2021（令和 3）年 6 月発行

名古屋市社会福祉協議会マスコットキャラクター
な～や

この冊子は、市内各区社会福祉協議会（社協）ボランティアセンターで把握している
福祉系のボランティア募集情報を区別（16 区と市域）にまとめたものです。ご興味の
ある活動がありましたら、各内容をご確認のうえ、各お問合せ先までご連絡ください。
なお、本冊子に掲載されている以外のボランティア募集情報については、活動したい
地域の区社協ボランティアセンターまでお問合せいただきますようお願いいたします。
● 名古屋市社会福祉協議会「なごや福祉ボランティア募集情報」
（本冊子最新号を掲載）
https://www.nagoya-shakyo.jp/mokuteki/m-volunteer/v-bosyu/
＜★掲載情報についての注意点★＞
新型コロナウイルスの影響等により、募集状況等は変更になる可能性があります。
募集が一時休止中（今後再開する予定あり）であると確認できた情報については「一時
休止中」の印を表示しています。最新情報については、各お問合せ先にご確認ください。
＜次号＞ 2021（令和 3）年 10 月発行予定

発行・編集：名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター
各 区 社 会 福 祉 協 議 会 ボランティアセンター
問合せ：名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター（電話：052-911-3180）

ボランティア活動とは…
「おたがいさま」という気持ちをもって、小さな実践を積み重ねていくこと。気持ちが
あれば、誰にでもできる活動。それが、ボランティア活動です。ボランティア活動には、
いくつかポイントがあります。
・だれが上で、だれが下という気持ちがない（対等で民主的）
・強制されてやるのではない（自発性・自主性）
・見返りや報酬を期待しない（無償性）
・自分と他者（仲間や社会）との関わりを大切にする（社会性・福祉性）
・無理なく続けること（継続性）
・前向きな気持ちを持つこと（開拓性・創造性・先駆性）
・柔らかな発想をすること（柔軟性）

ボランティア活動を始める前の知っておきたい心がまえ１０カ条
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自分にあった身の回りのことからてがけましょう
相手のニーズ（求めること）に合わせて活動しましょう
無理のない計画をたてましょう
約束は守りましょう
秘密は守りましょう
たえず学習し、自分を成長させましょう
宗教や政治活動とは区別しましょう
謙虚さも大切にしましょう
まわりの理解と協力を得ておきましょう
安全対策に十分配慮しましょう

自分に合ったボランティアの探し方ポイント
下記を参考に、無理なく楽しく参加できそうな活動を探しましょう！
１ 何をしたいか
・活動分野…高齢者、障がい者、子ども、地域、災害など
・活動内容…自分の興味のあることや好きなこと、できそうなこと
２ いつしたいか
・日 時…曜日、時間、時間帯
・頻 度…毎日、毎週、月に○回、毎月、都合のつくときだけ など
・継続性…単発（１回のみの参加）、継続
３ どこでしたいか
・場 所…通いやすさ（立地、アクセス、交通費や駐輪場・駐車場利用の有無）
・形 態…施設等の決まった場所での活動、団体に所属しての活動

ボランティア活動を始めることになったら
１ ボランティア活動保険に加入
安心して活動できるよう、活動開始前にボランティア活動保険に加入しましょう。
詳細は、社協ボランティアセンターまでお尋ねください。
２ 活動先の担当者（依頼者・ボランティア団体メンバー）とよくコミュニケーションを取る
活動にあたっての注意点などを確認するのはもちろん、活動が始まった後も、気づ
いたことや困ったことがあれば、随時確認や相談して、気持ちよく活動しましょう。
３ 原点を大切に
活動を続けていると、何のために活動しているのか忘れてしまいがちです。迷った
ときは、原点回帰。時々、ボランティアを始めたときのことをふり返ってみましょう。
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※問合せ先は、区によって①各区社会福祉協議会の場合と②直接団体・施設あての場合
の２種類あります。各ページ上部をご確認のうえ、お問合せをお願いします。
★新型コロナウイルスの影響等により、募集状況等は変更になる可能性があります。
募集が一時休止中（今後再開する予定あり）であると確認できた情報については「一時休
止中」の印を表示しています。最新情報については、各お問合せ先にご確認ください。

千種区★福祉ボランティア募集情報★
2021年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
児

障

ボランティアさん募集しています！

障がいのある未就学児童、支援学級の児童、養護学校の
児童のデイサービス、デイケアです。子どもたちと一緒
に活動してくださるボランティアを募集しています。
詳細は当センターまでお問い合わせください。
休業日：日曜日

視覚障がいのあるお子さんとその兄弟の託児を
するボランティアを募集しています。
※詳細は当団体までお問い合わせください。
活動日：月に１回（主に土曜日）
時 間：12：30～16：00
場 所：愛知県立名古屋盲学校
交通費：1,000円支給

ＮＰＯ法人 太助ネットワーク (担当:今井)
〒464-0003
千種区新西1-1-33
電話:052-725-8152
障

託児ボランティア募集！

視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”
お問い合わせメールアドレス
info＠viwa.jp （担当：奈良）

FAX:052-725-8153

高

ボランティア募集！！

知的障がいのある人たちの軽作業や余暇活動を一緒に
行っていただける方を募集しています。
一度見学をしてからの活動をお願いします。
お気軽に担当者までお問い合わせ下さい。
活動場所は団体事務所です。

調理ボランティア募集！！

デイサービスの昼食を作っていただく調理ボランティア
を募集しています。気軽に楽しくボランティアをして
みませんか？
場所：千種区在宅サービスセンター
日時：月～金曜日 9:30～13:30

ＮＰＯ法人 花＊花（担当：石橋（いしばし））

週1回以上活動できる方。月・木出来る方大歓迎！！

〒464-0075
千種区内山3丁目9-1 ザ・エステートパレス102号室
電話：080-5152-8702

問い合わせ：千種区社会福祉協議会（連絡先下記参照）

障

高

調理ボランティアはなみずき

ボランティアさん募集しています！

障がいのある方々が作業を行っている福祉施設です。
簡単な軽作業のお手伝いをお願いします。
難しい介助はありません。資格等も必要ありません。
月1日でも、1時間でも活動OKです。
福祉に興味のある方ぜひ一度ご見学ください。
（随時受付）

（社福）名古屋ライトハウス
〒464-0032
千種区猫洞通1-15
電話:052-781-2466

ボランティアさん募集！！

◎主な活動内容
・お話し相手
・体操
・何か披露して頂けるボランティアさんであれば
どなたでも。
◎活動は午後の時間でお願いします。募集は随時
しています。

緑風

あかりの家・グループホームあかり〈名古屋苑〉
〒464-0083
千種区北千種1-4-22
電話:052-722-9111

担当：栗田

高

福祉施設(高齢者)

障 福祉施設(障がい児･者)

児

福祉施設(児童)

他 福祉施設(その他)

高

ボラ団体(高齢者)

障

児

ボラ団体(児童)

他 ボラ団体(その他)

発 行
編 集

ボラ団体(障がい児･者)

社会福祉法人名古屋市千種区社会福祉協議会
〒464-0850 千種区西崎町2-4-1

電話:052-763-1531
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FAX:052-763-1547

千種区★福祉ボランティア募集情報★
2021年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★

障

障

点字・点訳ボランティア募集！！

調理ボランティア募集

～点字を一緒に勉強しませんか？～
精神障がいのある方が軽作業などを行う福祉施設（作業
所型地域活動支援センター）です。利用者と一緒に昼食
づくり（10名分ほど）を行っていただける方を募集して
います。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

◎主な活動内容
・広報なごや千種区版点訳
・依頼文章、書籍の点訳
・小中学校での点字学習指導

等

◎活動日:毎週月曜日10:00～12:00
◎活動場所:千種区社協・生涯学習センター(第3月のみ)

点訳ボランティア

◎募集日：月曜日または金曜日の午前中
（ご希望により午後も可）

てんとう虫

NPO法人

問い合わせ：千種区社会福祉協議会（連絡先下記参照）

アダージョちくさ

〒464-0094
千種区赤坂町7-56
電話：052-723-5533

工房さんりん舎

FAX：052-723-5533

高

福祉施設(高齢者) 障

福祉施設(障がい児･者)

児

福祉施設(児童)

他

福祉施設(その他)

高

ボラ団体(高齢者)

障

ボラ団体(障がい児･者)

児

ボラ団体(児童)

他

ボラ団体(その他)

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市千種区社会福祉協議会
〒464-0850 千種区西崎町2-4-1

電話 052-763-1531
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FAX 052-763-1547

東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
リハビリ型デイサービス
ヨクナルケアー(担当：南)

デイサービスラスベガス徳川
(担当:嶋田)

女性のボランティアさん随時募集しています！

レクリエーションボランティア募集中

≪内容≫

≪内容≫

利用者と一緒に運動や脳トレを行い、楽しんで

麻雀、トランプゲーム、パチンコ、スロット、

いただけるお手伝いをお願いします。

カラオケ、将棋、囲碁、パズル等の

平日

レクリエーション（脳トレーニング）に

土曜日

午前9時～正午

午後2時～午後4時半

午後2時～午後4時

参加して頂き、ご利用者様と一緒に楽しみ、
場を盛り上げるお手伝いをお願い致します。

★運動は、認知症予防を目標に行うものです
★室内用運動靴

持参

≪ボランティアさんへ一言≫

★交通費支給

「ご利用者様が夢中になって楽しんで集える

※駐車場なし

大人の社交場」のような介護施設を目指して
います。空いているお時間をお貸し下さい。

≪ボランティアさんへ一言≫
私どものデイサービスのモットーは、利用者に対し

〒461-0025

東区徳川2-5-5

ていつでも「笑顔で親切に接する」を心がけてい

ライフステージ徳川1階

ます。同じ考え方をお持ちのボランティアさんを

（月～金曜

ぜひお待ちしております。

電話：052-325-3919

9:30～16:45）

FAX：052-325-3199
≪E-mail≫lv-tokugawa@senior-life.jp
〒461-0001

東区白壁3-14-10

電話：052-325-3537
ＦＡＸ：052-325-3438
≪E-mail≫harikyu.karadaniyoi@poem.ocn.ne.jp
※休館日：日曜日のみ（祝日は営業）

発
行

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
山吹ワーキングセンター明倫
(担当:大野)

山吹ワーキングセンター
(担当:廣部)

空いている時間にボランティアしませんか？

ボランティアさん随時募集しています！

≪内容≫

≪内容≫

（配食ボランティア）

〈作業・レクリエーションボランティア〉

平日11：30～12：30まで

山吹ワーキングセンターにて知的障がいが

地域に暮らす高齢者、障がい者へのお弁当の

ある方が行う、作業や外出・レクリ

配達、安否確認。

エーションの補助

（作業ボランティア）

〈配食ボランティア〉

山吹ワーキングセンター明倫にて障がい者の

11：30～12：30頃。地域に暮らす高齢

方が行う作業の補助、外出時やレクリエー

者・障がい者へのお弁当の配達、安否確認。

ション時の補助など。

★動きやすい服装でお願いします。
★短時間でも構いません。

≪ボランティアさんへ一言≫

★レクリエーションを提供して

1日だけでも大丈夫お待ちしてます。

下さる方も求めます。

あなたの空いている時間を少しお貸しください。

★実費弁償なし
※駐車場なし

〒461-0032

東区出来町三丁目19番26号

≪ボランティアさんへ一言≫

電話：052-799-3991

笑顔いっぱいの利用者のみんなが皆様を

FAX：052-799-3996

お待ちしています！！

≪E-mail≫
saposen-yamabuki@jasmin.ocn.ne.jp

〒461-0001

東区白壁1丁目41番地

電話：052-961-5677
ＦＡＸ：052-961-5560
≪E-mail≫yamabuki@lily.ocn.ne.jp
※休館日：土・日・祝

発
行

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
社会福祉法人サン・ビジョン
(担当:横井)
子ども食堂のボランティア募集中
≪内容≫
子ども食堂のお手伝い
・子どもの学習支援
・食事の準備（調理

・子どもの見守り（話し相手、遊び相手）
・食事後の後片付け
★エプロン、マスク、三角巾(ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ等で代用可)持参

《募集日時》月に1～2回程度
15:00頃～19:00の間のご都合の良い時間

《活動場所》
ジョイフル砂田橋（東区砂田橋1-1-1）※駐車場なし

≪ボランティアさんへ一言≫
小学生から中学生の子どもを対象に、食事を通して
子ども同士や地域住民との交流ができる「居場所」
を提供し、必要に応じて相談支援や学習支援を
行うことにより、地域での孤立、閉じこもりや孤食
の防止を目的とし、子ども食堂を運営します。
「料理は得意！」という方、料理は得意じゃないけ
れど、「子どもが大好き！！」という方、「小学生の
勉強なら少しは教えられるかな」という方…等。
地域の皆さんと一緒に、地域の皆様のお力をお借りし
て、子ども食堂をを運営していきたいと考えています。
ぜひ、ご協力をお願いいたします。

〒460-0004

東区葵3-25-23

電話：052-856-3311

FAX：052-856-3355

≪E-mail≫community-service01@e-sunlife.or.jp

発
行

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
老人保健施設 康陽
(担当:高橋)

社会福祉法人幸寿会特別養護老人ホーム

東桜の里 (担当:片桐)

ボランティアさん随時募集しています！

ボランティアさん募集中

≪内容≫

≪内容≫

①利用者とのコミュニケーション

①傾聴

②音楽・コーラスを披露

③寸劇

④手芸・折り紙

②音楽・コーラスを披露

⑤紙芝居・人形劇

⑥マジックショー

③囲碁、将棋等の相手

その他何でも歓迎です！趣味や特技を活かして

④手芸やクラフト、陶芸等教えてくださる方

是非ご披露ください！ご相談くださいね！

⑤シーツ交換

★電話連絡の上、打合せ日を決定し、

★電話連絡の上、打合せ、受入期間を決定。

その際受入れ期間を決定いたします。

★上記内容に限らず、幅広く募集。

★上履きの持参をお願いします。

★駐車場あります！

（施設のスリッパも可）

★交通費等実費弁償あり。応相談。

★駐車場有（高さ155ｃｍまで）

（話し相手・折り紙・トランプ等）

等

≪ボランティアさんへ一言≫
≪ボランティアさんへ一言≫

入居者の方と楽しい時間を過ごしませんか？

誰でも出来ることから趣味や特技を活かせる

空いた時間で貴方の趣味や特技を

ことなど幅広くボランティアさんを募集しており

活かしてみませんか？

ます。ボランティア未経験の方でも大歓迎です。

皆さん楽しみに待っています！
お気軽にご相談くださいね！

〒461-0002 東区代官町3番2号
地下鉄東山線「新栄」より徒歩5分。
「栄」より徒歩10分。

電話：052-932-1686
FAX：052-932-1963
≪E-mail≫koyo-jimu@tokokai-koyo.jp

〒461-0005

※休館日：土曜日・日曜日

電話：052-939-3303

東区東桜2丁目22番2号

FAX：052-939-3305
≪E-mail≫dai-koujyukai@khc.biglobe.ne.jo

発
編

行
集

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
介護老人福祉施設
ジョイフル千種 (担当:川井)

ジョイフル砂田橋
(担当:本木)

ボランティアさん随時募集中！

ボランティアさん随時募集しています！

≪内容≫

≪内容≫

①配膳、下膳のお手伝い

①お話し相手

②お話し相手

③シーツ交換、掃除

③洗濯物たたみ

⑤レクリエーションのお手伝い

④裁縫（ボタンつけ等）、手芸

⑥特技披露

⑤将棋・マージャン相手

穏和で明るい方、元気な方、真面目な方

⑥シーツ交換、掃除

⑦誘導

他

②配膳、下膳のお手伝い
④洗濯物たたみ

是非ともご協力いただければ幸いです

★持参する物：室内履きの靴

★持参する物：エプロン

（ｽﾆｰｶｰ等、かかとのある靴）

※駐車場なし

★交通費等実費弁償は応相談

≪ボランティアさんへ一言≫

※駐車場なし

施設内にはデイサービスや老人ホームがあり、

≪ボランティアさんへ一言≫

ご自分にあったボランティアをご自分の時間に

上記内容に限らず、幅広く募集

あわせてできると思います。皆様のあたたかい

しています。１，２時間の空いている

お気持ち、お待ちしております。

時間帯でも結構です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

〒461-0045

〒461-0004

電話：052-723-3111

東区葵3-25-23

電話：052-856-8811

ＦＡＸ：052-856-3111

東区砂田橋1-1-1

ＦＡＸ：052-723-2720

≪E-mail≫

≪E-mail≫

jfchikusa_tokuyou-caremane07@e-sunlife.or.jp

sunadabashi@e-sunlife.or.jp

※休業日なし

・地域密着型特別養護老人ホームと小規模

（電話は9時～18時の時間で

多機能型居宅は休業日なし

お問い合わせください。）

・デイ(アクティブセンター)のみ日曜日休業

※駐車場なし
地下鉄名城線「砂田橋」駅
より徒歩1分

発
行

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
アサヒサンクリーン
デイサービス大幸東(担当:熊野)

社会福祉法人愛生福祉会
デイサービスセンター筒井(担当：石黒)
ボランティアさん随時募集しています！

ボランティアさん随時募集しています！

≪内容≫

≪内容≫

①傾聴

コーラス、踊り、楽器演奏、マジックショー、

②音楽

落語等、趣味や特技を活かしたもの、ご披露

③紙芝居・人形劇等

ください。

④囲碁・将棋・マージャン

★持参する物：上履き※スリッパなら有

★上履きの持参をお願いいたします。

★交通費支給（応相談）

★交通費等実費弁償は応相談

※駐車場あり

※駐車場あり
≪ボランティアさんへ一言≫

≪ボランティアさんへ一言≫

利用者様、スタッフ一同、首を長くしてお待ちして

多くの笑顔をお待ちしております。

います。時間は、13：30～15：30頃の間で相談

お気軽に足を運んでください。

させて下さい。一緒に楽しい時間を過ごさせて
頂けたら嬉しいです♬

〒461-0003

東区筒井一丁目2番1-1号

電話：052-938-0065

〒461-0045

東区砂田橋三丁目2番

ＦＡＸ：052-938-0070

電話：052-725-3126

≪E-mail≫tutui@aiseifukusikai.jp

FAX：052-725-3127

第101号棟116号室

≪E-mail≫daikou@asahi-sun-clean.co.jp
※休館日：日曜日 12/31～1/3

発
行

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
特別養護老人ホーム

あいおいちょうデイサービスセンター
(担当: 岡田・伊禮（いれい）)

なごやかハウス出来町(担当:蟹江)

イベントのお手伝いボランティアさん募集！

喫茶ボランティアを募集しています！

≪内容①≫イベント日程は未定

≪内容≫

似顔絵、手品、腹話術、落語、漫才、

施設内で実施している喫茶コーナーの

バンド、舞踊など

お手伝いをお願いします。

夏祭り、敬老会、クリスマス会等の

（コーヒー等の飲み物の提供、見守り等）

イベントで披露してくださる方を募集中。

実施日

毎月第1・3・5火曜日

時間

14：00～15：30

≪内容②≫随時募集
傾聴、片付け等スタッフ補助、
レクリエーション

≪ボランティアさんへ一言≫
施設内で生活されている方々が楽しみに
されている行事です。誰でもできる内容

≪ボランティアさんへ一言≫
宜しくお願い致します。

ですのでお気軽にご参加下さい。

明るく元気な利用者様がお待ちして
おります。

〒461-0032 東区出来町3-16-11
電話：052-711-8122

〒461-0012

東区相生町4番

FAX：052-711-8123

電話：052-936-0586

≪E-mail≫deki@nagoyaka.or.jp

ＦＡＸ：052-936-0597
≪E-mail≫s_kato8738@yahoo.co.jp
※日曜は休業日です。

発
行

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
グループホーム
とくがわの憩(担当:藤並)

他

名古屋ファミリーウインドフルール
(担当:木下)

ボランティアさん随時募集しています！

託児ボランティア募集中

≪内容≫

≪内容≫

平日

午前9：30～11：30

子供をもつお母さんが集まって結成したファ

午後1：30～4：30

ミリー吹奏楽団。お母さん、お父さんが合奏
をしている横で、子どもたちと遊び、危なく

ご利用者様を盛り上げ活気あふれる生活の

ないように見守ってくださる託児ボランティア

お手伝いをしてくださる方

さんを探しています。平日はお一人、休日はお

傾聴、レクリエーション等、一緒に楽しい

二人にお願いしています。

時間を過ごしていただける方、一度施設に

《活動日時》

お立ち寄り、またご連絡お待ちしております。

金・土・日のうち月4回。月1回でもOK ご都合つく日
のみ 9：30～12：30（会場によって多少前後します）

★実費弁償あり

※ボランティア開始日、期間についてはご希望に沿い

★車道駅から徒歩15分

ます

※駐車場あり

《場所》名古屋市中区 アートピア、名古屋市東区 芸創

≪ボランティアさんへ一言≫

センター、名古屋市千種区本山生協など ※駐車場なし

明るくあたたかい施設です。

★実費弁償 ご参加１回につき交通費として一律1,000円

ご利用者様の笑顔が1つでも多く見られる様

★持参する物

ご協力お願いいたします。

≪ボランティアさんへ一言≫

動きやすい服装、飲み物

子育て経験のある方、保育学科の学生さん、大歓迎

〒461-0033

東区大松町4番6号

です！赤ちゃんや幼児さんとの触れ合いを懐かしく感

電話：052-933-5438

じている方、音楽を聴きながら子どもたちと遊びませ

ＦＡＸ：052-933-5438

んか？フルールは練習しているお母さんと同室の託児

≪HPｱﾄﾞﾚｽ≫http://www.frontiernokaigo.jp

なので、団員みんなで子どもたちを見守る姿勢でいま

※休業日：土・日

す。体力的に心配な方もどうぞ安心してご応募くだ

さい。団員一同、お待ちしております。
〒461-0001 東区泉2-11-4

IZUMI-SO1階

電話：090-1755-3577
≪E-mail≫nagoya_fleur@yahoo.co.jp

発
編

行
集

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 東区泉２丁目28番5号

電話 052-932-8204 FAX 052-932-9311
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北区★福祉ボランティア募集情報★（高齢者関
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
生協わかばの里

介護老人保健施設

紫音の里

(志賀本通駅より徒歩3分)

(志賀本通駅より徒歩10分)

入所者やデイケアの利用者の話し相手、茶わん等の
片づけ、屋上の畑の世話など

手作業やレクリエーション活動のお手伝い
合唱、などの活動発表

募集日時：月～土 10:00～16:00の間で応相談
〒462-0831 北区城東町5丁目114番地
電話:052-914-4121(担当：玉越)
FAX:052-914-3017

募集日時：曜日、時間応相談。状況により要相談。
〒462-0861 北区辻本通1丁目27番地
電話:052-910-3611(担当：鈴木、杉田)
FAX:052-910-3612

ニチイケアセンター黒川

デイサービスセンター泉

(黒川駅より徒歩5分)

(志賀本通駅より徒歩10分)

話し相手、レクリエーション手伝い、入浴後の整容
書道、民謡、日本舞踊、歌、楽器演奏等の披露

施設でのレクリエーションボランティア
例：楽器演奏（全般）、将棋相手、
入浴後の整容、清掃、レクリエーション等
募集日時：曜日、時間応相談

募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0841 北区黒川本通2丁目36番
電話:052-910-1071(担当：楠)
FAX:052-910-1073

〒462-0802 北区上飯田北町4丁目75番地
電話:052-916-5706(担当：坂井)
FAX:052-916-5301

なかまの家大杉

デイサービスセンター東あじまさくら園
(名鉄小牧線味鋺駅より徒歩5分)

話し相手、麻雀の相手、電子オルガン奏者(歌の伴奏)

話し相手、レクリエーション参加等
清掃及び余暇活動への慰問等受け付けています。

募集日時：月・木・金・(第1、第3)土
午前10:00～11:30(サロン対応)
〒462-0837 北区大杉3丁目20番18号
電話:052-910-3501(担当：秦岡)
FAX:052-910-3502

募集日時：曜日・時間応相談
〒462-0013 北区東味鋺2丁目1505番
電話:052-903-8551(担当：宮下)
FAX:052-909-5101

はぎのデイサービスセンター

デイサービス

第２

楽

(城北小学校南バス停より徒歩1分)
披露ボランティア（楽器、歌、踊り、手品等）
クラフト作りの指導

話し相手、清掃、喫茶補助、屋上の庭園の世話、
レクリエーションボランティア（楽器・落語など）。
上記以外のものも募集しています。
是非一度ご相談ください。
募集日時：曜日、時間応相談 ＊駐車場あり（1台）

募集日時：月～金 午後希望

〒462-0026 北区萩野通1丁目26番地の1
電話:052-916-5758(担当：和田)
FAX:052-916-5512

発

〒462-0032 北区辻町1-32-1
電話:052-912-5185(担当：虫明)
FAX:052-912-5185

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435 FAX:052-915-2640
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2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
デイサービス

まちの縁側・楽

うぇるケアホームふたば

披露ボラ(楽器、歌、踊り、手品など)、手芸の指導

食事作りなどの家事全般、居室等の清掃作業等の環
境整備、レクリエーション（音楽・歌）などのボラ
ンティア

募集日時：曜日、時間応相談(月～金午後希望)

募集日時：曜日、時間応相談

〒462-0032 北区辻町1丁目32番地の1
電話:052-981-1312(担当：浜島)
FAX:052-981-1312

特別養護老人ホーム

〒462-0012 北区楠3丁目811番地の１
電話:052-902-3226(担当：近藤)
FAX:052-902-3228

愛生苑

あじまの家グループホーム・デイサービス

(新川中橋バス停より徒歩5分)

(味鋺小学校北バス停より徒歩1分)
入所者の話し相手、トランプ、ゲーム、散歩、外出
支援。デイサービスも同じです。

施設行事 盆踊り（7月） 文化祭（11月）等
お年寄りのケア
クラブ活動（書道、華道、陶芸）

募集日時：曜日、時間応相談
募集日時：曜日、時間応相談 ＊駐車場あり
〒462-0011 北区五反田町108-2
電話:052-901-7621(担当：小出)
FAX:052-901-7911

〒462-0015 北区中味鋺3丁目807番地
電話:052-909-4188(担当：松浦)
FAX:052-909-4187

名古屋北デイサービス

あいせいデイサービスセンター

(中切4丁目バス停より徒歩3分)
利用者様とのお話相手、軽作業のお手伝い（お茶出
し、物品の片付けなど）、演芸ボランティア（楽器
・手品など）

(上飯田駅より徒歩8分 辻本通バス停より徒歩3分)
傾聴ボランティア、習字や工作の指導、音楽系など

何でもお願いしたいです。
1日平均25名ほどの利用者がこられていますが、
8割の方が男性の利用者です。
募集日時：13:30～14:30 曜日は応相談

募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0021 北区成願寺1丁目1番10号
コーポ兼大1F
電話:052-919-0535(担当：内村)
FAX:052-919-2226

〒462-0861 北区辻本通2丁目38番地
電話:052-991-3548(担当：中野)
FAX:052-991-3600

デイサービスセンタールフト金城
(名城公園駅より徒歩7分)
囲碁・将棋・麻雀の相手、手芸の指導、楽器演奏、
歌など

募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0847 北区金城1丁目5番16号
電話:052-918-8766(担当：今井)
FAX:052-918-8767

発

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435 FAX:052-915-2640
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北区★福祉ボランティア募集情報★（高齢者関
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
ツクイ

名古屋楠

デイサービス和心(なごみ)かぞく
(上飯田西町バス停より徒歩5分)

・午後のレクリエーションの時間(14:15～15:00くらい
まで)に行っていただけるダンス、音楽、手品などの披
露
・午前中に利用者様の話し相手、囲碁・将棋のお相手

ご利用者様のお話相手、囲碁・将棋・麻雀等の
お相手手芸・工作・絵等の製作レクリエーションの
指導施設内のお手伝い等ご自身の都合で楽しんで
ご利用して下さい。
募集日時：曜日、時間応相談

募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0012 北区楠1丁目901
電話:052-909-7075(担当：森)
FAX:052-909-7077

〒462-0862 北区真畔町56
電話:052-914-6400(担当：加藤)
FAX:052-914-6400

NPO法人コリアンネットあいち
デイサービスセンターいこいのマダン

特定非営利活動法人かくれんぼ
～ハローステーション

生け花、フラワーアレンジメント、ヘアメイク
パッチワーク、書道、工作等
レクリエーションの企画お手伝いができる方
ボランティアの活動は、新型コロナウイルス感染拡大
状況に応じて、休止させていただく場合があります。
募集日時：曜日、時間応相談（日曜休み）
〒462-0825 北区大曽根4-6-60
電話:052-991-0091(担当：朴（パク)）
FAX:052-991-0092

特別養護老人ホーム

地域の方の集いの拠点です～

サロンのお手伝い・地域の方とのお話し相手
こども食堂のお手伝い（月1回、第３土曜日 8:30～/14:30～）
各種「趣味の講座」講師 ＊駐車場あり
募集日時：月～金、9：00～16：00 時間応相談
〒462-0056
北区中丸町3丁目22 林マンション1F
電話:070－6580－7076(担当：酒井)
FAX:052-934-7644

安井乃郷

住宅型有料老人ホーム

(上飯田駅より徒歩15分)

ふわふわ
(黒川駅より徒歩13分)

入所者の話し相手、家事作業、レクリエーションの

利用者様のお話相手、コーヒーを出してくださる方

補助、行事のお手伝い

(インスタントコーヒーを作り、配るだけ/10時,15時)
33名入所の小さな施設なので入りやすいです。
買い物ついででもお気軽にボランティアできます。
募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0042 北区水草町1丁目37番1号
電話:052-910-0015(担当：藤本(施設長))
FAX:052-910-0016

募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0023 北区安井1丁目10番10号
電話:052-981-4165(担当：清水)
FAX:052-981-4167
NPO法人ノッポの会
デイサービス花いちもんめ カリン

（平安通駅より徒歩9分、上飯田駅より徒歩5分）
利用者様のお話し相手、手芸・工作のお手伝い、囲碁
・将棋の相手、外出支援、レクリエーションのお手伝
い、施設内清掃
募集日時：月～金

時間応相談

〒462-0863
北区尾上町1番地2 尾上団地1号棟101～103
電話：052-325-6951（担当：岩崎）
FAX：052-325-6952

発
行

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435 FAX:052-915-2640
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北区★福祉ボランティア募集情報★（高齢者関
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
特別養護老人ホーム

レスペート落合

（有）あかね福祉サービス

掃除、利用者様のお話相手、レクリエーション行事補助
（編み物や生け花、書道の会の補助や見守りをして
いただける方）等、広く募集しています。

昼食準備のお手伝い、利用者様の見守り、
講座や外出企画の補助、講座講師（手芸等）
＊高齢者デイサービス

※新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、面会制限を
行っている期間の受入は中止しています。

募集日時：曜日、時間応相談（木日休み）
〒462-0841 北区黒川本通4-38
カーサビアンカ黒川205
電話:052-508-4184(担当：稲葉)
FAX:052-508-4186

＊駐車場あり
募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0017 北区落合町288番地
電話:052-855-3700(担当：塩田、小原)
FAX:052-855-3701

グループホーム

カルチャーclub あかね

まえむきdeデイサービス

くつろ樹

散歩の付き添い、お話の相手、手芸、音楽など幅広く
募集しております。一緒に楽しめればＯＫ！
＊駐車場あり

利用者様のエクササイズの介助、お話し相手
（半日タイプの運動機能改善特化型のデイ）

募集日時：曜日、時間応相談

募集日時：曜日、時間応相談（土日祝休み）
〒462-0014 北区楠味鋺3丁目403-1
電話:052-901-5959(担当：坂井)
FAX:052-901-5959

〒462-0011 北区五反田町198番地
電話:052-902-8080(担当：薗部)
FAX:052-902-8091

医療法人としわ会

エーデルワイス味鋺

北区複合型介護施設

デイサービスでのお茶出し、入浴後の髪を乾かす
お手伝い、絵手紙、手芸、歌、ダンス、民謡
ハーモニカ、ギター、手品、フラダンス等

午後のレクリエーションの時間に、音楽、舞踊、フラワ
ーアレンジメント、陶芸、絵画、フットマッサージ等
オンラインでのボランティア、イベント開催も
募集中です。
＊駐車場あり（1台）
募集日時：曜日、時間・費用応相談

募集日時：曜日、時間応相談（日曜休み）
〒462-0016 北区西味鋺1丁目901番地5
電話:052-325-4881(担当：茶園)
FAX:052-325-4675

〒462-0825 北区大曽根2丁目8番10号
電話:052-916-1040(担当：村越)
FAX:052-916-1043

NPO法人ノッポの会
デイサービス花いちもんめ すみれ
（福徳町バス停より徒歩3分）
・利用者様の話し相手、外出支援、レクリエーションの
お手伝い、見守り、デイルーム掃除
・製作の講師（折り紙・手芸など）
・楽器・歌・踊りなどの慰問
10人規模のアットホームなデイサービスです。
ぜひお越しください。活動内容等相談させて頂きます。
＊駐車場あり（1～２台）
募集日時：曜日、時間応相談（日曜休み）

#

〒462-0052 北区福徳町7丁目42番地
電話:052-918-8591(担当：二村)
FAX:052-918-8592

発
行

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435 FAX:052-915-2640
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北区★福祉ボランティア募集情報★（高齢者関
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
光
音

光音寺デイサービスセンター

通所介護

(平安通駅より徒歩１０分)

午前：入浴された方の髪を乾かしたり、お茶出し
プリント配布のお手伝い
午後：レクリエーションの時間（13時30分～14時
30分）に演劇（舞踊等）や楽器演奏（大正琴

音楽療法（楽器演奏含む）、民謡、寸劇等
ご高齢の方が楽しめるものなら何でも希望します。
お話し相手、麻雀が出来る方も求めています。
募集日時：曜日、時間応相談

等）をしていただける方
募集日時：曜日、時間応相談

くすのき苑八龍

〒462-0805 北区八龍町1丁目65番地
電話:052-991-2400(担当：田中)
FAX:052-991-2411

＊駐車場あり（1台）

〒462-0053 北区光音寺町2-10
電話:052-919-5600(担当：落合)
FAX:052-919-5611

発

＊駐車場あり（3台）

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435 FAX:052-915-2640
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北区★福祉ボランティア募集情報★（障害関係）
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
オリーブ

あじま作業所
(味鋺バス停より徒歩8分)

(庄内通駅、中丸町バス停、又穂東バス停近く)

話し相手、送迎、配膳、掃除、作業補助、レクリ
エーションのお手伝い
※個人情報にご留意願います

作業補助、掃除等

・どんな曜日時間でもやっていただきたい事があります

募集日時：月～金

8:30～16：00の間で応相談

〒462-0056 北区中丸町1丁目1番地
中丸団地3棟103号
電話:052-508-9035（法人事務所)
FAX:052-938-5898

募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0015 北区中味鋺2丁目1023
電話:052-902-5450(担当：今泉)
FAX:052-902-5464

どんぐりの家

めいほく鳩岡の家

(城見通りバス停より徒歩3分)
革小物や手芸品を手作り販売している精神障害のあ
る人の利用が中心の施設です。革小物、手芸品、行
事等のお手伝いをしていただける人を募集しており
ます。見学だけでも構いません。ご連絡お待ちして
おります。
募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0059 北区駒止町1丁目121
サン駒止ビル205号
電話:052-917-5580(担当：横山)
FAX:052-916-1305
名古屋市重症心身障害児者施設

(黒川駅より徒歩5分)
障害のある方への作業補助、生活援助、施設
行事、レクリエーション活動への補助等。
動きやすく汚れてもよい服装でお越しください。

募集日時：月～金

9:00～15:30の間で応相談

〒462-0025 北区鳩岡町1丁目1番地の5
電話:052-911-0055(担当：石田)
FAX:052-911-1155

ティンクルなごや

(西部医療センターバス停より徒歩1分)
・利用者の方の水分補給の準備
・歌や楽器演奏
・利用者の方とマンツーマンでの活動
（作品制作・音楽鑑賞）
募集日時：平日10時～16時の間で応相談。
新型コロナウイルス感染症予防のため、現在は
休止中ですが、今後活躍いただける方はご連絡
ください。
〒462-0057 北区平手町1丁目1-5
電話:052-916-0333(担当：西堀)
FAX:052-916-0338

社会福祉法人名北福祉会
【活動内容】
話し相手になっていただいたり、一緒に活動に参加
してお手伝いをお願いします。歌や楽器演奏など特
技を披露していただける方も大歓迎です。
【募集日時】
【募集人数】
【駐車場】
【実費弁償】

発

月～金 ９時～１６時の中で要相談
若干名
なし
あり（交通費）

わくわく安井の家

（安井町バス停、金田町５丁目バス停近く）
【ボランティアさんへ一言】
わくわく安井の家は障がいのある方たちが「働くこと」やさま
ざまな社会生活体験を通して楽しく生きがいのある生活を送る
ことを目的としています。クッキー・シフォンケーキ・せっけ
ん・くるみボタンヘアゴムを作ったり、買い物、散歩など外出
もしています。歌やよさこい踊り、スポーツなどにも取り組ん
でいます。安井の家の仲間たちは元気いっぱい！新しい出会い
を楽しみにしています。

〒462-0023 北区安井四丁目12-7
電話:052-934-7461(担当：石井)
FAX:052-934-7462

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435 FAX:052-915-2640
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北区★福祉ボランティア募集情報★（児童関係）
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
ふれあいこども食堂たばたん♪

NPO法人子育て支援のNPOまめっこ

（地下鉄黒川駅より徒歩3分）
【活動内容】 名古屋市地域子育て支援拠点
①遊モア柳原（名城公園駅徒歩８分）
②遊モア平安通（平安通駅徒歩5分）
③遊モアあじま（バス停味鋺小学校北すぐ）
０歳～３歳の子どもと保護者の広場です。次のような方を
求めています。
・オンラインイベント講師として、手遊び、楽器演奏、保護
者に役に立つ講座などをしていただける方。
・年８回程度公園に出向いて外で行う広場「あおぞら広場」
を開いています。公園に来た親子へ声掛けをして下さる方
・おもちゃの修理などをしてくださる方
・チラシ・室内掲示などの制作物のデザイン・作成をしてく
ださる方
＊メールを使える方が希望です。
【募集日時】お問い合わせください
【募集人数】随時
【実費弁償】あり
【ボランティアさんへ】 子どもが好きな方、ぜひどうぞ！
〒462-0845 北区柳原4-2-3
電話：052－915-5550（担当：中井）

上飯田児童館
（上飯田駅、市バス上飯田バスターミナルすぐ）
【活動内容】
・環境整備（おもちゃの消毒、掃除）
・子どもの見守りや遊び相手
・行事の準備やお手伝い
【募集日時】曜日、時間応相談
【募集人数】1日３～4人まで（最大）
【実費弁償】なし
【ボランティアさんへ】
子ども達と楽しく遊んでください。
〒462-0804 北区上飯田南町1－45－４
電話：052-916-7030（担当：難波）
FAX：052－916－7033

発
編

行
集

【活動内容】
話し相手、調理、配膳、レクリエーションの
お手伝い
【募集日時】毎月７日１３：３０～２０：００
（時間応相談）
【募集人数】３名程度
【駐車場】 有（２台）
【実費弁償】なし（食事は提供いたします。）
【ボランティアさんへ】
子供が好きな方ぜひどうぞ！
〒462-0843 北区田幡2-10-9
電話：052-911-2853（担当：柴垣）
FAX：052-911-2853
０.１.２才児の親子発達応援サロン

そーるきっず
（地下鉄名城線黒川駅徒歩５分）
【活動内容】
名古屋市社会福祉会館6階トレーニングルームで０.１.２才
児中心にお子様の発達相談や心配なことを話したり、ボー
ルや音楽遊びが体験できる広場です。一緒に子どもと遊ん
で頂けたり、会場のお手伝いをして頂ける方、子どもの発
達や育ちに関心のある方、保護者のお話を聞いて頂ける方
を募集します。
【募集日時】毎月土曜日か日曜日 午前か午後
【募集人数】２～３名
【駐車場】なし
【実費弁償】なし
【ボランティアさんへ】
ボランティアスタッフで構成しています。
広い場所で体を動かしたりして遊んでいます。
子どもたちと同じ目線で思いっきり遊んで
くださる方ぜひどうぞ！
〒462-0844 北区清水4丁目17-1
活動を希望される方は、北区社会福祉協議会まで。
電話：052-915-7435
FAX：052-915-2640（担当：岩島）

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435
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FAX:052-915-2640

北区★福祉ボランティア募集情報★（児童関係）
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
NPO法人子育て支援のNPOまめっこ
～北区こどもまつり～
【日時】９月２３日（木・祝） 時間未定
【場所】名城公園
【アクセス】名城公園徒歩1分 駐車場はなし、ただし遊モア
柳原（会場まで徒歩10分程度）にはあり→（2台まで可）
【活動内容】北区こどもまつりにブースを出す予定です。初
回の打ち合わせが6月なのと、初参加なので、どのような形で
の参加になるか分からず・・・ですが、当日のお手伝いをし
てくださる方を募集します。
コロナで開催自体もどうなるか分からないので、応募してく
ださった方には開催決定のご連絡もさせていただきます。
【実費弁償】なし
【募集人数】詳細決まり次第のため、未定
【備考】連絡はメールと携帯で取りたいと思います
【ボランティアさんへ一言】北区ほいくまつりに参加したこ
とがあるよ！という方がいたら心強いです。なにせ初参加な
ので、私たちと一緒に何ができるか考えてくれる方だと嬉し
いです。
〒462－0059 北区駒止町１-１２１

どんぐりの家
～とっておきの音楽祭～
【日時】 7月31日（土）、8月1日（日）
8時～21時で可能な時間
【場所】 オアシス２１
【アクセス】駐車場なし
【活動内容】出演アーティストの方のサポート
物販・フードコートのサポート
お客さまの誘導・サポート、会場内の清掃など
【実費弁償】なし
【募集人数】5名

【問い合わせ】北区社会福祉協議会（連絡先下記参照）

発
編

行
集

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435
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FAX:052-915-2640

北区★福祉ボランティア募集情報★（メンバー募集）
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、各団体または北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
他

ボランティアグループ「チルドレン」

アンサンブル・ジュール

・ピアノ、ヴァイオリン、コントラバスの弾ける方
高齢者施設、保育園等を訪問して演奏活動することを目指
しています。

～「出会い、触れ合いを大切に」をモットーに！～
おもちゃ図書館「キディバスケット」に来館される子どもさ
んと一緒におもちゃで楽しく遊んで頂けるボランティアさん
を募集しています。（他に、児童室内でおもちゃの準備や貸
出し、片付け等の活動もして頂きます。）
子どもさんの好きな方、お待ちしています！

活動を希望される方は、
アンサンブル・ジュール伊藤さんまでご連絡をお願いしま
す。公での活動は自粛中ですが、練習は行っています。ご連
絡はAM9:00～PM5:00。
電話：090－3568－0201 FAX：052－841－3305

活動場所：楠地区会館（北区楠味鋺三丁目612）
【市バス「味鋺小学校北」より徒歩5分】
活動日時：毎月第2土曜日10：00～15：00

～世界の名音楽を私たちと一緒に演奏してみませんか～

他

北マルヨの会

北マジックサークル

～不思議な世界や魔法の世界を覚えてみませんか～

～聴覚障がいの方のために活動しませんか～

高齢者の施設などで、ボランティアとしてマジックを披露し
ています。学びながら活動することができるため、初めての
方も大歓迎です。経験者の方も活動の場を広げてみませんか
？

【活動内容】
・聴覚障がい・中途失聴難聴者に"書いて伝える”コミュニケ
ーション支援をOHC・OHP・ノートテイクで行います。
北生涯学習センターの公開講座、社協、障がい者団体等の行
事に参加し要約筆記をします。

活動場所：北生涯学習センター
（北区黒川本通２丁目１６−３）
【地下鉄「黒川」駅よりすぐ】
活動日時：毎月第２・第３金曜日
13：30～15：30
＊マジックを学びたい方は会費あり

【活動場所】
北生涯学習センター・北区在宅サービスセンター・ボランテ
ィアルーム（北区役所１F）等。
【活動日時】
毎月第２・４（水）13：30～15：30
※依頼により随時要約筆記をします。

活動を希望される方は、北区社会福祉協議会まで。
電話：052－915－7435（担当：岩島）

発

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F 電話:052-915-7435 FAX:052-915-2640
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西区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、西区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
デイサービス LAS VEGAS
麻雀ボランティアさん募集！
デイサービスに通う利用者さんと麻雀をしてく
ださる方を募集します。全自動卓が3台あり、点
数を計算できなくてもOKです。コーヒーやお
茶、ドリンクバーを飲み、楽しく談笑しながら
打つ麻雀です。利用者さんと楽しい時間を過ご
しませんか？
〒451-0052 西区栄生1丁目32-25
マルベリー上更１F
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

あおぞらデイサービスセンター
ボランティアを募集します
月～土曜日の間で、傾聴ボランティア・整容ボラン
ティア・手作業や作品作成ボランティア・楽器や手
品を見せてくださるボランティアを募集します。
のんびりした利用者さんが多いです。
いやしの時間を共に過ごしてください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により
変更となる場合がございます。

〒451-0041 西区幅下2丁目20番6号サン明道町
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

西区くらしのセンター
デイサービス城西

デイ＆リハ

笑顔ライフ

厨房ボランティアさん・デイサービス終了後の
お掃除ボランティアさん募集！
11時～12時まで調理以外の食事の用意のお手伝
いをする厨房ボランティア、高齢者のデイサー
ビスセンターにて利用者さんが帰られたあと16
時～17時までの間でお掃除をお手伝いしてくだ
さるボランティアを募集しております。

デイサービスでの
話し相手・見守りボランティアさん募集
足岩盤浴やカラオケで癒されながら、マシンも
使ってリハビリもできるサロン的なデイサービス
です。話し相手になっていただいたり、カラオケ
で一緒に楽しい時間を過ごしていただける方を募
集しています。スタッフのお手伝いというより、
利用者様の見守りや話し相手になっていただきた
いので、安心していただきたいと思います。

〒451-0031 西区城西3-15-32

〒451-0015 西区香呑町4丁目84

お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082
生活介護事業所
名古屋厚生会館ワークス

北部地域療育センター
療育ボランティアを募集します
療育ボランティアとして、通園または療育グ
ループでボランティアを募集しております。か
わいい子どもさんたちと遊んだり、いろいろと
お手伝いしていただける方、大歓迎です。お気
軽にお問い合わせください。短時間・短期間で
も構いません。
水曜日以外の平日
午前：10:00～12:00 午後：14:30～16:00
水曜日の午前は兄弟さんの託児ボランティア募
集しています。

ボランティアさんを募集しています！
月～金曜日、土、祝日の施設開放日の9～15時30
分の間で、知的障がい者の方を支援する施設にて
ミシン縫いができるボランティアさんを募集しま
す。家庭用のミシンで簡単に縫えますので、お気
軽にお問い合わせください。また、手品・楽器演
奏・歌や踊り・大道芸など、レクリエーションを
していただける方、大歓迎です。
気軽な気持ちでおいでください。
フレンドリーな仲間が大歓迎いたします。

〒451-0083 西区新福寺町2丁目6番地の5
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

〒451-0051 西区則武新町一丁目23番12号
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

〒451-8508 西区花の木2丁目18-1西区役所5階 電話 052-532-9076 FAX 052-532-9082
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西区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、西区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
エゼル福祉会
コンビニハウス
空いている時間で、無理なくボランティア活動
を始めてみませんか？
地域生活をしている障がいのある方の支援を
行っている施設で、都合の良い時間で活動して
くださる方を募集しています。送迎の運転ボラ
ンティア、生活支援、外出支援、文化芸術活動
のお手伝いなど。見学も随時受け付けていま
す。障がいのある方が笑顔になれるお手伝いを
お願いします。
〒452-0822 西区中小田井2丁目431
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

サンホープ名古屋
生活介護施設で、素敵な時間をご一緒しません
か？
月～金・第4土曜日の9時～16時くらいまでの間で
利用者さんとともに作業をしたり、レクリエー
ションをして下さる方を募集しております。中小
田井駅すぐそばの立地で日々を楽しく過ごした
り、やりがいのある仕事を提供させていただくお
手伝いをさせてもらっています。皆様からのご連
絡を利用者・職員一同お待ちしております♪
〒452-0822 西区中小田井5丁目35番地
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

愛知県
青い鳥医療福祉センター

特別養護老人ホーム
オーネスト名西

10～70代まで多くのボランティアさんが活動
中！お気軽にお問い合わせください。
当センターは、医療型障害児入所施設（2歳～18
歳対象）と療養介護事業所（18歳以上対象）を
運営しています。利用者さんの話し相手、子ど
もたちの遊び相手や学習指導、車いすの掃除、
縫い物、趣味や特技を生かした活動（歌やダン
スの披露、ピアノ・楽器の演奏）等のボラン
ティアさんを募集しております。また、夏祭り
や季節の行事・センターのイベントのお手伝い
をしていただける方も募集しております。

ご興味のある方、見学からでも構いませんので、
是非お越しください！
踊りや歌、マジックなど様々な一芸を披露をして
いただける方。また高齢者様へご自身の特技を活
かして手芸、習字、絵画、陶芸、囲碁、将棋など
クラブ活動を定期的にしていただける方。高齢者
様へのお話し相手になって頂ける方。家事（掃
除、洗濯）など一緒に高齢者様とお話をしながら
していただける傾聴ボランティア様など募集して
います。

〒452-0822 西区中小田井5丁目89番地

〒451-0064 西区名西二丁目38番52号

お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

有料老人ホーム
ハイリタイヤー名城

小規模多機能型居宅介護施設
たのしい家栄生

入居者の方と一緒に過ごすボランティアさん募
集！
入居されている利用者さんと一緒に折り紙や手
芸をしたり、脳トレなどを行いながら一緒に楽
しい時間を過ごしてみませんか？おしゃべりが
大好きな方、手芸やものづくりが大好きな方は
是非ご連絡ください。

利用者の方が楽しく過ごして頂ける時を提供して
くださるボランティアさんをお待ちしております
14～15時の時間で利用者の方が楽しく歌を歌った
り身体を動かしたり、手品を見たりと笑顔になれ
る時間を提供してくださるご披露ボランティアさ
んを募集しています。また利用者様に喜怒哀楽を
持ち続けてほしいと思っていただける方、大歓迎
です。
〒451-0064 西区名西一丁目17番22号
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

〒451-0043 西区新道2-1-21
お問合せ先：西区社会福祉協議会
TEL:052-532-9076 FAX:052-532-9082

発 行

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

〒451-8508 西区花の木2丁目18-1西区役所5階 電話 052-532-9076 FAX 052-532-9082
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中村区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、中村区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
小規模多機能ホーム
よろず家本陣

デイサービスまほろば稲西
デイサービス利用者様たちの前で披露していただ
ける方。
音楽、民謡、大道芸、大正琴など、高齢の方に
楽しんで頂ける演芸の披露。

習字・レクリエーション指導、話し相手

募集日時：日曜日以外の午後

募集日時：曜日、時間応相談

〒453-0849 中村区稲西町90番地
電話:052-414-7335 FAX:052-414-7336

〒453-0044 中村区鳥居通3丁目43番地

中村区デイサービスセンター

デイサービスセンター向島

楽器や踊りなどの披露、手芸・工作等手作業の
レクリエーション指導、話し相手

話し相手、ゲームの相手、レクリエーションの
補助、外出付き添い、午前中のお茶出し、入浴後
のドライヤーかけ

募集日時：月～金

募集日時：月～土 10:30～17:00
で応相談

9:00～16:00の間で応相談

〒453-0024 中村区名楽町4丁目7番18号

〒453-0838 中村区向島町5丁目28番8号

ラ・エール

生活介護事業

日中活動のお手伝い、移動(余暇)の付き添い

つばさ

作業の補助、行事への参加、余暇活動支援
募集日時：
月～金

9:00～16:00
※木のみ9:00～15:00
土（※活動していない週もあります）
9：30～16：00

募集日時：9:00～16:00の間で曜日も応相談

〒453-0069 中村区橋下町2丁目38番地

〒453-0813 中村区二ツ橋町4丁目37番地

やまびこ福祉会

ひょうたんカフェ

作業所での食事作り、製品作り補助、
生活上での介助手伝い
募集日時：曜日、時間応相談

製品作りの補助など

〒453-0866 中村区横井1丁目203番地

〒453-0056 中村区砂田町2丁目15番地

発 行
編 集

募集日時：曜日、時間応相談

社会福祉法人名古屋市中村区社会福祉協議会

〒453-0024 中村区名楽町4-7-18

電話:052-486-2131 FAX:052-483-3410
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中村区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、中村区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
清新館

べにしだの家

知的障がいのある方が行う内職作業（箸の袋つめ
など）の見守りやレクリエーション（創作活動、
運動、カラオケなど）のお手伝いや館内整備（庭
の草むしりなど）。のんびりゆっくり、得意なこ
とをお願いします。
募集日時：平日10:00～15:45の間で2～3時間
程度 ご都合のよい時間

日中生活支援、生活支援、余暇支援、イベント
補助

〒450-0003 中村区名駅南3丁目4番16号

〒453-0843 中村区鴨付町2丁目46番地

募集日時：曜日、時間応相談

東京大志学園名古屋校

特別養護老人ホーム永生苑

学習指導・コミュニケーションサポート・家庭
訪問など
・交通費支給あり
・大学生・大学院生に限る
・週に1回以上活動できる方
募集日時：曜日、時間応相談

入所者の話し相手、喫茶店の出前(居室まで)
抹茶たて

〒450-0002 中村区名駅3丁目12番12号
竹生ビル2階

〒450-0002 中村区名駅2丁目39番11号

募集日時：10:00～16:00の間で曜日も応相談

介護老人保健施設第一若宮

特別養護老人ホーム永生苑

話し相手、レクリエーションの補助

歌・体操・レクリエーション・ゲーム・折り
紙・口腔体操等に一緒に参加

募集日時：月～土

・毎週～月1回も可

13:00～14:00

・利用者さんは10～15名程度です
募集日時：火・水・金 9:00～10:30
〒450-0002 中村区名駅2丁目39番11号

〒453-0028 中村区寿町30

ほのかの森
賑やかな利用者様たちの前で披露していただ
ける方募集(演歌、マジック、大道芸、パン・
菓子職人、話し相手)
募集日時：月・金・日

14:00～15:00

〒453-0014 中村区則武1丁目24番21号

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市中村区社会福祉協議会

〒453-0024 中村区名楽町4-7-18

電話:052-486-2131 FAX:052-483-3410
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中区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和３）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設または中区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
おぐら

障

高

むつみグリーンハウス (担当:小倉)

デイサービスセンター

やざま

なか（担当：矢間）

生きがい・笑顔・楽しみづくりをご一緒に！

デイサービスでのボランティア大募集！

地域に密着した笑顔あふれる施設を目指しています。
障がいのある仲間とともに、レクリエーションや作業な
どを楽しんで行ってくださる方を募集しています。
★募集曜日：平日・土曜日（各午前・午後）
（東別院駅3番出口徒歩10分・金山駅北口徒歩15分）

午前はお客様へのお茶出しやお話相手、オセロゲームな
どの相手、午後はレクリエーションや体操のお手伝い、
特技の発表も大歓迎です。
★募集曜日：平日・土曜日・祝日（各午前・午後）
（上前津駅3番出口徒歩5分）
〒460-0013
中区上前津二丁目12-23
電話:052-331-9960 FAX:052-331-9953
HP:http://www.nakaku-shakyo.jp/
Eメール:day-naka@mediacat.ne.jp

〒460-0025
中区古渡町9-18
電話:052-322-5049 FAX:052-322-7562
HP:http://www.mutsumi-f.jp/
Eメール:m-greenhouse@mutsumi-f.jp

高

しばがき

高

デイサービスセンターへいわ（担当：柴垣）

みやざき

新栄デイケアセンター（担当：宮﨑）

見守り・行事・お弁当配達ボランティア募集！

歌や楽器演奏等のボランティア大募集！

ご利用者の見守りやお話相手、外出の手伝い、特技披露
のボランティアさん。また、デイ併設配食サービス（昼
食配達）、有償ボランティアさんも別途募集！
★募集曜日：平日・土曜日・祝日（各午前・午後）
（東別院駅2番出口徒歩4分）

歌や楽器、踊り等の特技をぜひ披露してください！
皆様と楽しい時間を過ごしましょう。お気軽にご連絡く
ださい。お待ちしています。
★募集曜日：平日・土曜日（各午後）
（千種駅5番出口徒歩5分）

〒460-0021
中区平和二丁目2-36
電話:052-331-6660 FAX:052-322-7244
HP:http://heiwafukushikai.web.fc2.com/
Eメール:fu-heiwa@neo.famille.ne.jp

〒460-0007
中区新栄三丁目7-12
電話:052-263-3502 FAX:052-263-3504

かねこ

高 サンサンリゾート新栄（担当：金子）

ボランティアに興味のある方大募集！
お元気な利用者様が多く、皆様と一緒に楽しめるデイ
サービスです。お掃除、食事配膳、モーニング、調理
教室の準備や片付けのお手伝いをしてくださる方を
募集しています。お気軽にご連絡ください。
★募集曜日：平日・土曜日（各午前・午後）
（新栄町駅2番出口徒歩5分）
※緊急事態宣言・まん延防止等重点措置実施期間中は
活動中止とします。
〒460-0007
中区新栄二丁目4-3
電話:052-269-3611 FAX:052-269-3613

高

福祉施設(高齢者)

障

高

ボラ団体(高齢者)

障 ボラ団体(障がい児･者)

発 行
編 集

福祉施設(障がい児･者)

児

福祉施設(児童)

児

ボラ団体(児童 ) 他

他

福祉施設(その他)
ボラ団体(その他)

社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会
〒460-0013 中区上前津二丁目12-23

電話:052-331-9951
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FAX:052-331-9953

昭和区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
クリエイト川名

ボランティアグループ つなぐ子ども未来

目がご不自由な方の趣味活動のお手伝い。手芸活動やレ
クリエーションのお手伝い、外出時の補助などをお願い
します。
編み物、ビーズ細工などの趣味をお持ちの方、大歓迎で
す！また、運動・体操、カラオケ、外出活動などのお手
伝いをお願いします。

子ども食堂の開催を中心にした活動。①運営：子ども
食堂の企画に伴うもの ②準備：食材を取りに行く買
い出しなど ③当日：会場設営、子どもが食事を作る
お手伝い、片づけ、会場全体の安全見守りなど
一緒に子どもや地域の居場所作りのお手伝いをしてみ
ませんか？
募集日時：月に1～2回
電話 090-3953-2561(担当：安藤)
ブログ「つなぐ子ども食堂ママ友奮闘記」
https://ameblo.jp/tunagu-kodomo-mirai

募集日時：平日9～16時の間でご都合の良い時間
（ご希望のお日にち・お時間で調整いたします）
〒466-0855 昭和区川名本町1-20 名古屋ライトハウス

電話 052-761-7671(担当：黒田)
FAX 052-761-2548

昭和区おもちゃライブラリー

ポッポ

昭和区デイサービスセンター

子ども向けにおもちゃで自由に遊べる場の提供、おも
ちゃの貸し出しを行っています。
1日約40組の親子が利用しています。子どもが好きな方、
ぜひ一緒に活動しましょう。

整髪・整容、機能訓練、お茶出し、マッサージ、レク
参加、手芸、体操、演奏・伴奏など
元気なお客様の多いデイサービスです。一緒に楽しん
でくださる方、募集中です。

募集日時：毎月第３土 10：00～15：00
活動場所：昭和区在宅サービスセンター2階
お問い合わせは最下段昭和区社会福祉協議会まで
(担当：柴田)

募集日時：曜日、時間応相談
〒466-0051 昭和区御器所3丁目18番1号
電話 052-829-1532(担当：岩田)
FAX 052-883-2231

ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや

昭和区社会福祉協議会

入院している子どもとその付き添い家族が利用できる滞
在施設です。それぞれの時間帯で様々な活動（ハウス
キーピング・ベッドメイク・チエックイン・チェックア
ウト業務・事務作業・夜間見回り等々）があります。
9時―12時、12時―15時、15時―18時、18時―20時、20
時―翌9時のシフト制で概ね月2回の活動を希望していま
す。
関心のある方はまずは説明会に参加して下さい。お問い
合わせは下記までお願いします。
年齢は15歳以上で上限なしです。(夜間のみ70歳未満)
高校生から82歳の方まで男女合わせて135名が登録されて
います。病気の家族の為に一緒にお手伝いして頂けませ
んか？
募集日時：365日無休、随時受入
〒466-0065 名古屋市昭和区鶴舞町65番地
名大病院構内
電話：052-744-0203
FAX：052-741-7707
Email：dmh.nagoya@tea.ocn.ne.jp

発 行
編 集

視覚障害者の外出支援のボランティアさんを募集して
います。日常的な（買物や通院）外出、バス旅行等の
イベント等でボランティアの依頼が入ったときにご協
力いただけると助かります。
募集日時：随時（依頼に併せてご相談します）
お問い合わせは最下段昭和区社会福祉協議会まで
(担当：柴田)

医療法人としわ会 老人保健施設タキガワアリア
介護施設の喫茶コーナーのお茶出し、ご利用者のお話
し相手。喫茶コーナー開場10:00～16:00の間で何時
間でも大丈夫です。（例：週1回、11:00～15:00な
ど）
「１カ月限定」「１日１時間だけ」「週に１回だけ」
など、ボランティアさんのご都合を第１に調整いたし
ます。
募集日時：随時
〒466-0827 昭和区川名山町6-4
電話：052-836-1040 FAX：052-836-1041
E-mail：aria@toshiwa-kai.or.jp

社会福祉法人名古屋市昭和区社会福祉協議会
〒466-0051 昭和区御器所3-18-1

電話 052-884-5511 FAX 052-883-2231
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昭和区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
デイサービスセンター鶴舞
イベント外出の付き添い（初詣、公園散策、喫茶店、外
出など）
ボランティアの経験がない方も、お一人の方も歓迎いた
します。
募集日時：イベント開催時
〒466-0051 昭和区鶴舞4-2-9
電話 052-732-7872(担当：廣田)
FAX 052-732-7873

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市昭和区社会福祉協議会
〒466-0051 昭和区御器所3-18-1

電話 052-884-5511 FAX 052-883-2231
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瑞穂区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望するボランティア活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
高

披露ボランティアさん募集しています！

音楽や歌、習字や絵、俳句などの披露を行っていただけ
るボランティアさんを随時募集しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

高

運営・レク・披露・傾聴ボランティア募集中

お茶出し、30分～45分程度、利用者の方向けの手品やハーモ
ニカ、日本舞踊、フラダンス等を披露していただける方、利
用者のお話相手、工作レクをお手伝いいただける方募集して
います。詳細は下記担当までお問い合わせください。

瑞穂区デイサービスセンター (担当:石川)

堀田デイサービスセンター (担当:川瀬)

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地
電話 052-841-4170
FAX 052-841-4080

〒467-0862 瑞穂区堀田通五丁目6番地1
電話 052-889-7271
FAX 052-889-7270
horita@wonder.ocn.ne.jp
高

高 ボランティア講師、運営ボランティア募集
区内8か所のコミュニティセンターなどで介護予防
や認知症予防につながるプログラムを半年間週1回
ずつ実施しています。軽運動や演奏などを行って
いただけるボランティア講師を募集しております。

おでかけ応援ボランティアの募集

高齢や障がいなどでお一人で外出することができない、また
は不安がある方の外出を支援するボランティア活動（車両の
運転や外出の見守り・付添い、余暇活動支援）です。
興味のある方は下記までお問い合わせください。

運営のお手伝いしていただけるボランティアも募集中です。

瑞穂区社会福祉協議会 (担当:木村)

瑞穂区社会福祉協議会 (担当:白井)

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地
電話 052-841-4063
FAX 052-841-4080

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地
電話 052-841-4063
FAX 052-841-4080

サロンボランティア募集

障

障がいのある方や、そのご家族が集えるサロンの運営
のお手伝いです。運営のみではなく、参加者とも交流
することができます！
興味のある方は下記までお問い合わせください。

高 障 他

サロン運営のボランティア募集

瑞穂区内の地域のみなさんが集うサロン（瑞穂ほっこりサロ
ン）の運営をお手伝いしていただけませんか？毎週水曜日の
10時～12時、会場は瑞穂区在宅サービスセンター2階調理実
習室です。内容はお茶出しやお話し相手等。第４水曜日は軽
食作りのお手伝いも。参加者のみなさんと一緒に楽しめる方
探しています！

瑞穂区障害者基幹相談支援センター(担当:高田)

瑞穂区社会福祉協議会 (担当:福岡)

〒467-0035 瑞穂区弥富町月見ヶ丘５
NTT西日本八事ビル１階
電話 052-835-3848 FAX 052-835-3743

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地
電話 052-841-4063
FAX 052-841-4080

★なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、活動内容の変更や、募集中止となる場合がありますので、
ご了承ください。

高

福祉施設(高齢者)

障

高

ボラ団体(高齢者)

障 ボラ団体(障がい児･者)

発 行
編 集

福祉施設(障がい児･者)

児 福祉施設(児童)

他

福祉施設(その他)

ボラ団体(児童)

他

ボラ団体(その他)

児

社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地 電話 052-841-4063 FAX 052-841-4080
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瑞穂区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望するボランティア活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
高
音楽ボランティア募集
高齢者向けの楽曲をピアノやギター等で演奏していた
だけるボランティアを募集しています。電子ピアノ、
歌集あります。詳細は下記担当までお問い合わせくだ
さい。

高

演芸技芸披露ボランティア募集

マジック、ダンス、踊り等を披露していただける演
芸技芸披露ボランティアを募集しています。詳細は
下記担当までお問い合わせください。

デイサロンりふれ (担当:永山)

瑞穂ケアセンターあお空(担当:有我（ウガ）)

〒467-0806 瑞穂区弥富通3丁目45番地
電話 052-833-2889
FAX 052-861-6048
E-mail：info@suketto-family.jp

〒467-0868 瑞穂区大喜新町4-36
電話 052-882-0008
FAX 052-882-0036
E-mail：mizuhokea@keiai-aozora.jp

高 運営・外出・演芸技芸披露・傾聴ボランティア募集
清掃、洗濯のお手伝い、外出のお手伝い、演芸技芸披露
お話相手のボランティアの募集をしています。
お問い合わせは下記までお願いします。

高

傾聴と趣味活動支援のボランティア募集

お話相手のボランティア、趣味活動（絵手紙、ビー
ズ細工、水彩画、ボールペン字、英会話、編み物、
和裁等）の支援ボランティアを募集しています。
ひなたデイケアセンター (担当:後藤)

なごやかハウス岳見 (担当:今井)

〒467-0043 瑞穂区岳見町3-4-1
電話 052-837-4917
FAX 052-837-4918
E-mail：takemi@nagoyaka.or.jp

〒467-0047 瑞穂区日向町2-9-1
電話 052-835-2776
FAX 052-834-2778

高

高 運営・演芸披露・傾聴・レク手伝い・送迎ボラ募集
ドライヤー等の整容サポート、音楽やお笑い系の演芸
披露、お話相手、囲碁・麻雀のお相手、作品作りサ
ポート、送迎のお手伝い等のボランティアを募集して
います。

外の作業のボランティア募集

２階テラスの片づけ、掃除、花の植え替えをしてく
ださるボランティアを募集します。月曜日から金曜
日の10時30分～12時の間であればいつでも大丈夫で
す。

オアシスセンター(担当:三浦)

シルバーしあわせの里 (担当:藤本)

〒467-0864 瑞穂区豆田町3-11-2
電話 052-884-8510 FAX 052-889-6911
E-mail：miura.j@oasis-nagoya.com

〒467-0046 瑞穂区玉水町2-50 2階
電話 052-838-7181
FAX 052-838-7182
E-mail：siawase@f5.dion.ne.jp

★なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、活動内容の変更や、募集中止となる場合がありますので、
ご了承ください。

高 福祉施設(高齢者)

障

福祉施設(障がい児･者)

児

福祉施設(児童)

他

福祉施設(その他)

ボラ団体(高齢者)

障

ボラ団体(障がい児･者)

児

ボラ団体(児童)

他

ボラ団体(その他)

高

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地 電話 052-841-4063 FAX 052-841-4080
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瑞穂区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望するボランティア活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
高 運営・披露・趣味活動ボランティアさん募集！

高 車いすの修理等・傾聴のボランティア募集中
建物や車いすの修理・修繕、庭木の剪定、花壇のお
手入れをしていただけるボランティア、お話相手の
ボランティアを募集しています。週1回1時間程度で
も結構ですのでお気軽にお問い合わせください。

ペンギンの水槽掃除、敬老会やクリスマス会、レクリ
エーション時の演芸技芸披露、書道教室や映画観賞会
時の準備・後片付け、見守り等のボランティアを募集
しています。事前にボランティア登録をお願いしてい
ますので、詳細は下記までご連絡ください。
ブラザー健康保険組合

老人保健施設瑞穂 (担当:岡)

特別養護老人ホームシルバーピアみずほ (担当:櫻井）

〒467-0846 瑞穂区荒崎町6-29
電話 052-824-2411
FAX 052-824-3670
E-mail：sueko.oka@brother.co.jp

〒467-0852 瑞穂区明前町15番地17号
電話 052-819-0012
FAX 052-819-0013

高 「オレンジカフェみずほ」の運営・傾聴
ボランティア募集

外出、傾聴、レクのお手伝いボランティア募集

高

外出のお手伝い、傾聴、イベントのお手伝い、体操を
教えてくださるボランティアを募集しています。

「オレンジカフェみずほ」は家族介護者支援のカフェで
す。
受付や傾聴をしていただける方を募集しています。
〇モーニング
毎月第2水曜日 午前
〇ホリデー
土・日曜日(不定期）
〇ナイト
金曜日（不定期）夕方から
〇ティータイム
毎月第2木曜日他 午後
会場によって開催日時が異なるので、詳細は下記までご連
絡ください。

また、年に１，２回あるオレンジカフェ（夜）のお手伝い

も募集しています。詳しくは下記までお願いします。

ウェルビィ桜山・ゆらら桜山 (担当:後藤)

瑞穂区東部いきいき支援センター

〒467-0803 瑞穂区中山町6-1-2
電話 052-858-1032
FAX 052-853-8635
E-mail：sachiyo.goto@starts.co.jp

障

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地
電話 052-858-4008
FAX 052-842-8122

プリントPC入力の答え合わせと見守り

高

サロン等の運営ボランティア募集

障がいのある方が作成したプリントやPC入力の答え合
わせやレクリエーションスポーツ時の見守りをしてく
ださるボランティアを募集しています。活動時間は平
日９：３０～１６：００の間の都合の良い時間で。

いずれも１３：００～１６：００
月曜 健康サロン…体操指導、傾聴
火曜・金曜 麻雀 傾聴・お茶出し
水曜…ヨガ指導
木曜 映画鑑賞 傾聴
詳細は下記までご連絡ください。

名古屋市総合リハビリテーションセンター(担当:神代)
〒467-8622 瑞穂区弥富町字密柑山1-2
電話 052-835-4193 FAX 052-835-3745
E-mail：sisetu1@nagoya-rehab.or.jp

あんしん広場(担当:岩田)
〒467-0064 瑞穂区弥富通五丁目56
電話 090-5001-7734

★なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、活動内容の変更や、募集中止となる場合がありますので、
ご了承ください。

高 福祉施設(高齢者)

障

福祉施設(障がい児･者)

児

福祉施設(児童)

他

ボラ団体(高齢者)

障

ボラ団体(障がい児･者)

児

ボラ団体(児童)

他

高

発 行
編 集

福祉施設(その他)
ボラ団体(その他)

社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

〒467-0016 瑞穂区佐渡町3丁目18番地 電話 052-841-4063 FAX 052-841-4080
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熱田区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
介護老人福祉施設

グレイスフル熱田

話し相手、レクリエーションの見守り・参加、
ユニット内の洗い物補助、清掃をしていただける
方。

なごやかハウス横田

デイサービスセンター

話し相手、外出行事で一緒に楽しんで参加いただ
ける方、特に将棋、マージャンのお相手をしていた
だける方。お気軽にお立ち寄りください。
〈募集日時〉外出行事は不定期。ご都合のよい時間

〈募集日時〉お越しいただける日時で相談
〒456-0033 熱田区花表町1-26
【担当：芹澤】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0022 熱田区横田二丁目3-35
【担当：上村】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

名身連第一ワークス・第一デイサービス
障がいのある方が通所している施設です。
話し相手、将棋・オセロの相手、折り紙やパソコン
を教えてくださる方。簡単な作業のお手伝いをして
くださる方。一緒に散歩・外出してくださる方。
〈募集日時〉
平日午前10～11時半、午後１～3時半
〒456-0022 熱田区横田二丁目4-22
【担当：加藤・佐藤】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

ツクイ名古屋熱田
話し相手、将棋・マージャンの相手、折り紙等の
作品づくりをしてくださる方。
〈募集日時〉
ご都合のよい時間

〒456-0057 熱田区五番町13-8
【担当：岩本】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

オーネストひびの大宝(たから)

サポートセンターbeingあつた

認知症カフェのお手伝い
ボランティアとして大宝（たから）カフェに参加
してくださる方。短時間でも構いませんので、
お気軽にお越しください。
〈募集日時〉毎月第４木曜日 午後２～４時のうち
ご都合のよい時間

知的に障がいのある方が働き、日中活動として作業
や療育活動を行っています。障がいのある方と一緒
に昼食やお話、作業をしてくださる方。
〈募集日時〉平日午前10時～午後3時30分のうち
ご都合のよい時間

〒456-0062 熱田区大宝1丁目1-3
【担当：水上・仲井】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0031 熱田区神宮4丁目4-5
【担当：川村】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
〒456-0031 熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F 電話 052-671-2875 FAX 052-671-4019
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熱田区★福祉ボランティア募集情報
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
介護老人保健施設
①お話相手 ②シーツ交換

特別養護老人ホーム
オーネスト熱田の杜

あつたの森

①シーツ交換 ②掃除（居室、トイレ、浴室等）
③食器洗い ④お話相手
⑤認知症カフェの手伝い（月1回第2水 14：00～
16：00）
<募集日時>
要相談
〒456-0052
熱田区二番一丁目5番8号 【担当：加藤】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

③入浴後の整髪（9：30～11：30）

④喫茶のお手伝い （14：00～15：30）
⑤散歩同行 （11：00～12：00/13：30～15：00）
⑥趣味活動のお手伝い （カラオケ、麻雀、囲碁、将
棋、園芸、生け花、日曜大工、手芸、習字、絵画等）

<募集日時>日曜日、年末年始

以外

〒456-0056
熱田区五番町3番16号 【担当：岩瀬】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

ひびのファミリア

健遊館ひびのデイサービスセンター
①お話相手

①お話相手。
②小物づくり等作品づくりをしていただける方。
③歌、楽器演奏をしていただける方。

③清掃

②趣味を生かして楽しませてくださる方

④散歩、外出の支援（屋外庭園等）

<募集日時>
要相談

<募集日時>
月火水木金土の13：30～14：30くらい
〒456-0076
熱田区切戸町3-73 【担当：山田】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0074
熱田区比々野町27番地【担当：川瀬/大塚】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

特別養護老人ホーム

なごやかハウス横田

１．縫い物ボランティア
内容：当施設に入所しているご利用者の着衣のほころび等のつくろい作業をしていただきます。
時間：9：00～17：00の間で、任意の時間
２．車いす清掃・パンク修理等
内容：当施設入所者が使用している車いすの清掃とパンク修理をしていただきます。
時間：平日、10：00～16：00の間で任意の時間
水・土
10：00～11：30の間で任意の時間
３．生け花ボランティア
内容：当施設入所者有志による生け花クラブの指導をしていただきます。
時間：毎月1回、日曜日 14：00～15：30の間で１時間程度
４．喫茶ボランティア
内容：当施設の入所者に対して施設内でコーヒー・お茶等の提供サービスをしていただきます。
時間：月に2回程度 第１第３水曜日 13：30～15：30
【場所】〒456-0022 熱田区横田二丁目3番35号
問い合せは熱田区社会福祉協議会まで

発 行

【担当】桑原、大平

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
〒456-0031 熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F 電話 052-671-2875 FAX 052-671-4019
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熱田区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
パナソニックエイジフリーケアセンター
あつたデイサービス

サン太陽ショートステイ熱田

・小物づくり等作品作りをして下さる方。
・歌、楽器演奏で楽しませてくださる
方。
・習字を教えてくださる方。
＜募集日時＞
月・火・水・金 13：30～14：45

レクリエーション（歌、音楽、マジック、演劇
など）を行っていただける方。

〒456-0057
熱田区大宝4-9-27 イノアック日比野ビル1F
【担当：角谷】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0059
熱田区八番二丁目10-16
【担当：馬場、神野】
問合せは熱田区社会福祉協議会まで

癒しのデイサービス名古屋

＜募集日時＞
火、水 13:30～14:30くらい

グループホーム
フレンズハウス古新町

熱田

楽器演奏、歌、マジック、演劇、ダンス、趣味を活
かして楽しませてくださる方。

レクレーションの時間に1時間程度、趣味を活かし
て披露してくださる方。

＜募集日時＞
月曜日から土曜日のお越しいただける日時で調整
毎回時間は午後2時から3時

＜募集日時＞
2か月に1回程度。要相談。

〒456-0056
熱田区三番町6-26
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0064
熱田区古新町2丁目72番地【担当：水谷】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

他

あつた災害ボランティアネットワーク

熱田区子ども会ボランティアいずみ会

平常時における防災・減災についての啓発活動、
発災時における災害ボランティアセンターの立上げ、
災害ボランティアの受け入れと調整。
〈募集日時〉
（定例会）原則第2土曜日午後2～4時
その他依頼に応じて活動

【メンバー募集】現在のボランティア数15名
主に小中学生を中心に子どもと関わる活動をしてい
ます。行事は、キャンプやクリスマス会、お祭りの
ゲームコーナーなど多種多様です。
子どもと一緒にキャンプやゲームで楽しみたい方。
大募集。

〒456-0031 熱田区神宮3丁目1-15
熱田区社会福祉協議会内【担当：加納】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0051 熱田区四番2丁目10-10
熱田児童館内【担当：加藤】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
〒456-0031 熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F 電話 052-671-2875 FAX 052-671-4019
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熱田区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
サークルぐーちょきぱー

本の修理屋さん

「障がいについて」を知り、コミュニケーション
方法を学んでいます。レクリエーション・交流を
通して地域の行事に参加しています。

小学校等の本の修理をとおして、物を大切にする
ことの素晴らしさを伝えることができたらいいな
と思って活動しています。

活動日
活動場所

活動日 毎週（金）都合により休みになること有り
活動場所 熱田区六番二丁目7-6（見学可能）

毎週（水）13:30～15:30
熱田区在宅サービスセンター
ボランティアルーム（見学可能）
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

ペガサス会

他

いちごっちくらぶ

介護や福祉に携わる方たちにハンドトリートメン
トで癒しのひとときを提供しています。
活動日
活動場所

絵本の読み聞かせ＆絵本カバーで作るエコバック他、
絵本とワークショップや絵本カフェを行います。
子育て中のお母様やお子さんだけでなく、私たちも
楽しい絵本で豊かな心を育み、ホッとしたやさしい
気持ちになります。ぜひご一緒に。
活動日
月1回 平日（月）
活動場所 書店が中心です。月1回の絵本カフェは毎
月変わりますのでそのたびに連絡します。

月5回程度
熱田区、昭和区（見学可能）

問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

おもちゃ図書館

ぴーかぶうのおうち

熱田区いきいき支援センター

乳幼児向けに玩具を貸出したり、遊びの場所を
提供するお手伝いをしていただける方。

孤立しがちな高齢者に対する安否確認や孤独感の
解消のため、定期的に見守り電話相談（いきいき
コール）をしています。話し相手をしてくださる方。
〈募集日時〉

活動日：毎月第2水曜日10：00～12：00
活動場所：熱田児童館内
熱田区四番2丁目10-10

平日10時～15時のうち１～２時間程度

〒456-0031 熱田区神宮3丁目1-15
熱田区いきいき支援センター内【担当：通山】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
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熱田区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
熱田区社会福祉協議会

熱田区社会福祉協議会

衣装のほつれを縫いなおしていただける方。
着物の生地等をリメイクして小物を作っていただける方。
〈募集日時〉月から金でご都合の良い日
活動場所
熱田区社会福祉協議会
熱田区神宮3-1-15
（熱田区役所等複合庁舎6階）
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

介護付有料老人ホーム

虹の郷

ちょっとした困りごと（ゴミ出し、電球取替えなど）
をお助けくださる方。見守り、お話相手やサロンの
お手伝いをしてくださるご近所ボランティアさんを
募集しています。
〒456-0031 熱田区神宮3丁目1-15
【担当：玉置】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

デイサービスセンター

おかひら

〇手品、歌、ダンス、楽器演奏など趣味を生かし楽し
ませてくださる方。
〇漫談、説法、落語など、利用者、スタッフに笑いを
届けてくださる方。
＜募集日時＞
月曜～土曜 14時～15時 1～２か月に１度

①習字を教えてくださる方。
②花壇等お花のお世話をしてくださる方。
＜募集日時＞
平日の午後

都合の良い頻度で要相談
〒456-0057
熱田区五番町3-6 【担当：武藤】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0066
熱田区野立町1-77 【担当：岡平】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

デイサービスあつた

発達センターあつた

小中高生の障がいのある子どもたちの放課後、余暇
支援。クッキングや、公共交通機関を使ってお出か
けすることもあります。
〈募集日時〉月・火・木・金 14:30～17:30
第2・4土曜日
9:15～12:15

通園児の保育2～5歳までの障がいがある子ども
たちとあそぶ。行事等のお手伝いをお願いする
こともあります。
〈募集日時〉月・火・木・金 9:30～15:00
初回は、9:30～11:30

〒456-0031 熱田区神宮4丁目9-12
【担当：中島・齊藤】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0031 熱田区神宮4丁目9-12
【担当：中島・齊藤】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
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熱田区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
「和だいこ」体験
まつりばやしの笛に合わせて和だいこをたたきます。
〈活動日時〉不定期
〈活動場所〉例）学校、トワイライトスクール

問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
〒456-0031 熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F 電話 052-671-2875 FAX 052-671-4019
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中川区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
医療法人バームリンデン
グリーナリーデイサービスセンター

荒子デイサービスやっとかめ

・書道や折り紙、小物作成、楽器演奏や踊り、演芸の披露
などレクリエーションのボランティアさんを募集していま
す。
（新型コロナウィルス感染症対策のため、検温・手指消
毒・マスク着用、必要に応じてフェイスシールドの着用を
お願いしています。）
☆駐車場有り。明るい利用者様ばかりです。
楽しく過ごしていただける時間を一緒に作りませんか？
お気軽にお問い合わせください。
（担当：西口、山崎）

・披露ボランティア（楽器、歌、踊り、手品など）
☆明るい利用者様の多いデイサービスです。
利用者様と一緒に楽しんで頂ける方お待ちしています。
（担当：岡本）
募集日時：月～金

14:00～15:00（要相談）

〒454-0861 中川区荒子町大門西４５番地
電話：052-363-7500 FAX052-363-7507

募集日時：日曜以外（要相談）

14：00～15：00

〒454-0818 中川区松葉町5-14
電話：052-365-2666 FAX：052-365-2686

セントケア八田デイサービス

デイサービスセンターもみの木

・演奏・演芸・マジックショー・美容・工作など
☆昨年はコロナの予防観点から利用を控えていました。
ボランティアの皆様との交流を楽しみにしておりま
す。
アットホームな雰囲気で穏やかな方ばかりです。
（担当：加藤）
募集日時：月～土（日曜定休）

14：00～

・個人、グループでの発表の場、話し相手などなど
☆地域に根ざして１５年。誰でも居場所づくりをモットー
に楽しい時間を提供しています。
(担当：小酒井)
募集日時：月・水・金

14：00～14：40

１時間程度
〒454-0815 中川区長良町3-7-2
電話:052-369-1533 FAX:052-365-2210

〒454-0877 中川区八田町1812
電話：052-365-1007 FAX:052-365-1006

デイサービスももふね

・お話し相手、将棋・囲碁の相手、その他ご利用者様の
相手をしていただける方。
☆アットホームで自由に楽しんでいただけます。
明るくご本人も一緒に楽しんでいただける方お願いし
ます。
(担当：蒲地（がまち）)
募集日時：月～土

8：00～16：00（２時間～）

〒454-0801 中川区百船町6-18
電話：052-351-8817 FAX：052-351-8863

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市中川区社会福祉協議会

〒454-0875 中川区小城町1-1-20

電話 052-352-8257
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おもちゃ図書館

港区デイサービスセンター

子どもたちにおもちゃで遊んでもらうボランティア
活動日：毎月第2土曜日(8月はお休み)
場所：港区在宅サービスセンター
活動内容：子どもたちへのおもちゃの貸し出し
その他：交通費支給なし

高齢者さんとの話し相手や書道、手芸、華道などのク
ラブ活動の先生や歌・楽器演奏・音楽療法・踊りや演
芸の披露などのレクリエーションのボランティアさん
を募集しています。
活動日：曜日応相談、時間14：00～15：00
活動内容：レクリエーションボランティア

連絡先：港区社会福祉協議会まで

〒455-0014 港区港楽2-6-32
港区在宅サービスセンター2階
電話:052-651-0317(担当：田本)

デイサービスセンターひだまり

ケアハウス野跡

踊りや音楽、手品等を利用者様の前でご披露いただ
ける方
一日定員10名の小規模のデイサービスです。
一人ひとりの利用者様と密に接することができます。
ぜひ訪問してください。
募集日時：月～土(日曜休)、時間応相談

・絵手紙を指導していただける方。道具はあります。
本格的でなくてよいです。お願いします。
→募集日時：月1回程度 火・木どちらかの午後

〒455-0832 港区宝神2-2616-6
電話:052-720-5677(担当：寺前)
FAX:052-720-5966

〒455-0845 港区野跡5-2-3
電話:052-384-7483(担当：小島)
FAX:052-384-7484
E-mail:nozeki@nagoyaka.or.jp

特別養護老人ホーム

・書道を指導していただける方
→募集日時：月1回程度 火・木どちらかの午後

木場清里苑

傾聴ボランティアグループ はばたき

芝生や庭木のお手入れ、駐車場のお掃除など主に屋外
で作業していただけるボランティアの方を募集して
います。

デイサービス、グループホーム、特別養護老人ホーム
等での傾聴活動、在宅での傾聴活動、障がい児・者へ
の活動支援。
「楽しんでボランティア」をモットーに、地域に
はばたきたいと考えています。一緒に活動しませんか。
「はばたき」はH23に港生涯学習センター主催の
傾聴ボランティア講座に参加した仲間により結成され
たグループです。
活動日：定例会 毎月第4水曜日 13:30～
連絡先：港区社会福祉協議会まで

活動日：日程・時間については相談に応じます。
活動内容：芝生、庭木のお手入れボランティア
〒455-0021 港区木場町1-11
電話:052-720-7581(担当：長尾、髙橋)
FAX:052-720-7587

グループホームフレンズハウス七反野

さわやかなんよう館

傾聴ボランティア、軽度の体操ボランティア
入居者様に楽しいひと時を過ごしていただけるような
支援をさせていただいておりますので、お力添えを
お願いいたします。
募集日時：平日14:00～1時間程度 曜日応相談

利用者様の見守り、話し相手やレクリエーションを
行っていただける方を随時募集しております。
楽しい時間を一緒に過ごしましょう。
募集日時：曜日、時間応相談

〒455-0884 港区七反野1-904
電話:052-303-2256(担当：橋本)
FAX:052-303-2256
E-mail:friends-house@topaz.ocn.ne.jp

〒455-0886 港区東蟹田1921
電話:052-309-3800(担当：武藤)
FAX:052-309-3803
E-mail:nanyo@sawayakaclub.jp

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市港区社会福祉協議会
〒455-0014 港区港楽2-6-32

電話 052-651-0305
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社会福祉法人華陽会

華の郷

介護付有料老人ホーム
ラ・ナシカ あらこがわ

南陽

入居者さまと交流して下さる地域の方を募集しています。
カラオケや折り紙、書道、将棋、手芸などを通して、
楽しくお話ができればと思いますので、ご興味のある方
はぜひ一度、施設を見学にいらしてください。
活 動 日：週１程度 ※具体的な日程・時間は相談

軽作業(清掃、洗濯たたみ等)、話し相手、お茶出し、散歩の同行

介護に興味のある方、福祉の現場でのお手伝いは誰でも
できる簡単な作業もたくさんあります。ボランティア活動
を通じて活躍してみませんか？まずはお気軽にご相談を。
レクリエーションも積極的に行っておりますので、

活動内容：入居者との交流・会話・活動の取り組みなど
複数名でご参加いただいて構いません。
〒455-0821 港区高木町4-34-1
電話：052-382-3023（担当：太田）
FAX:052-382-3024

ご一緒に楽しんでもらえる方ご連絡お待ちしております。

募集日時：曜日、時間応相談
※エプロン、上靴持参
〒455-0863 港区新茶屋1-1728
電話:052-304-1147(担当：竹内) FAX:052-304-1148
E-mail：kondou@kayoukai.net

社会福祉法人みなと福祉会
うろじの家

介護老人保健施設トリトン
民謡、コーラス、手品、フラダンス等のパフォーマン
ス、メイクアップ、生け花・絵手紙等の個人作業
トリトンのご利用者はリハビリを頑張っていらっしゃ
います。そんな皆さんを応援してくれる明るく楽しい
ボランティアさん大募集です！！
募集日時：月～土 14:00～15:00 曜日応相談
〒455-0034 港区西倉町1-14
電話:052-652-0022(担当：伊藤(支援相談員))
FAX:052-652-0028
E-mail:cw3-tri@kyoenkai.or.jp

話し相手、食事の介助・配膳等、催事の手伝い、
室内外掃除。
軽装でいいので動きやすい服でお越しください。
福祉施設だからといってかまえずに普通に接していた
だけたらうれしいです。
募集日時：曜日、時間応相談
〒455-0858 港区西茶屋4-111
電話:052-309-7390(担当：田畑)
FAX:052-309-7391

名古屋ライトハウス明和寮

ヒューマンライフケア荒子川

デイサービスを利用されている障害をお持ちの方に、
ボランティアの方によるレクリエーションを通じて、
充実した時間が過ごせることを願っています。

レクリエーションへの参加、盛り上げ等
傾聴ボラ、カラオケ、楽器や踊り等のボラなど大募集
『楽しい』を共有しませんか♪
募集日時：曜日、時間応相談

活動日：平日13：30～15：00
活動内容：音楽演奏・体操・創作活動、手品ショーなど
〒455-0815 港区油屋町3−13 丸二サンハイツ1Ｆ
電話:052-857-0370(担当：菊地)
FAX:052-857-0380

〒455-0021 港区十一屋1-70-5
電話:052-383-8830(担当：石井)
FAX:052-383-4532
社会福祉法人名古屋ライトハウス
放課後等デイサービス わくわくキッズ

社会福祉法人名古屋ライトハウス
地域活動支援センター あちぇっとほーむ

歌、工作、ダンス、散歩、音楽療法、季節の行事
クリスマス会など普段の活動からイベントまで様々な
場面でボランティアさんを募集しています。
・動きやすい恰好でお越しください。
募集日時：平日
14:30～17:30(学校がある場合)
夏期・冬期・春期 10:30～17:30
〒455-0014 港区港楽2-10-24
電話:052-653-2911(担当：岡崎)
FAX:052-654-8100
E-mail:wakuwaku-kids@nagoya-lighthouse.jp

発 行
編 集

障がいのある方が行っている編み物やビーズ細工、
パソコンなど様々な活動のボランティアを募集して
います。
週１、月１など、ご都合の良い日時でご連絡下さい。
活動日：水・木・土曜日 13:00～16:00
〒455-0014 港区港楽2-10-24
電話:052-654-2600(担当：濱平)
FAX:052-654-8100

社会福祉法人名古屋市港区社会福祉協議会
〒455-0014 港区港楽2-6-32

電話 052-651-0305
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社会福祉法人

他

中部盲導犬協会

1 イベント等でのサポート(「友の会」への入会が必要です)
2 子犬の育成(パピーウォーカー)
3 引退犬引き取りボランティア
※2、3登録の際には条件・審査があります
盲導犬の育成にはボランティアの皆さんをはじめとした多くの方々のご支援によって成り立っています。ボランティア「友の会」

ではみなさんの余暇や得意なことを活かして、中部盲導犬協会を「活動面」から応援してくださる方を募集しています。

〒455-0066 港区寛政町3-41-1
電話:052-661-3111(担当：武重)
FAX:052-661-3112
E-mail:info@chubu-moudouken.jp

グループホーム和樂

デイサービスセンターフレンズハウス

ハーモニカの演奏、バルーンアート等の披露をして
いただける方、マージャンを一緒に行ってくれる
方。認知症のある方が対象なので、分かりやすいも
のを希望です。
募集日時：曜日、時間応相談
〒455-0885 港区八百島2-805
電話:052-309-3693(担当：大原)
FAX:052-309-3693
E-mail:waraku@tazoe-g.com

施設で演奏などの披露や絵手紙などの指導をして
いただけるボランティアさんを募集してます。
定員10人の小規模デイサービスです。利用者様と一緒に
楽しい時間をつくるお手伝いをしていただけませんか？
お気軽にご連絡ください！よろしくお願いします！
募集日時：曜日、時間応相談
〒455-0001 港区七番町5-12
電話:052-661-9944(担当：浅野)
FAX:052-661-9944
E-mail:friends-house@topaz.ocn.ne.jp

社会福祉法人華陽会
特別養護老人ホーム サービスネットワーク南陽

車いすの清掃、書道レク、体操・運動レク
少しのお時間でも結構です。
入居されているご高齢の方々とお話しながら、気軽な
お気持ちでお力をお借りしたいと思います。
募集日時：曜日、時間応相談 ※上履き持参ください
〒455-0863 港区新茶屋1-1701
電話:052-303-0152(担当：伊藤・渡邉・城山)
FAX:052-303-0167
E-mail:tokuyou@kayoukai.net

発 行

社会福祉法人名古屋市港区社会福祉協議会
〒455-0014 港区港楽2-6-32

電話 052-651-0305
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２０２１（令和３）年６月

～南区ボランティア求人情報～
分

余暇を活かして、ボランティアを始めてみませんか？

野

高齢者

児童

障がい

まずは、お気軽に各施設または南区社会福祉協議会
ボランティアセンターへお問合せください。

かがやきデイサービス笠寺
テ
地域交流室でのモーニングコーヒー
の用意と提供。利用者様とのコミュニケ
ーション等
連絡先
住◆所 柴田町４－８白水センタービル 1 階
電◆話 ６１３－３０１０
Ｆ Ａ Ｘ ６１３－３０２０
Ｅメール hakusui-day@outlook.com
月金土(祝日)9～11 時(応相談)

ｵﾚﾝｼﾞﾀｳﾝ笠寺

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

デｲサービスでの簡単
なお手伝いや講師募集
利用者様とのお話や、お茶出し、レ
クのお手伝いなど、趣味や好きなこと
を活かして一緒に楽しんで頂ける方を
大募集！まずはお気軽にご連絡くださ
い。
連絡先
住◆所
電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

ｵﾚﾝｼﾞﾀｳﾝ笠寺ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

前浜通２－１－２
まつうら
６１３－７１００（担当：松浦）
６１３－７１１７
t-hitani@fukushi-zenjokai.jp
月～土曜（午前・午後）

デイサービスでのボラン
ィア大募集！

趣味や特技を活かして「歌」「踊り」
「手品」「楽器演奏」など利用者様達に
披露してくださる方大募集！！一緒に
楽しい時間をすごしてください！
連絡先 かがやきデイサービス笠寺
住◆所 北内町４－２２
電◆話 ８１９－３５７０（担当：高須）
Ｆ Ａ Ｘ ８１９－３５７３
Ｅメール なし
集日時 月～土曜日 14 時～15 時

絡先 デイサービス花乃舎（はなのや）
住◆所 三吉町５―４７
サントピアみなみ
電◆話 ６１４－８７０８（担当：堀江）
高齢者施設での
Ｆ Ａ Ｘ ６１８－８０２０
Ｅメール なし ボランティア大募集！
募集日時 月～土曜日（午前・午後）
ご高齢の入居者様とのお話相、お茶出
し、配膳下膳、ドライヤーかけのお手伝い
等入居者様の大切なひと時を充実させて
頂けるボランティアさんを募集中！

連絡先 サントピアみなみ
住◆所 天白町 1－15
電◆話 ６１１－６０２６（担当：大嶋）
Ｆ Ａ Ｘ ６１１－６０２８
Ｅメール minami.kango@gmail.com
募集日時 平日・土日祝(応相談)
絡先 デイサービス花乃舎（はなのや）
住◆所
三吉町５―４７
名南診療所
通所リハビリ
電◆話 ６１４－８７０８（担当：堀江）
デイケアでのボランテ
Ｆ Ａ Ｘ ６１８－８０２０
Ｅメール なし ィアを募集しています
募集日時 月～土曜日（午前・午後）

連絡先 デイサービス道
住◆所 呼続２丁目３－２１
いしもと

電◆話 ８１９－０１６７（担当：石本）
Ｆ Ａ Ｘ ８１９－０１６８
Ｅメール なし

連絡先 名南診療所 通所リハビリ
住◆所 内田橋２－９－３
電◆話 ６９１－２６４８
Ｆ Ａ Ｘ ６９１－２６６８
Ｅメール なし

話など聴くのが得意な方
大募集中です。
レクリエーションや体操、ご利用者
様のお話相手、特技などを活かして楽
しく過ごせる時間作りのお手伝いをご
協力お願い致します。
住◆所 元鳴尾町２４２
電◆話 ８２１－０６６６（担当：加藤）
Ｆ Ａ Ｘ ８２１－０６６７
E メール katou@jpn-mind.co.jp
月～土曜日（時間応相談）

小規模多機能よびつ木
デイサービスでのボラン
ティア大募集
利用者様との話相手、一緒に散歩
したり趣味や特技を活かしてレクレ
ーションをお手伝い、などのボラン
ティアさんを募集中です！
連絡先 小規模多機能よびつ木
住 所 呼続 1 丁目３－８
電 話 ８２４-１０７７(担当：松岡)
F A X ８２４-５６６０
E メール yobitugi@gh-cradle.jp
募集日時 月～日曜日午前・午後

はつらつクラブ

連絡先 南区社会福祉協議会
住◆所 前浜通３－１０
にしむら

電◆話 ８２３－２０３５（担当：西村）
Ｆ Ａ Ｘ ８２３－２６８８
月曜日～木曜日（応相談）
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障がい

Kids heart 愛あーる
障がい児デイサービスでの
ボランティア募集
障がいの子どもと一緒に遊んだり、おやつ作りを楽
しんだり外出したり、レクリエーションのお手伝いを
していただける方を募集中！お気軽にご連絡下さ
い。
連絡先 Kids heart 愛あーる
住◆所内田橋 2-17-5 シャトーレ三栄Ⅱ 1 階
やまだ

電◆話 ７４６－３２２５（担当：山田）
Ｆ Ａ Ｘ ７４６－３２２６
Ｅメール info@iｒ-lumiere.co.jp

障がい児デイの
ボランティア大募集！！

障がい児デイの
ボランティア大募集！！

趣味や特技を活かして子どもたち
と一緒に遊んだり、学習のサポートを
して楽しく過ごしてください。昼食は職
員と一緒のまかない付きです。

趣味や特技を活かして子どもたち
と一緒に遊んだり、学習のサポートを
して楽しく過ごしてください。昼食は職
員と一緒のまかない付きです。

連絡先
住◆所 豊一丁目２－１０

連絡先 チャレンジルーム
住◆所 豊一丁目２－１０
かわむら

電◆話 ６１３－９６５５（担当：河村）
Ｆ Ａ Ｘ ６１３－９６５４

かわむら

電◆話 ６１３－９６５５（担当：河村）
Ｆ Ａ Ｘ ６１３－９６５４

募集日時 平日午後、土日祝学校休(午前・午後)

発達サポート YMCA つるさと

南児童館
地域で子どもを育む
ために協働しましょう！

連絡先 南児童館
住◆所 東又兵ヱ町３－３５－１
すずき

電◆話 ６１２－９７９５（担当：鈴木）
Ｆ Ａ Ｘ ６１２－９７９５
なし

保育のお手伝いをして
みませんか？
様々な障がいを抱えている乳幼児期の
子どもたちが通っています。子どもと一緒
にたのしくあそんでくださる方を募集して
います。お待ちしています。

子どもたちと一緒に遊んだり、学習サポ
ートをしたり、YMCA での活動を通して子
どもたちの日々の成長に触れることが出
来るボランティアを体験してみませんか

連絡先
住◆所 三吉町６-１７
電◆話 ６１２－３４３３
Ｆ Ａ Ｘ ６１２－３４１１
soyokaze_bora@yahoo.co.jp

連絡先 発達サポート YMCA つるさと
住◆所鶴里町 1-10 アーバンハイツ太田 1 階
あ さ の

電◆話 ８２３－２０２１（担当：浅野）
Ｆ Ａ Ｘ ８２３－２０２２
Ｅメール y-asano@nagoyaymca.org
募集日時 月～金(午後 2 時～5 時の間)

グループホーム なも

ふれあい共同作業所
障がい者作業所での
ボランティア大募集！

生きる力を育む児童デイ
ボランティア募集

老人ホームの
ボランティア大募集！

グループホームでの
ボランティア大募集！

仲間たちと一緒に軽作業のお手伝
いやドライブ・散歩、お話し相手など
をしていただけるボランティアさんを
募集中！
連絡先 ふれあい共同作業所
住◆所 南野二丁目１６８
みやぞの

電◆話 ６１３－２４７９（担当：宮園）
Ｆ Ａ Ｘ ６１３－２４８８
fureai.kanri@gol.com
平日（午前・午後）

連絡先
住◆所 白水町２０

連絡先 グループホーム なも
住◆所 鳴尾一丁目２８４
もみやま

電◆話 ６１２－３０３０（担当：籾山）
Ｆ Ａ Ｘ ６１２－３０７６

ひ ろせ

電◆話 ６１４－５５６２（担当：廣瀬）
Ｆ Ａ Ｘ ６１４－５５６２
namo@minami.or.jp
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障がい

特別養護老人ホーム南生苑
老人ホームでの
ボランティア大募集！

連絡先 特別養護老人ホーム南生苑
住◆所 西又兵ヱ町４－８－２

連絡先 デイサービスさふらん桜本町
住◆所 若草町４

ほんだ

電◆話 ６１９－５３１０（担当：本田）
Ｆ Ａ Ｘ ６１９－５３１１
nanseien@sunny.ocn.ne.jp

グループホーム

宝南の家

お

だ

電◆話 ６２６－５０６９（担当：尾田）
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール

デイサービス宝南

グループホームでの
ボランティア大募集！

連絡先
住◆所 明治 1 丁目１４番地５３
はしもと

電◆話 ６９２－６１１０（担当：橋本）
Ｆ Ａ Ｘ ６９２－６１７０
Ｅメール なし

ニコニコデイサービス鶴里

楽しいデイサービスを
一緒に作りましょう！

デイサービスでの
ボランティア募集中！
高齢者と障がい者のある方が共に
過ごすデイサービスです。お話し相
手や小物作り、ゲーム等利用者さん
と一緒に楽しく活動しませんか。見学
も受付ます。

連絡先 グループホーム 宝南の家
住◆所 元塩町３－１－１
電◆話 ６１３－５０８１（担当：鈴木）
Ｆ Ａ Ｘ ６１３－５０８３
E メール なし
月～日曜日（応相談）

連絡先 デイサービス宝南
住◆所 元塩町３－１－１
電◆話 ６１８－０２０５
Ｆ Ａ Ｘ ６１８－０２０６
E メール なし
平日・土曜日・祝日

連絡先 ニコニコデイサービス鶴里
住◆所 鶴里町３－４０－１
電◆話 ８２５－０７１１（担当：服部）
Ｆ Ａ Ｘ ８１９－１５７７
E メール なし

名南介護老人保健施設かたらいの里

中京病院付属老健デイケア
通所リハビリでの
ボランティア募集！

連絡先 中京病院老健デイケア
住◆所 三条１丁目１－１０
電◆話 ６９４－３６８８（担当：清水）
Ｆ Ａ Ｘ ６９４－３７４７
Ｅメール なし
平日(午後)

老人保健施設での
ボランティア大募集！

利用者さんのお話し相手、お茶出
しやドライヤーかけのお手伝い、趣
味や特技を活かしたお手伝いをして
頂ける方を募集しています！

楽器演奏や手品など特技を活かし
ながら入所者様と楽しみませんか？
入所者様の話し相手などをして頂
ける方も募集中です。

連絡先
住◆所
電◆話
Ｆ Ａ Ｘ

連絡先
住 所
電◆話
Ｆ Ａ Ｘ

かたらいの里 通所リハビリ
豊田５丁目 15-18
６９１－８０８５（担当：阪巻）
６９２－５７３２

名南介護老人保健施設語らいの里◆

豊田５丁目１５-１８
691－8085（担当：保坂）
692－5732
月～土曜日（午後）
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デイサービスでの
ボランティア大募集！
ご利用者様への語りかけレクリエ
ーション補助、掃除、食事の配膳下
膳等のお手伝いをお願い致します。
気軽に社会に貢献しませんか？ご応
募お待ちしています。
住◆所 三条二丁目１６番４２号
電◆話 ６９２－７７８１（担当：江上・川北）
Ｆ Ａ Ｘ ６９２－７７８２
Ｅメール sanjo@helen.ocn.ne.jp
月～土曜日（時間応相談）

障がい

デイサービスでの
ボランティア大募集！

趣味や特技を活かし利用者様と楽しん
で頂ける方、お茶出し傾聴などスタッフの
お手伝いをして頂ける方を募集してます。
見学してからでも大丈夫です

連絡先
住◆所

連絡先
住◆所 三吉町５―４７
ほ り え

電◆話 ６１４－８７０８（担当：堀江）
Ｆ Ａ Ｘ ６１８－８０２０
Ｅメール なし

み う ら

電◆話 ８２３－２４２４（担当：三浦）
Ｆ Ａ Ｘ ８２３－２４２５

ヒューマンライフケア道徳
特養・ショートステイの
ボランティア大募集

デイサービスでの
ボランティア大募集！
楽器演奏・歌・その他特技を披露、
又は教えてくださるボランティアさんを
募集しています。高齢者様の生きが
いづくりに手を貸して下さい。よろしく
お願いします。
連絡先 ヒューマンライフケア道徳
住◆所 豊田二丁目１６－２４
のなか

電◆話 ６２６－５６８１（担当：野中）
Ｆ Ａ Ｘ ６２６－５６８８

趣味・特技を活かしたレクリエーシ
ョンの講師（例：絵画・書道）や、演
奏・踊りなどを募集！レクの他にも見
守りや傾聴なども大歓迎。団体・個人
の方もお気軽に。
連絡先
住◆所
電◆話
Ｆ Ａ Ｘ

特別養護老人ﾎｰﾑｹｱﾏｷｽ柴田

柴田本通４－１５
６９３－５４６１
６９３－５４６２

月～金曜日午前（応相談）

連絡先 デイサービスきままてんぐ苑
住◆所 源兵衛町１－２７
電◆話 ６１９－５５７５
Ｆ Ａ Ｘ ６１９－５６３６
Ｅメール なし
月～日曜日(午前)相談可

ミライプロジェクト新瑞橋
発行編集

デイサービスでの
ボランティア募集！

社会福祉法人

お茶出しやドライヤーかけのお手
伝い、カラオケ・レクリエーションに参
加していただける方を募集中です。
楽器の演奏発表なども大歓迎です！

名古屋市南区社会福祉協議会
〒457-0058

連絡先 ミライプロジェクト新瑞橋
住◆所 平子一丁目２－３

名古屋市南区前浜通 3-10
南区役所庁舎 4 階

ま き の

電◆話 ８３３－８０１２（担当：牧野）
Ｆ Ａ Ｘ ８３３－８０１３

電話 052-823-2035
FAX

平日・土曜・祝日
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FACE TO FACE

(担当:新美)

あなたの優しさを貸してください！
守山区内にあります和進館児童ホームに入所している３歳
児から小学校低学年児とのふれあい活動（買い物の同行、
話や遊び相手）のほか、施設行事の支援を行っています。
原則毎月第４日曜日の午前９時ごろから夕方まで、子ども
が大好きで１８歳以上の方大歓迎です。年会費2,000円
子どもたちの素敵な笑顔があなたの参加を待っていま
す。
守山区大森北2-303
電話：052-798-4687 FAX：052-798-4687
Ｅ-mail k-2130@re.commufa.jp

他

普段はゴミとして捨てられるペットボトルキャップを回収
し、それをプランターにリサイクルする工場へ持っていく
と、その売却益が世界の途上国の子どもたちのワクチンにな
ります。
【毎月第1木曜日 午前10時～11時頃】
エコキャップ隊は、キャップの仕分けや、集めたキャップを
工場へ持っていく活動をしています。特に、工場へキャップ
を運ぶボランティアを急募しています！皆さんも、一緒に活
動しませんか？
守山区小幡南1-24-10
電話：052-758-2011 FAX：052-758-2015

作業所のどか (担当:匂坂)
心の病の方を中心に、障がいのある人たちの日中の活動を
支援しています。昼食作り、内職の手伝い、手芸製品作り
などのボランティアさんを募集しています。時間は月～金
曜日の10時～15時で応相談です。

守山区大森4-1604-2
電話:052-798-3138 FAX:052-798-3138

それゆけ！エコキャップ隊

萠作業所 (担当:荒川)
地域で暮らす精神に障がいのある方が通う日中活動の施設で
す。作業や創作活動、レクリエーションなどを行っていま
す。募集は手芸品の作成のお手伝いや昼食作りのお手伝いで
す。日時は応相談。月に一度でも大丈夫です。明るい雰囲気
ですので、興味のある方はぜひご連絡ください。
守山区菱池町5-14
電話:052-793-8384

守山区ボランティア給食サービス事業

FAX:052-793-8384

児童養護施設 金城六華園 (担当:三浦)

ひとり暮らし高齢者の見守りを目的としたお弁当配達をする
ボランティアで、守山区で４０年以上の歴史を誇る市内唯一
の活動です！
○中身がこぼれないようにお弁当の蓋に輪ゴムをかける仕分
けボラ
○各学区のコミセン等にお弁当を運ぶ運転ボラ
○個数の確認等運転ボラの補佐をする添乗ボラ
○利用者様に直接お弁当を届ける配食ボラ
以上の４種類のボランティアによって成り立っています。
詳しくは守山区社会福祉協議会までお問い合わせください♪

①児童への学習ボランティア
小学生～中学生の児童を対象に個別での学習支援。
平日１８時３０分～２０時 時間・曜日は応相談
②児童への余暇支援ボランティア
幼児～高校生の児童を対象にレクリエーション等を
通じて遊んでいただける方。
時間は春・夏等の長期休み １０時～１７時の間で
都合の良い時間のいずれか。
お気軽にお問い合わせください。

守山区小幡南1-24-10
電話：052-758-2011 FAX：052-758-2015

守山区中志段味古山田2594-11
電話:052-736-2028 FAX:052-736-0389
E-mail:kinroku@major.ocn.ne.jp

グループホーム樹樹 (担当:宿利原)

グループホームあいむ (担当:荻田)

1:入居者さんと日々の会話の相手
2:入居者さんの近所への散歩への付き添い
3:手芸・体操・音楽・踊り等多種のレクリエーション
とてもあたたかな雰囲気のホームです。時間は
毎日9時～18時頃までで応相談です。

1:買い出しボランティア（17時半～）
2:調理ボランティア（18時半～）
3:食事中の話し相手ボランティア（19時半～）
4:片付けボランティア（20時～）
その他土日祝日限定で昼食時のボランティア、清掃ボラン
ティア、余暇支援ボランティアがあります。

守山区金屋2-250-1
電話:052-758-0070

守山区小幡南3-10-25
電話:070-5257-9190

発 行
編 集

FAX:052-758-0014

伊藤マンション308

社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

守山区小幡南1丁目24番10号 電話 052-758-2011 FAX 052-758-2015
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介護付き有料老人ホーム

障害者支援施設
森孝しぜんかん (担当:鈴木、宮下)

もりやまの憩

1:大正琴、ハンドベル等の楽器演奏をしていただける方
2:落語等、話で盛り上げていただける方
3:利用者の話相手をしていただける方

日中活動支援…軽作業の検品や補助
クラブ活動の補助…ウォーキング、釣り、おやつ作り、音楽
クラブ等
その他、布団へのシーツかけ、庭木の剪定、車いすの修理・
修繕、喫茶店や散歩の同行。
時間は各活動により異なります。まずはお気軽にご相談下さ
い。

守山区廿軒家22-40
電話:052-792-7363

守山区森孝1-1141
電話:052-776-7080

FAX:052-792-7434

第二尾張荘デイサービスセンター
(担当:社本)

発達センターちよだ （担当：白石）
①通園に通う子どもたちの保育のお手伝い
②児童デイサービスに通う子どもたちの保育のお手伝い
③通園やグループ等に通う子どもたちの兄弟保育
障がいのある子どもたちが通う施設です。
時間：①月・火・木・金 9:30～15:00
②月・木 14:30～17:45／第2、第4土曜8:45～12:45
③月～金 10:00～11:00
お気軽にお問い合わせください。

・高齢者の方々とお話し相手をしていただける方
・麻雀ができる方、買い物時の付添ができる方
・庭の草木の世話、剪定を年間通してしていただける方
月曜～土曜 10時～１６時で都合良い時間帯で。

守山区川東山3321番地
電話:052-796-1915 FAX:052-796-1920

FAX:052-773-7229

守山区小幡千代田24-17
電話:052-792-7277 FAX:052-792-7258

デイサービスはるす喜多山

ひょうたん山病院 (担当:河合)

デイサービスで歌や踊り、楽器演奏、マジックなどを通じ
て、ご利用者様と楽しい時間を過ごしてくださる方を募集
します。月～土曜 午後2時から45分程度。ボランティア
の皆様のお力をぜひ貸してください！お待ちしておりま
す。

マジック、大正琴、コーラス、歌謡曲などの歌、フラダン
ス、民謡などができる方。
お散歩時の付き添いができる方。
月～土曜 13:45から1時間程度。祝日、お盆、年末年始はお
休みです。

守山区茶臼前5-10
電話:052-799-8547

守山区西島町4-37
電話:052-938-6405
（直通）FAX:052-758-4051

FAX:052-799-8564

ライフケア

老人保健施設あまこだ

雅（みやび）

障がい者の自立支援をサポートする施設です。
利用者さんと一緒に楽しく運動やゲームをしたり、
お茶を飲んだり、楽しく過ごしてくださる方。
月～金曜日 10:00～15:30で応相談。
交通機関でお越しください。
見学も随時、対応しています。

要介護の高齢者へ居宅生活への復帰を目指した介護保険サー
ビスを提供しています。
傾聴ボランティア、入所フロアーの日常業務のお手伝い、デ
イケアフロアーでの利用者との会話や簡単な作品作りのボラ
ンティアを募集します。月～金曜日で応相談。

守山区金屋2-243-1
電話:758-5275 FAX:758-5276

守山区天子田2-1613
担当:柳瀬
電話:052-772-1230 FAX:052-772-0577

発 行
編 集

担当:はせがわ

社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

守山区小幡南1丁目24番10号 電話 052-758-2011 FAX 052-758-2015
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守山区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
グループホーム集い (担当:森)
1:傾聴ボランティア
2:手芸ボランティア（ペーパークラフト、編み物等）
3:清掃ボランティア
時間は毎日9時～16時までで応相談です。
守山区瀬古3-830
電話:052-793-7004 FAX:052-793-7014
E-mail:tsudoi@orenge.plala.or.jp

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

守山区小幡南1丁目24番10号 電話 052-758-2011
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FAX 052-758-2015

緑区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
広瀬内科デイサービスセンター
（担当：浜島）

悠悠いきいき倶楽部 有松
（担当：石飛）

緑区鎌倉台1-714
電話：629-1012 FAX：629-1017

緑区鳴海町字有松裏２００番地イオンタウン有松
電話：626-0711 FAX：626-0712

【募集内容】
・利用者との話し相手、レク手伝い
・歌や楽器演奏、踊りなどの披露
・外出レクの付き添い(車いす介助など)
・入浴後のドライヤー
ほか
【ボランティアさんへ一言】
皆さん、明るく元気な方々ばかりです。
外出レクにも力を入れており、一緒に外出を支援
していただけるとありがたいです。
一緒に楽しみましょう。

【募集内容】
・利用者様との話し相手
・レクリエーション、ゲームのお手伝い
（囲碁、麻雀、将棋等）
・折り紙の指導など（教えていただけるもの）
【ボランティアさんへ一言】
ボランティアさんご自身が、楽しく過ごしていただ
きたいです。
ボランティア初心者さんOKです。

特別養護老人ホーム
なごやかハウス滝ノ水（担当：濵田）

デイサービスとまり樹の家
（担当：村上）

緑区滝ノ水3-2103
電話：895-7671 FAX：895-7673

緑区池上台三丁目４８番地
電話：893-8201 FAX：893-8203

【募集内容】
・レクリエーションの補助
・ご利用者の話し相手
・ボランティアさんがやりたいこと
・車イスの清掃
・シーツ交換補助
など
【ボランティアさんへ一言】
「ボランティアしたいが何ができるかわからな
い」という方もお気軽にご相談ください。

【募集内容】
ご利用者様と一緒に歌・楽器演奏など希望致します

【ボランティアさんへ一言】
アットホームなデイサービスです。
ご利用者様を笑顔一杯にして下さるボランティアさ
んをお願いします。

デイサービスセンター浦里
（担当：厚味）
緑区浦里1-32-1
電話：892-8350

FAX：892-8365

【募集内容】
・話し相手・囲碁・麻雀・将棋・トランプ等の相
手
・歌・楽器演奏・芸の披露・手芸、工芸指導
・お茶出し、ドライヤー・園芸補助 など
【ボランティアさんへ一言】
お話の好きな穏やかな方が多いので、ボランティ
アが初めての方でもすぐになじめると思います。

発 行

社会福祉法人名古屋市緑区社会福祉協議会

〒458-0041 緑区鳴子町1-7-1

電話:052-891-7638
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FAX:052-891-7640

緑区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
ケアパートナー大高
（担当：佐藤）

有松デイサービスセンター
（担当：馬場）

緑区清水山2-402
電話：626-3120 FAX：623-3760

緑区鳴海町字有松裏２００番地 有松住宅棟2階
電話：625-6311 FAX：625-6350

【募集内容】
・話し相手
・レクリエーション
・麻雀、将棋、囲碁
・歌や楽器の演奏、踊りなど

【募集内容】
・①歌や踊りや楽器演奏（劇や手品など含む）
・ご利用者様の話し相手、レクリエーションの手伝
い

【ボランティアさんへ一言】
１日50名以上の方が来ています。
色々な方との交流を楽しみにしています。

【ボランティアさんへ一言】
一部14：00から行う内容①の方には、状況によって
写真やDVDをプレゼントしております。

特別養護老人ホーム黒石荘
（担当：橋本）

緑区★福祉ボランティア
募集情報(ｲﾍﾞﾝﾄ)★

緑区黒沢台5丁目211
電話：876-2611 FAX：877-6090
【募集内容】
・利用者さんの話し相手
・外回りのそうじ（落ち葉集め、草取りなど）
・レクリエーションの手伝い

【ボランティアさんへ一言】
緑豊かな自然の多い施設です。
入所されている方に喜んでいただける環境を作りた
いのでいろいろなお手伝いをしてくださる方を募集
します。

名古屋市緑区社会福祉協議会
マスコットキャラクター にじーな

デイサービスセンター浦里
（担当：厚味）
緑区浦里1-32-1
電話：892-8350

FAX：892-8365

【募集内容】
園芸植え替えのお手伝い
夏祭り、敬老の日企画
（企画はコロナ禍が落ち着いたら計画予定です。）
【ボランティアさんへ一言】
日当たりの良い３階ベランダで、季節の花や野菜を
育てています。お話の好きな、穏やかな方が多いの
で、ボランティア初めての方でもすぐになじめると
思います。
一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。

新型コロナウイルスの影響等により、募集状況等は変更になる可
能性があります。
募集が一時休止中（今後再開する予定あり）であると確認できた
情報については「一時休止中」の印を表示しています。
最新情報については、各お問合せ先にご確認ください。

発 行

社会福祉法人名古屋市緑区社会福祉協議会

〒458-0041 緑区鳴子町1-7-1

電話:052-891-7638
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FAX:052-891-7640

名東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、名東区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
社会福祉法人

長寿の里

演芸・技芸披露、傾聴・話し相手、付き添いなど
外出レクのお手伝い
施設内の清掃やシーツ交換など軽作業、傾聴やお散歩、
簡単な体操、マッサージ

募集日時：制限なし
交通機関：名古屋市営バス

デイサービスえんがわにっき

香流川翔裕園

最寄りのバス停：下坪

〒465-0004 名東区香流1-101
電話:052-769-1120（担当：渡邉）
FAX:052-769-1125
Ｅ-mail:kanaregawa@cyoujyunosato.jp

演芸・技芸披露、簡単な体操
レクを一緒に楽しむ

駐車場：あり
募集日時：月・火・水・木・金・土
14:15～ 1時間～1時間30分程度
交通機関：名古屋市営バス（基幹バス）
最寄りのバス停：猪子石
〒465-0008 名東区猪子石原2-1302
電話:052-726-9900（担当：井上）
FAX:052-726-9901
E-mail：engawa@abelia.ocn.ne.jp

名東ハーネス
点訳のボランティアサークルです。
パソコン点訳を主とし、広報なごや名東区版・新聞の
のコラム・歌壇等を定期的に希望者に送付しています。
また、視覚障がい者個々人の要望に応じ、教科書・
楽譜・児童書の点訳も行なっています。
初心者大歓迎！社会福祉協議会までご連絡ください。

活動日時：毎週水曜日 10：00～12：00
活動場所：第1（水）社会福祉協議会
第2・3・4（水）生涯学習センター

名東福祉会

AM 軽作業のお手伝い
PM 創作活動（月・木）のお手伝い

障がい者の方の補助を目的とした活動を行って頂きま
す。利用者の皆様が安全で楽しいひと時を過ごせるよ
うご協力ください。義務教育修了者（中学卒業）以上
の方
駐車場：あり
年末年始以外9:30～20:30
〒465-0055 名東区勢子坊二丁目1501番地
電話:052-703-6633(担当：高月）
FAX:052-704-8370
Email：nago.sad@viola.ocn.ne.jp

等

交通機関：地下鉄東山線「星ヶ丘」駅下車→市バスターミナル③乗り場

循環「極楽西」下車徒歩３分
10:00～11:30,13:00～14:30（要相談）

〒465-0054 名東区高針台1-911
電話:052-704-7551(担当：佐古田)
FAX:052-704-7552
E-mail：hamanasu@meito.or.jp

名古屋市障害者スポーツセンター
障害者スポーツセンターを利用される方の練習相手や
安全管理の補助各種大会、行事の運営補助等

はまなす

デイサービス

ソラスト一社

演芸・技芸披露、傾聴・話し相手、レクを一緒に楽しむ、
付き添いなど外出レクのお手伝い、手工芸
趣味活動の指導、囲碁・将棋・麻雀の相手
個人の方でも団体の方でもジャンルを問わず募集

募集日時：月・火・水・木・金・土(祝休み)
14:00～16:00
交通機関：地下鉄

最寄り駅：一社

駐車場：あり
〒465-0092 名東社台2-205
電話:052-760-2811（担当：加藤）
FAX:052-778-5811
E-mail:sakura@chikusa.or.jp

ケアハウスシーダーヒルズ

ワンライフ牧の里スポーツパーク

演芸・技芸披露、傾聴、音楽、学生サークル、

スポーツ、レクのお手伝い（サッカー、プール、トラン
ポリン等。子ども達の夢と希望を一緒に支えませんか。

他ジャンル不問

交通機関：市バス

募集日時：月～日 午後
交通機関：地下鉄 最寄り駅：上社
市バス
上社西
駐 車 場：あり
〒465-0021 名東区社台3－19－１
電話:052－774-8350（担当：遠藤）
FAX:052－774-8351
E-mail:endo@sugiyamahp.com

駐車場

発 行
編 集

最寄り駅：高針

:なし

募集日時：月～金13:00～17:30
〒465-0068 名東区牧の里1丁目1316番地
電話:052-880-2014（担当:森）
FAX:052－880-2012
E-mail:info@onelife.or.jp

社会福祉法人名古屋市名東区社会福祉協議会
〒465-0025 名東区上社1-802 上社ターミナルビル2F 電話:052-726-8664 FAX:052-726-8776
ホームページ：http://meito-shakyo.or.jp/
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名東区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和3）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、名東区社会福祉協議会までお問合せください ★★★
デイサービスエデン

社会福祉法人TUTTI（トゥッティ）
障がい者のはたらく作業所です。障がいがある仲
間たちが、心をこめて作った夕食弁当を、地域の
高齢者や障がいのあるお客様にお届けする配達員
さんのボランティアを募集しています。ボラン
ティア初体験の方も大歓迎です。
駐車場：あり
交通機関：地下鉄（藤が丘）市バス（新藤森橋）
募集日時：午後4時～5時30分 (最長の場合)
月・火・木・金・土（祝日はお休み）
※時間・曜日応相談、週1～OK
※配達は近隣へは徒歩、自転車。遠方へは当施設
の自動車をご使用ください。ボランティア保険
有。
〒465-0022 名東区藤森西町301-1
電話:052-760-5055（担当：浅井）
FAX:052-760-5056
Email：tutti@gol.com

レクを一緒に楽しむ（折り紙・切り絵）、
演芸・技芸の披露、手工芸・趣味活動の指導

募集日時：囲碁（月・木）
13:00～15:00
駐車場：あり

〒465-0012 名東区文教台2－405
シニアハウス文教台1F
電話:052-777-8834（担当：小島・下田）
FAX:052-777-8834

他

ITネットなごや

他

ITを活用した障害者支援の一助として「相談会」『当事
者会』を実施しています。会場設営、受付、荷物運びな
どをできる範囲でお手伝いください。
毎月１回程度参加できる方で、ボランティア保険に加入
している方,メール(PC・タブレット・スマホ)の連絡が
できる方
活動日：祝日・土曜
会場：名東区在宅サービスセンター
問合せ：ITネットなごや 事務局 中田
Ｅ-Mail
itnetnagoya@gmail.com

名東区災害ボランティアの会

一緒に学びませんか？
この会は、人々が助け合い支え合うコミュニティ
づ
くりを目指しています。
災害時は名東区災害ボランティアセンターを運営
し、平常時は学びの会や人材交流・情報ネット
ワークづくりをします。
名東区社会福祉協議会までお問い合わせくださ
い。
電話：052-726-866

名東児童館
児童館では年間をとおして多くの行事を開催していま
す.そういった行事の運営にご協力いただけるボラン
ティアさんを随時募集しています。
募集日時：休館日以外
※休館日：月曜日（市立小学校の夏・冬・春休み期間
は日曜日）、祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も
休館）、
年末年始。
交通機関：地下鉄 最寄り駅：一社
：市バス
：名東福祉会館
〒465-0094 名東区亀の井2‐201
電話:052-704-8314(担当：浅野)
FAX:052-704-8314

社会福祉法人名古屋市名東区社会福祉協議会
発 行

〒465-0025 名東区上社1-802 上社ターミナルビル2F 電話:052-726-8664 FAX:052-726-8776
ホームページ：http://meito-shakyo.or.jp/
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天白区★福祉ボランティア募集情報★
2021（令和 3）年６月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、天白区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

天白ハッピーボイス（音訳ボランティア）
募集内容

一緒に活動していただけるメンバー募集！！
視覚障がいのある方に、広報なごや天白区版や天白生涯学習セ
P

R

ンターの講座案内、社協情報紙「ぱわわ」などの音訳 CD を作成
して、情報提供をしています。

活動場所
体験・見学
問合せ先

天白区在宅サービスセンター、天白生涯学習センター
年間を通じて随時受け入れ
天白区社会福祉協議会

ボランティア担当まで

みなづき会（点訳ボランティア）

募集内容

一緒に活動していただけるメンバー募集！！
視覚障がいのある方に、広報なごや天白区版や社協情報紙「ぱ
P

R

わわ」、新聞記事などの点訳をして、情報提供をしています。ま
た、区内の小中学校等での福祉体験学習のお手伝いなどをしてい
ます。

活動場所
体験・見学
問合せ先

天白区在宅サービスセンター
年間を通じて随時受け入れ
天白区社会福祉協議会

ボランティア担当まで
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天白わかば（アイマスク・ガイドヘルプ）
募集内容

一緒に活動していただけるメンバー募集！！
P

視覚障がいのある方の外出のお手伝いと、区内の小中学校等で
の福祉体験学習（アイマスク体験）のお手伝いが主な活動です。
月に一度定例会を開き、活動報告などをしています。

R

活動場所
体験・見学
問合せ先

天白区在宅サービスセンター等
年間を通じて随時受け入れ
天白区社会福祉協議会

ボランティア担当まで

福祉施設(高齢者)

福祉施設(障がい児・者)

福祉施設(児童)

ボラ団体(高齢者)

ボラ団体(障がい児・者)

ボラ団体(児童)

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市天白区社会福祉協議会
〒468-0015 天白区原 1-301 原ターミナルビル 3F
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他

福祉施設(その他)
ボラ団体(その他)

QR コードはこちら！

電話 052-809-5550 FAX 052-809-5551
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他

名古屋市社協広報誌編集ボランティア

他

「ほっとはあとクラブ」

「ほっとはあとクラブ」では、メンバーを募集中！名古屋
市社協広報紙「ふれあい名古屋」の紙面作りを通じて、ボラ
ンティアの情報発信やボランティア団体の後方支援を行いま
す。
年４回の編集会議は、和気あいあいとした雰囲気。紙面構
成を決めた後は、メンバーで分担して取材や記事執筆を行い
ます。

使用済み切手等仕分けボランティア

「ポストの会」

名古屋市社会福祉協議会では、ご寄託いただいた使用済
み切手をボランティアさんのご協力のもと仕分し、収集先
の団体へ送付しています。この仕分けにご協力いただける
ボランティアを募集しております。仕分け作業は誰でもで
きる、簡単なものです。皆さんおしゃべりしながら、和気
あいあいと仕分けをしています。
興味をもたれた方、参加してみたい方はお気軽にご連絡
ください。

【活動日時】年4回程度（4月・7月・10月・1月）
平日19：00～21：00
【活動場所】名古屋市総合社会福祉会館5階
（北区清水4-17-1）
【その他】 文章を書くのが好きな人、取材をしてみたい
人、編集・取材の未経験者も大歓迎です！

【活動日時】毎月第3木曜日10:00～16:00
入退室自由、1時間のみの参加も可
【活動場所】名古屋市総合社会福祉会館6階
多目的活動室（北区清水4-17-1）

【問い合わせ】名古屋市社会福祉協議会
ボランティアセンター（担当：井本）

【問い合わせ】名古屋市社会福祉協議会
ボランティアセンター（担当：井本）
瑞穂障害者青年学級
ボランティアサークル 汽車ポッポ

おもちゃ図書館「ともだち」
子どもたちが楽しく自由におもちゃで遊べて、気に入った
おもちゃがあれば借りて帰ることのできる「おもちゃ図書
館」は、ボランティアさんの力によって運営されています。
子どもたちが楽しく安心しておもちゃで遊ぶためにご協力い
ただけませんか？
主な活動内容は、会場の準備と片付け、おもちゃの整理や
貸出し手続きです。資格や経験、年齢は問いません。まずは
気楽なお気持ちで見学をどうぞ。お待ちしています！
【活動日時】第1月曜日 10:00～15:00
第2土曜日 10:00～15:00
第3日曜日 13:00～16:00
※祝日は休館、その他臨時休館あり
【活動場所】名古屋市総合社会福祉会館6階
トレーニングルーム（北区清水4-17-1）
【その他】 未経験者、お子さん連れ、月に1回2～3時間の
ご参加も歓迎です。コロナ禍により人数制限が
あるため、募集日時はご確認ください。

明るく楽しい学級です。参加する知的障害の方とわたした
ちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか？
興味がある方は、お気軽に問い合わせてください！
【活動内容】
➀活動内容の企画や準備(毎週金曜19:00～21:00)
②知的障害の参加者を支援して一緒に楽しむ
(毎月第3日曜日)
③知的障害の参加者にお便りを送る
(最終週金曜19:00～21:00)
【主な活動場所】瑞穂生涯学習センター
（瑞穂区惣作町2-27-3）

【問い合わせ】
〒467-0055
瑞穂区中根町5-23 ライオンズマンション瑞穂中根301
電話：052-831-6258 FAX：052-831-6258
メール：kawaikenji97@i.softbank.jp
代表者：河合賢治

【問い合わせ】名古屋市社会福祉協議会
ボランティアセンター（担当：若森）
学生ボランティアサークルおでん

障害児・者の方々と関わることで、人を知り、自分自身を知ることができたら…と思っています。一緒に、新しいことにチャ
レンジしてみませんか？お電話、メール、お待ちしています！！
【活動内容】
➀障害の重いメンバーの活動支援（毎週土曜日）②障害児･者を対象とした行事の企画･実施（クリスマス会、林間学習等）
③毎週の活動について深め合ったり、行事の準備等を行うミーティング（毎週土曜日）④地域のバザー、お祭りのお手伝い
※大学生対象のボランティアサークルです。守山区を拠点にして活動しています。
【問い合わせ】
電話：080-3678-4487（足立） FAX：052-791-9160 メール：heart-link@nifty.com 代表者：亀井克司

発 行
編 集

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒462-8558 北区清水4-17-1 名古屋市総合社会福祉会館5階
電話 052-911-3180 FAX 052-917-0702 E-mail：nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp
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プレーパークボランティア

楽器演奏ボランティア

こどもたちが屋外で昔あそびや、体を思いっきり動かして遊ぶ
「プレーパーク」☆そこで、こどもたちと一緒に遊びをつくる
&あたたかく見守るボランティアです！
子どもたちとのびのびと遊びませんか♪

得意な楽器の演奏を通じて、こどもたちと関わっていただけ
るボランティアを募集しています。
皆さんの演奏に合わせて季節の歌を歌ったり、楽器に触れた
り…。こどもたちと楽しい時間を過ごしませんか♪

【活動日時】毎週木曜日(週1回でも月1回でもOK)
13:45～17:30（4月～9月）、
13:45～16:30（10月～3月）
【活動場所】とだがわこどもランド ※住所下記
【募集対象】こども好きな方
【その他】公共交通機関利用に限り交通費実費支給

【活動日時】１ヶ月に1回程度 ※応相談
【活動場所】とだがわこどもランド ※住所下記
【募集対象】高校生以上、楽器が演奏できる方
【その他】公共交通機関利用に限り交通費実費支給

大型イベントボランティア
年４回(５月・８月・１０月・１月)のおまつりなどの大きな行
事の際に、工作や調理の企画補助や、受付スタッフなど簡単な
お手伝いいただきます。
初めての方も大丈夫ですので気軽にご連絡ください。
【活動日時】年４回（５月・８月・１０月・１月）
※それぞれ開催月の前月中にご連絡ください。
【活動場所】とだがわこどもランド ※住所右記
【募集対象】こども好きな方
【その他】交通費実費支給
（福）名古屋市総合リハビリテーション事業団
なごや福祉用具プラザ 技術ボランティア

他

～いっしょにやってみませんか？～
ものづくりと社会貢献、楽しみながら始められます。

【活動内容】①名駅くらさぽサロンの運営サポート
（概ね2～３ヶ月に1回：1回2時間程度）
②パソコン講座、趣味講座などの運営サポー
ト（随時）
③その他（個別にセンターからご相談させて
いただく場合があります）
【活動場所】名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター
名駅 ※住所下記
【その他】上記いずれかの活動のみの参加も大歓迎！
センター職員が、活動内容、時間など個別に
相談しながらサポートします。ボランティア
活動保険への加入をお願いします。

毎週木曜日、土曜日の午後
毎月第2・4火曜日の午後
毎月第2土曜日の午後

【問い合わせ】なごや福祉用具プラザ（担当：田中）
〒466-0015 昭和区御器所通3-12-1
御器所ステーションビル3階
電 話：052-851-0051 ＦＡＸ：052-851-0056
E-mail：n-plaza@nagoya-rehab.or.jp
火曜日から日曜日10:00～18:00（月・祝日休み）

発 行
編 集

サロン・イベント・講座
サポートボランティア

「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」は、仕
事のこと、家計のこと、家族のことなど、生活のことでさ
まざまな悩みを抱える方が気軽に相談できるセンターで
す。名駅センターでは、イベントや講座などをサポートし
てくださる方を募集しています。年齢資格は問いません。
ボランティア未経験の方も大歓迎！ご興味ある方は、ぜひ
一度ご連絡ください。

なごや福祉用具プラザではボランティアを募集していま
す。自助具グループ、被服グループ、パソコングループに分
かれて活動しています。
既製品では合わない、使いづらい、パソコンで困ったな
ど、なごや福祉用具プラザで相談を受けた障害のある方や高
齢者のために道具を作ったり、衣類を手直ししたり、パソコ
ン・スマートフォンのトラブルに対応しています。自分の仕
事や趣味でかかわってきた“ものづくり”、“パソコンなど
の技術”を役立ててみませんか。ものづくりが好き、福祉用
具について知りたい、困っている人に喜んでもらいたい、そ
んな気持ちがあればじゅうぶんです。仲間といっしょに考え
たり、ものづくりをやってみませんか。
【活動日時】
自助具グループ
被服グループ
パソコングループ

【問い合わせ】とだがわこどもランド（担当：熊谷）
〒455-0873 港区春田野1-3616
電話：052-304-1500

【問い合わせ】名古屋市仕事・暮らし自立サポートセン
ター名駅（担当：野澤）
〒450-0003 中村区名駅南1-5-17
ネットプラザ柳橋ビル3階
電話：052-446-7333 FAX：052-446-7555

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒462-8558 北区清水4-17-1 名古屋市総合社会福祉会館5階
電話 052-911-3180 FAX 052-917-0702 E-mail：nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp
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知的・精神・発達障がい者の方への
学習指導ボランティア
一般企業への就職を目指している知的・精神・発達障がい者
の方へ、就職(後)に必要な知識習得のための学習指導をお願い
します。学習指導の時間は毎朝設けており、皆さん一生懸命に
取り組んでいます。障がい者支援に少しでも興味のある方、ま
ずは一度センターをご見学ください。皆さまの人生がさらに実
りあるものになること間違いなしです。お待ちしております。
【活動日時】月～金 9:00頃～10:30頃までの
1時間～1時間半程度（頻度：週１～３日）
【活動場所】名古屋市障害者雇用支援センター ※住所下記
【その他】知的障がいの方には国語や算数レベルです。
実費弁償費(交通費相当)として1日千円支給
いたします。
ボランティア活動保険への加入をお願いします。
名古屋市障害者雇用支援センター（担当：濵田）
〒456-0073 熱田区千代田町20-26
電話：052-678-3333

発 行
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社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒462-8558 北区清水4-17-1 名古屋市総合社会福祉会館5階
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