ本郷台
高齢者の住む介護付有料老人ホーム

①介助
②話し相手
③外出付添
④レクリエーション手伝い
⑤掃除

＊対象者は、特に限定しない。
　２～３名募集（グループなら多人数可）。

月～日、祝日
 10時～11時
 13時～16時

栄区小菅ヶ谷4-
12-11

交通費のみ
応相談

8 福寿よこはま栄飯島
有料老人ホーム
＊入居者は日中はデイサービスで過ごして
いる。

①話し相手
②レクリエーション手伝い

利用者に寄り添って話を聞いて下さる方、麻雀、将棋の相手をし
てくださる方、手作業（制作）を一緒に楽しんで下さる方

＊対象者は特に限定しません。

毎日
 10時～16時

栄区飯島町766 応相談

9
ケアセンター　リトルバン
ブー

機能訓練型デイサービス
元気なご利用者様がマシーントレーニング
をしている。

①レクリエーションの手伝い。
　歌、三味線、ピアノ、手品等をボランティア希望

＊ボランティア対象は特に限定しません。２名募集。

月・火・水・木・金
 11時15分～11時45分

栄区笠間2-28-
11

交通費実費支給

10
福祉クラブ生協デイいのや
ま

デイサービス
午前中は入浴と体操、午後はレクリ
エーション

①介助②話し相手③レクリエーション手伝い
 利用者の洗髪後のドライヤーかけ、施設で行うレクリエーション
の手伝い

＊ボランティア対象は特に限定しません。２名募集。

＊横浜シニアボランティアポイント有り

月・火・水・木・金・土・祝
 10時～12時
 13時～16時

栄区犬山町53-18 応相談

11 福寿よこはま栄

住宅型有料老人ホーム
住宅型のため外にでる機会が少ない、一緒
に歌を歌ったり、リクエスト曲を歌っても
らったりして欲しい。

①レクリエーションの手伝い。
　楽器演奏・コーラス・利用者と一緒に歌う・マジック等

＊ボランティア対象は特に限定しません。６名募集。

＊横浜シニアボランティアポイント有り

月曜日
 14時～15時

栄区小菅ヶ谷3-
60-18

無

12
グループホームちいさな手
癒しの郷横浜さかえ

認知症高齢者グループホーム
・レクリエーション活動に力を入れて、
毎月四季折々のイベントを企画し、楽しん
でいる。
・医療連携に力を入れており、緊急時医
師・看護師がオンコールで対応。
・看取り介護を実施している

①話し相手
　入居者とコミュニケーションを取って頂きたい。

＊ボランティア対象は特に限定しません。2名募集。

毎週水曜日、木曜日
 14時～15時

栄区桂町716番地 無

栄区内の施設での活動のボランティア募集



ジャ
ンル 高齢者関連施設

ＮＯ 施設・団体名称
施設概要

※（　）内は主たる障害
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・
交通費等

13
グループホームのぞみの家
上郷

軽度の認知症の回復施設
・家庭的な環境の中で、食事の支度や
掃除・洗濯等の家事を行ったり、趣味
を楽しむなど、入居者様が安心して暮
らせるように援助し、心身機能の維
持・回復を図っています。

①レクレーション手伝い
　入居者と一緒にギター等を弾き一緒に歌を歌って欲しい。
　＊よこはまシニアボランティアポイント有り
　＊ボランティア対象者は小学生、特に限定はしません。
　　5～6人募集しています。

日曜・祝日
時間：14時～15時、
　　　15時～16時

栄区上郷町972-5 無

14
グループホームひかり横浜
本郷台

認知症高齢者グループホーム
以下のことを大切にしています。
●その人らしくある、普通の暮らしを支援
すること
●一人ひとりの『Wish(願い)』を引き出す
こと
●ご家族がサポートしやすい体制をつくる
こと

①介助
②話し相手
③レクレーション手伝い
④外出付き添い
⑤掃除
＊散歩の付き添い、百人一首、花札、将棋、フラワーアレンジメ
ント、月１回の外出ホーム行事、就寝までの付き添い、家事全般
＊ボランティア対象は特に限定しません。
4～5人募集

毎日
 ・８時30分～18時
 ・18時30分～20時

栄区飯島町2310 上限500円

15 そんぽの家　戸塚南 高齢者の住む介護付有料老人ホーム

①レクレーション手伝い
　カラオケの曲入力（カラオケ歌いたい人）１～２名

＊よこはまシニアボランティアポイント有り

木曜日・金曜日
14時～15時

栄区長沼町７３７ 無

16
グループホーム
はなみずき

グループホーム
　・認知症対応型共同生活介護サービス
　・平成30年4月にオープン

①話し相手
②レクリエーションの手伝い
　催し物を披露して欲しい。

＊ボランティア対象は特に限定しません。

日曜
10時～１１時
14時～１５時

栄区元大橋1-40-
12

無

17 グループホーム陽春の里
グループホーム
　・認知症対応型共同生活介護

①話し相手
　利用者のそばでの傾聴
②レクリエーション手伝い
　体操やゲーム等のレクリエーション

＊ボランティア対象は社会人。3名募集。

毎日
 ９時～1７時

栄区中野町56-4 応相談

18
介護老人保健施設
リハビリポート横浜

高齢者のリハビリ施設として入所施設や
通所リハビリテーテョン事業などを行う。

①話し相手
②レクリエーション
　演奏や演劇、手品

＊対象は大学生・専門学校生・社会人
　1日あたり１０名

＊よこはまシニアボランティアポイント有り

毎日（祝日も含む）
10時３０分～11時３０分
14時～15時

栄区公田町1050-
2

交通費の支給は
無いが、近隣駅
までの送迎は行
いますので応相
談

ジャ
ンル 子ども関連施設

ＮＯ 施設・団体名称 団体概要
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・
交通費等

1
栄区地域子育て支援拠点
にこりんく

栄区地域子育て支援拠点

①子どもの保育・遊び相手

＊ボランティアの対象は中学生・高校生・大学生・専門学生。
　２名募集。

火・水・木・金・土
（土曜は応相談）
 10時～16時

栄区桂町711
さかえ次世代交流
ステーション１階

無

2 さかえ保育の会

乳幼児を育てる母親の学習活動や仲間
づくりを応援。年６回「くまさん学
級」を開催。区役所、保健センターな
ど公の機関で保育も行う。

①子どもの保育・遊び相手

＊ボランティアの対象者は特に限定しません。

毎月1回第1週の火曜日定例会
あり
10時～12時

栄区桂町３０３－
１９ 栄区福祉保健
センター

無

ジャ
ンル 地域ケアプラザ

ＮＯ 施設・団体名称 施設概要
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・
交通費等

1
社会福祉法人 ル・プリ
横浜市中野地域ケアプラザ

高齢者、子ども、障害のある人など誰もが
地域で安心して暮らせるよう、身近な福
祉・保健の拠点としてさまざまな取組を
行っている横浜市独自の施設

①デイサービス利用者の洗髪後のドライヤーの手伝い、話し相
手、昼食時の配膳、レクリエーション手伝い
②小・中学生の居場所（放課後）の見守り役、遊び相手、学習支
援など

＊ボランティア対象は特に限定しません。５名募集。

毎日
①  9時～16時
②15時～18時の希望日

栄区中野町400-2 無

2
社会福祉法人 同塵会
横浜市笠間地域ケアプラザ

高齢者、子ども、障害のある人など誰もが
地域で安心して暮らせるよう、身近な福
祉・保健の拠点としてさまざまな取組を
行っている横浜市独自の施設

①話し相手、お茶出し、囲碁（土曜）の対戦相手

＊ボランティア対象は特に限定しません。1～２名募集。

毎日
 10時～12時の希望日

栄区笠間1-1-1 無

3 横浜市豊田地域ケアプラザ

高齢者、子ども、障害のある人など誰もが
地域で安心して暮らせるよう、身近な福
祉・保健の拠点としてさまざまな取組を
行っている横浜市独自の施設

①話し相手、レクリエーションお手伝い

＊ボランティア対象は特に限定しません。3名募集。

月・水・木・金・土・日・祝
 13時～15時

栄区飯島町1368-
10

無

栄区内の施設での活動のボランティア募集



ジャ
ンル 居場所支援

ＮＯ 施設・団体名称
団体概要・PR

※(   )内は主たる利用者
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・
交通費等

1 いたちカフェ

サロン（高齢者）

★淹れたてのコーヒー・紅茶を飲みながら
レコードを聞いたりおしゃべりを楽しんで
います。ボランティアだけではなく参加者
も大歓迎です。

①レクリエーション手伝い
②開催時にカフェの準備、ホール担当（お茶等提供）、受付

＊対象者は高校生以上であれば特に限定しません。３～４名募
集。

毎月 第３日曜
①、② 13時～16時

栄区小菅ヶ谷3-
32-12小菅ヶ谷地
域ケアプラザ内

有/交通費原則と
して300円

2 コスモス会

デイサービス（高齢者）

★20年以上の活動をしています。ホッと
できる会を心掛けています。ボランティア
だけでなく参加者も大歓迎です。参加者は
地域等問わず高齢者ならどなたでもOKで
す。

ゲストを招いて鑑賞したり、お誕生日のお祝い、食事、体操、
歌、歓談、バスハイク等を行っていますのでその準備や片づけ等

＊対象者は特に限定しません。人数は応相談。

土曜
奇数月：13時30分～15時
偶数月：12時30分～15時
30分（食事あり）

栄区庄戸3-1-1
庄戸中学校コミュ
ニティハウス

無

3 なでしこサロン

サロン（高齢者・障害者）

★近隣の方々のいこいの場となるように活
動しています。

落語、マジック、ハンドベル、ギター、ハーモニカ等の技術のあ
るボランティア・ボランティア団体を募集しています。

＊対象者は特に限定をしません。人数は応相談。

毎月第二木曜日
 13時30分～14時30分

栄区鍛冶ヶ谷2-
11-7
鍛冶ヶ谷集会所内

有/交通費として
3,000円/年間

支給

4 サロン・ふれあい

サロン（高齢者）

★サロンでは会話やゲーム等楽しんでいま
す。参加者だけではなく、ボランティアも
一緒に楽しみながら活動をしています。ボ
ランティアは女性が多いです。

サロン参加者の方とお話しをしたり、出し物のお手伝い、終了後
の片づけをお願いします。

＊ボランティア対象は特に限定しません。6名募集。

第４水曜日
 9時～12時30分

栄区野七里1-2
（西ヶ谷団地集会
所）

有/交通費実費支
給

5 みどり会

リハビリ、サロン（中途障害者・高齢
者）

★地域で安心して暮らし続けられるよう、
障害者はリハビリを目的にし高齢者は社会
参加の場と介護予防を目的にしています。
楽しく、笑いの場となっています。

机、椅子の用意、片づけ・利用者の工作等サポート、お茶の時間
の手伝い、掃除など

＊ボランティア対象は特に限定しません。2～３名募集。

毎月 第４月曜日
 13時30分～15時30分

栄区野七里1-2-
31　野七里地域ケ
アプラザ内

無

6 五月会

会食会の開催（高齢者）

★一人暮らしの高齢者の見守りを兼ねた会
食会を月に１回開催しています。また地域
のボランティアにも積極的に参加していま
す。

①高齢者向けの献立のアイデア出し
②調理等当日の手伝い

＊対象者は料理の好きな方。募集人数２名。

第１水曜日
 ９時～14時

栄区桂台中4-5
桂台地域ケアプラ
ザ内

有/費用弁償とし
て500円（年

間）支給

ジャ
ンル 配食活動

ＮＯ 施設・団体名称
団体概要・PR

※(   )内は主たる利用者
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・交通
費等

1 配食グループ「こだま」

配食サービス（高齢者）

★高齢者のご自宅へ家庭的な手作り弁当を
配達しています。

①昼食弁当の調理
②昼食弁当の配達（自家用車にて）

*対象者は特に限定しません。調理・配達とも数名募集。

木曜（月１回程度）
① 調理：  9時～14時
② 配達：11時～12時

調理…中野地域ケ
アプラザ内（栄区
中野町400）

配達…中野地域ケ
アプラザ活動地域
内

有/配達車両ガソ
リン代実費（②

のみ）

2 配食サービスの会　みつ葉

配食サービス（高齢者・障害者）

★高齢者や障害者のご自宅へ夕食弁当を作
り配達をしています。配達を通してコミュ
ニケーションを図り、安否確認、見守りを
しています。

①夕食弁当の調理
②配達を通じて利用者の安否確認・見守り

＊対象者は社会人。2～3名募集。

水曜
 ①13時～16時
 ②15時45分～18時

栄区笠間1-1-1
笠間地域ケアプラ
ザ内

無

ボランティア団体が行う地域の活動のボランティア募集



ジャ
ンル 生活支援

ＮＯ 施設・団体名称
団体概要・PR

※(   )内は主たる利用者
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・
交通費等

1 飯島お手伝い隊

日常生活の支援（どなたでも）

★地域の高齢者、障害者、子育てなどで
ちょっとした困りごとをお互いに支え合
い、助け合う事を目的としている。

①話し相手
②保育・遊び相手
③外出付き添い
④掃除
具体的には庭の草取り、水やり、小木伐採、子育て中の家事支援

＊対象者は特に限定しません。募集人数に制限無し。

曜日時間とも随時
飯島町内各自治
会・町内会の地域

有/費用弁償・交
通費等は実費支

給

2 ミニボラ桂台

暮らしの支援団体（高齢者）

★大好きなこの街にできる限り暮らせるよ
うにお手伝いしています。桂台の住民の
方、一緒に活動しませんか。

①介助支援
②話し相手
③掃除
③外出支援
④買い物
⑤ゴミだし等の生活支援

＊対象者は特に限定しません。

月曜～金曜
 ９時～17時

桂台地区中心
有/有償ボラン
ティアのため個

別相談。

ジャ
ンル その他の活動

ＮＯ 施設・団体名称
団体概情報・PR

※(   )内は主たる利用者
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・交通
費等

1 豊田男塾

豊田地区エリアを中心に各所から依頼
があればお手伝いをしています。（対
象問わず）

★障害児余暇支援・レコード喫茶（居
場所支援）・小学生への高齢者体験授
業等を実施し、7～8月は流しそうめん
の設置等しています。

①レクリエーション手伝い（例えば流しそうめん等）

＊対象者は特に限定しません。
特に決まっていない

豊田地域ケアプラ
ザ中心（栄区飯島
町1368-10）

有/レコード喫茶
のみ費用弁償

2 本郷Ｙ（わい）ランナーズ

本郷特別支援学校の生徒とＯＢのマラ
ソンンサークル（障害児者）

★グラウンドの周回練習をしていま
す。１㎞6～７分程度の速さですが、三
浦マラソン、よこすかシーサイドマラ
ソン等に参加しています。

①マラソン練習の伴走
②マラソン大会の伴走

＊対象者は特に限定をしませんが自閉症やダウン症などの知的障
害児者に理解のある方。

第1・第2土曜
 12時～14時

横浜市立本郷特別
支援学校グラウン
ド（栄区小菅ヶ谷
3-37-12）と各
大会会場

有/費用弁償（②
のマラソン大会

伴走のみ）

3
ぱそこんぼらんてぃあ
ｅ-プラザ

パソコン講座定期的開催（高齢者・障
害者）

★2015年にはＮＰＯ法人を取得し活動し
ていましたが、今は法人格を取得せず団体
として講座を開催しています。パソコン経
験者の方お待ちしています！

①パソコン講座の開催、講師、アシスタント

＊対象者はパソコンが出来る社会人。2名募集。

月曜・火曜・水曜
 9時30分～10時30分
 13時～15時

栄区桂町279-29
栄区福祉活動拠点
内

有/費用弁償とし
て1時間600円

4 いたち川右支川水辺愛護会
いたち川右支川の申請範囲（約1,800
ｍ）の清掃及び除草活動。

川の清掃及び除草活動
具体的には川のゴミ拾いです。

＊ボランティア対象者は特に限定しません。
　数名募集しています。

4月、5月、7月、9月、10
月、11月、1月、3月の第1
日曜日
 10時～12時

いたち川の土口橋
～区役所北合流点
（小いたち橋）

無

5 上郷グリーンクラブ
上郷地区センターを中心に、いたち川
（千歳橋～ほたる橋付近）の清掃及び
除草活動

川の清掃及び除草活動

＊ボランティア対象者は特に限定しません。
　10名募集しています。

毎週水曜日で
6月～9月は9：30～11：
30
10月～5月は13：30～
15：30

上郷地区センター
(栄区上郷町
1173-5）を中心
に、いたち川（千
歳橋～ほたる橋付
近）

無

ボランティア団体が行う地域の活動のボランティア募集



ジャ
ンル その他の活動

ＮＯ 施設・団体名称
団体概情報・PR

※(   )内は主たる利用者
ボランティア内容、ボランティア対象者、

募集人数（１日あたり）
活動日時 活動場所

費用弁償・交通
費等

6 傾聴の会　栄そよかぜ
傾聴に特化した活動をしている。
毎月の定例会で活動報告、事例検討を
し、スキルアップを図っている。

傾聴のみの活動で、介助等はしません。
定例会は毎月第1週の水曜日ぷらっと栄にて13時～15時で開催
しています。

＊ボランティア対象者は特に限定しません。
＊ボランティア募集は随時受け付けます。

施設の都合とボランティアの
都合を話あった上で活動日時
を決めます。
傾聴時間は原則1時間

栄区内高齢者施設
等 無

7 栄マジッククラブ

マジック実演団体
・町内会、老人会、介護施設、子供会
等訪問をしてマジック実演をしていま
す。

①マジックに興味のある会員を募集しています。
　
＊募集対象は特に限定しません。募集人数は4～5名です。

定例会は毎月第2、第4日曜日
です。
時間:9時～11時
場所は本郷地区センター又は
栄区社会福祉協議会

町内会、老人会、
介護施設、子供会
等で実演

ー

8 おもしろ科学たんけん工房

子供たちと楽しく科学工作します。
科学の不思議にふれましょう。色々工
夫をして独自の教材をつくりましょ
う。

①科学体験塾等を通じて子どもたちの学習指導します。

＊募集対象は特に限定しません。
＊募集人員は何名でも受け付けます。

毎週土曜日 13時～17時 柏陽高校 実費支給

ボランティア団体が行う地域の活動のボランティア募集


