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≪対象年齢≫ 

小…小学生   大…専門学校・大学・短期大学 

中…中学生   般…一般 

高…高校生   

かわさきのボランティア募集情報 

ボラ・ナビ ２０１６ 

夏休み版 
 
【ボランティアってナニ？】 

 

だれもが人間らしく豊かに暮らしていける社会を目指

し、身近なところでできることを自らすすんで活動する

ことです。「ボランティアハンドブック」（川崎市社会福祉協議

会ボランティア活動振興センター発行）より 

 

この夏休み版のボラナビは、夏にできるボランティア情

報満載の 1冊です。さあ！ボランティアの世界のドアを

開けてみよう！！ 

ボラナビの使い方 
 

やってみたい活動をさがす        

連絡先に問い合わせる 

参加する！ 

 

ボランティアをするときの ～ 7 つの約束 ～ 
 

① 何かあったらすぐ連絡する（休みや遅刻など） 

② あいさつは元気よく 

③ 自分から積極的に声をかける 

④ 新しい友だちを見つけよう（同じ友だちばかりでの行動ではなく、友だちの輪を広げる） 

⑤ 活動にふさわしい服装を（まずは、連絡先に確認をしてみる） 

⑥ 活動で知った個人的な情報は他の人には言ったり、SNS 等での発信はしない。（信頼関係を大切にします） 

⑦ 活動で感じたこと・不思議に思ったことを次につなげよう。 

 

 

子どもにかかわるボランティア 

 

 

☆ 保育体験ボランティア募集 

【日時】7/1～8/30 平日 1 週間程度 8：30～16：30 

【場所】川崎乳児保育所 （川崎市川崎区本町 1-1-1） 

【アクセス】京急川崎駅より徒歩 4分 

【内容】・0～2歳児の保育補助・保育に伴う環境整備 

【条件】健康で明るい方、子どもが好きな方、高校生以上 締切日：7/29（金） 

【連絡先】川崎乳児保育所 ☎ 044-222-2171 

○日数や時間の調整もできますので、お気軽にお問い合わせください。 

 

 
☆ 「日吉あそびっ子クラブ」ボランティア  

【日時】7/26（火）13：00～17：00、8/5（金）10：00～12：00、8/18（木）13：00～16：00、9/10（土）10：00～12：00、 

10/1（土）10：00～14：00、ほか 

【場所】7/26 はさいわいふるさと公園、9/10 は鶴見川鷹野大橋付近、他は日吉分館（幸区南加瀬 1-7-17 日吉合同庁舎 3Ｆ） 

【アクセス】JR 横須賀線・湘南新宿ライン新川崎駅より徒歩 15 分 

【内容】子どもたちが楽しく活動できるよう、プログラムの準備や片づけをするほか、活動に付き添っていただきます。 

【条件】資格、年齢不問。中高生歓迎。子どもと遊ぶことが好きな方。昼食持参の回あり。 

【連絡先】日吉分館市民実行委員会 ☎ 044-587-1491 
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☆ 保育ボランティア募集  

【日時】月曜日～金曜日 9：00～16：00、月曜日～金曜日 9：00～13：00 

【場所】たいよう保育園 （幸区南幸町 2-14-2） 

【アクセス】JR 南武線川崎駅より徒歩 7分 

【内容】保育補助や食事の介助、お散歩のお手伝い、製作物の製作のお手伝い 

【条件】未経験者歓迎。昼食。エプロン持参 

【連絡先】たいよう保育園 ☎ 044-544-6742/✉ kira-kira@taiyou-hoikuen.sakura.ne.jp 

 

 

☆ 保育補助スタッフ募集 

【日時】平日：10：00～17：00 の可能な時間／夕方：14：30～18：00 

【場所】長幼会 玉川保育園 （中原区北谷町 61） 

【アクセス】JR 南武線平間駅より徒歩 5分 

【内容】保育補助…給食配膳、保育室の掃除等 

【条件】コップ、スニーカー、エプロン持参、要検便 

【連絡先】（社福）長幼会 玉川保育園 ☎ 044-555-1778 

 

 

☆ 子育て応援ボランティア募集  

【日時】おいでおいでルームがオープンしている時間帯、1時間でも 1日でも 

【場所】地域子育て応援団・おいでおいでルーム （高津区、宮前区） 

【内容】未就園児の子ども＆ママパパと楽しいことを共有して遊ぶ。（室内・戸外・お散歩の寄り添い等） 

【条件】資格特に有無なし・動きやすい服装・保険加入なし 

【連絡先】地域子育て応援団「おいでおいでルーム」 ☎ 044-788-8330/✉ staff@oide-room.com 

 

 

☆ 保育補助ボランティア／保育遊具製作ボランティア  

【日時】（１）月～金 8：30～17：30 または土曜日のみも可、（２）7：30～9：00／16：00～18：00 どちらか一方でも可 

【場所】ももの里保育園 （中原区宮内 2-26-40） 

【アクセス】JR 南武線武蔵新城駅より徒歩 15 分（武蔵小杉駅または溝口駅からバスもあります） 

【内容】（１）乳幼児（0～5 歳児クラス）の保育の補助（一緒に遊ぶ、絵本等の読み聞かせ、保育教材の準備等）、（２）朝夕の保

育補助、（３）保育遊具製作（人形、布おもちゃ、絵カード等） 

【条件】資格ある方歓迎。なくても子ども好きな方歓迎。上履き、エプロン、昼食持参。締切日：7/27（水） 

【連絡先】（社福）川崎保育会 ももの里保育園 ☎ 044-753-2980/✉ momonosato＠star.ocn.ne.jp 

 

 

☆ 学生ボランティア体験 ＠子育て支援センターかみさくのべ  

【日時】長期休暇中の火・木・金（9：30～13：00）2 日間 （長期希望の方はお問合せください） 

【場所】地域子育て支援センターかみさくのべ（上作延こども文化センター入口に集合）（高津区） 

【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。学生に遊んでもらうことでイキイキと体験を広げていくことができま

す。ちょっと抱っこさせてもらったり、絵本を読んであげたり、赤ちゃんや幼児とふれあってください。また、より利用

しやすいセンターにしていくために、利用者ママ・パパへのヒアリングをお願いします。 

【条件】資格不問／動きやすく汚れてもいい服装で／費用負担なし 

【連絡先】NPO 法人子育て支えあいネットワーク満 ☎ 070-5567-3839 

 

☆ 学生ボランティア体験 ＠子育て支援センターすえなが  

【日時】長期休暇中の火・木・金（9：30～13：00）2 日間 （長期希望の方はお問合せください） 

【場所】地域子育て支援センターすえなが（末長こども文化センター入口に集合） （高津区） 

【内容】上記「かみさくのべ」参照 

【条件】資格不問／動きやすく汚れてもいい服装で／費用負担なし 

【連絡先】NPO 法人子育て支えあいネットワーク満 ☎ 090-8300-9372/✉ kosodate@man-kawasaki.org 

 

☆ 学生ボランティア体験 ＠子育て支援センターしぼくち  

【日時】長期休暇中の火・水・木（9：30～13：00）2 日間 （長期希望の方はお問合せください） 

【場所】地域子育て支援センターしぼくち（子母口こども文化センター入口に集合） （高津区） 

【内容】上記「かみさくのべ」参照 

【条件】資格不問／動きやすく汚れてもいい服装で／費用負担なし 

【連絡先】NPO 法人子育て支えあいネットワーク満 ☎ 090-8300-9372/✉ kosodate@man-kawasaki.org 

 

☆ 学生ボランティア体験 ＠子育て支援センターひがしたかつ  

【日時】長期休暇中の火・水・金（9：30～13：00）2 日間 （長期希望の方はお問合せください） 

【場所】地域子育て支援センターひがしたかつ（東高津こども文化センター入口集合） （高津区） 

【内容】上記「かみさくのべ」参照 
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【条件】資格不問／動きやすく汚れてもいい服装で／費用負担なし 

【連絡先】NPO 法人子育て支えあいネットワーク満 ☎ 090-8300-9372/✉ kosodate@man-kawasaki.org 

 

☆ 学生ボランティア体験 ＠子育て支援センターみやうち  

【日時】長期休暇中の水・木・金（9：30～13：00）2 日間 （長期希望の方はお問合せください） 

【場所】地域子育て支援センターみやうち（宮内こども文化センター入口に集合） （中原区） 

【内容】上記「かみさくのべ」参照 

【条件】資格不問／動きやすく汚れてもいい服装で／費用負担なし 

【連絡先】NPO 法人子育て支えあいネットワーク満 ☎ 090-8300-9372 

     /✉ kosodate@man-kawasaki.org 

 

 

☆ シニアボランティア募集＠地域子育て支援センター   

【日時】運営する地域子育て支援センターの開所時間内 ※事前相談の上 

地域子育て支援センターかみさくのべ（火・木・金曜日 9：30～12：30） 

地域子育て支援センターすえなが（火・木・金曜日 9：30～12：30） 

地域子育て支援センターしぼくち（火・水・木曜日 9：30～12：30） 

地域子育て支援センターひがしたかつ（火・水・金曜日 9：30～12：30） 

地域子育て支援センターみやうち（水・木・金曜日 9：30～12：30） 

【場所】各地域子育て支援センターの入口付近 （中原区、高津区） 

【内容】地域子育て支援センターは、子育て中の親子が自由に遊んだりおしゃべりしたりできる場です。近所に住みながらも日頃

関わる機会の少ない乳幼児親子さんと交流しませんか？ 子育てに関わる楽しさが地域に広がっていくことを願い、シニ

アの交流ボランティアさんを募集しています。赤ちゃん・子どもたちに向けての絵本のよみきかせ、ママに向けてのわら

べうたやふれあい遊びの紹介など、ご自身の得意なことを活かして交流していただければと思います。日程や期間、内容

については、お気軽にお問合せください。 

【条件】資格不問／費用負担なし 

【連絡先】NPO 法人子育て支えあいネットワーク満 ☎ 090-8300-9372/✉ kosodate@man-kawasaki.org 

 

 

 

☆ 保育所 夏のボランティア  

【日時】8/22（月）～8/26（金） 9：30～13：30 

【場所】たつのこ共同保育所 （高津区向ヶ丘 137-3） 

【アクセス】東急田園都市線宮崎台駅より徒歩 20 分 

【内容】保育所の子どもと遊ぶ、掃除・後片付けなど 

【条件】高校生以上、昼食代（200 円）負担 

【連絡先】たつのこ共同保育所 ☎ 044-866-2195 

 

 

☆ 保育園でボランティアしてみませんか？  

【日時】8/1（月）～9/2（金）土日・祝日を除く 8：30～16：30 

※この期間で時間の中でボランティア活動が可能な日を相談 

【場所】川崎市たちばな中央保育園 （高津区千年 1300） 

【アクセス】JR 南武線武蔵新城駅より徒歩 15 分 

【内容】・子どもと遊ぶ(外遊び・プール遊び・泥んこ遊び)・掃除、片付け・寝かしつけ手伝い 

【条件】保育士志望の学生、動きやすい服装、運動靴・エプロン(名前付)・コップ・給食費(1 日 300 円)。締切日：7/22(金) 

【連絡先】（社福）厚生館福祉会 川崎市たちばな中央保育園 ☎ 044-753-2525 

 

 

☆ 子ども好きな方・施設修繕のお手伝いさん募集  

【日時】（１）学習：火・木曜日 15：00～18：00。遊び：月・水・金曜日 15：00～17：00。行事：おもに土・日曜日（応相談）。 

（２）修繕：平日 10：00～18：00 

【場所】ヒルズすえなが （高津区末長 1丁目） 

【アクセス】東急田園都市線溝の口・梶が谷駅より徒歩 5～10 分 

【内容】（１）子どもたちを対象とした遊びの支援や学習ボランティア、行事のお手伝い。（２）施設の修繕としたペンキ塗り等の

修繕、各設備の修繕。 

【連絡先】ヒルズすえなが ☎ 070-2653-0046 

 

 

☆ 夏季（7～9月）保育園での保育補助さん募集  

【日時】7～9月の 8：00～18：00 で応相談 

【場所】緑の杜保育園 （高津区下作延 2-6-3） 

【アクセス】東急田園都市線溝の口駅より徒歩 10 分 
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【内容】園児の着替えの手伝い、園児と一緒に遊ぶ、保育に係わる清掃や片づけなど 

【条件】子どもが好きな方、養成校に通学中の方、子育て経験のある方 

【連絡先】緑の杜保育園 ☎ 044-866-6914 

 

 

☆ 科学実験教室の講師・アシスタント募集  

【日時】かわさき宙と緑の科学館での活動の場合：毎月第 2土曜日 10:00～17:00 

(14：00～17：00 は打合せ会)、第 4土曜日 13：00～15：00 

【場所】かわさき宙と緑の科学館、市内こども文化センター・わくわくプラザ、 

市立学校他 （多摩区、他） 

【内容】おもに児童生徒を対象とした科学実験教室の計画、実施、アシスタント。 

【条件】子どもと科学が好きな方 

【連絡先】かわさきアトム工房  メール✉ kawasakiatom@yahoo.co.jp 

 

 

☆ 保育ボランティア   

【日時】6/30（木）10：00～12：00、7/4（月）10：00～12：00、7/8（金）10：00～12：00 

7/14（木）10：00～12：00、8/5（金）10：00～12：00、8/28（日）13：00～15：00 

9/2（金）10：00～12：00、9/11（日）11：00～15：00（一部時間でも可）、9/15（木）10：00～12：00 

9/26（月）10：00～12：00 

10 月以降：10/7（金）、10/20（木）、11/4（月）、11/17（木）、12/2（金）いずれも 10：00～12：00 

【場所】いなだ助産院 （多摩区菅稲田堤 3-4-1） 

【アクセス】JR 南武線稲田堤駅より徒歩 5 分、京王相模原線稲田堤駅より徒歩 7分 

【内容】会議、勉強会時に、子どもと一緒に遊んでください。 

【条件】子どもの好きな方、汚れてもよい服装でいらしてください。日程の変更追加の可能性あり。事前に問合せを。 

【連絡先】クローバーの会 ☎ 090-1799-7898/✉ clover.inochi@gmail.com 

 

 

☆ 保育補助スタッフ募集  

【日時】未定 

【場所】ティンクル上野川保育園 （宮前区野川 188） 

【アクセス】東急田園都市線鷺沼駅より東急バス梶が谷駅行「山下」下車徒歩 1 分 

【内容】保育補助  【条件】保育士資格があれば尚良 

【連絡先】ティンクル上野川保育園 ☎ 044-752-2868/✉ twinkle@seisa.ed.jp 

 

 

☆ 保育ボランティア募集  

【日時】月曜日～金曜日 9：00～17：00 の都合のいい時間 

【場所】地域子育て支援センター さぎぬま （宮前区） 

【内容】（１）環境整備（花壇の手入れ、室内外の清掃）、（２）おもちゃ作り、（３）乳幼児親子の遊びの見守りと援助 

【条件】子どもが好きな方／学校での単位や資格取得にかかわるボランティアの受け入れは不可 

【連絡先】地域子育て支援センター さぎぬま ☎ 044-855-1751 

 

 

☆ 保育園ボランティア  

【日時】7/1～9/30 の月曜日～金曜日 8：30～17：00 の間 

【場所】園に直接いらしてください （宮前区土橋 4-7-1） 

【アクセス】東急田園都市線鷺沼駅より徒歩 10 分 

【内容】保育補助（子どもたちと一緒に楽しく遊ぶ、食事などの生活の介助、絵本や紙芝居の読み聞かせ、園舎内の環境整備や清

掃など） 

【条件】中学生以上/人のために何かをしてあげたい方歓迎します 締切日：参加日の５日前まで 

【連絡先】たつのこのはら保育園 ☎ 044-920-9200 

 

 

☆ 保育ボランティア  

【日時】月曜日～金曜日 8：30～17：00 の間 

【場所】野川南台保育園 （宮前区野川 2252-6） 

【アクセス】JR 南武線武蔵中原、武蔵小杉駅よりバス鷺沼行、道中坂下行「山崎」下車徒歩 10 分 

【内容】保育補助（子どもと遊ぶ、着替えの手伝い等の介助、掃除、後片付け等保育士のお手伝い） 

【条件】健康で、子どもが好きな方 

【連絡先】（社福）星槎 野川南台保育園 ☎ 044-740-1833 
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☆ 学童保育ボランティア募集  

【日時】7/20～8/20 間の小学校夏休み期間中。 

【場所】どれみキッズ（すきっぷどれみ園分園 3階） （宮前区宮崎 175-62） 

【内容】小１～小４年生の学習支援。外遊びや室内遊びの活動補助。環境づくりや清掃など。 

【条件】大学生以上。要ボランティア保険加入。 

【連絡先】学童クラブ どれみキッズ ☎ 070-6564-0138/✉ doremikids@y-mobile.ne.jp 

 

 

☆ 子ども好きな方ならどなたでも OK！保育のお手伝い  

【日時】8：30～16：00 または 8：30～12：30 

【場所】三田かしのみ保育園 （多摩区三田 1-18-3） 

【アクセス】小田急線生田駅より徒歩 5 分 

【内容】子どもと一緒に遊ぶ／着替え、食事の介助／保育士の手伝い（掃除、教材準備）など 

【条件】資格不問、上履き・エプロン・三角巾持参 締切日：7/29（金） 

【連絡先】三田かしのみ保育園 ☎ 044-932-2111 

 

 

☆ 保育ボランティア、得意なことを教えてくれるボランティア  

【日時】（１）7月中旬～8月下旬の月～金 9：00～18：00 のうち数時間、（２）月～土 14：00～18：00 のうち数時間、 

（３）月・水・木、（４）月～金の午前中、土日 

【場所】たまっ子学童ホール他 （多摩区） 

【内容】（１）夏休み中の保育や行事の手伝い（短期）、（２）年間の保育や行事の手伝い（長期）、（３）近隣の保育園、わくわくプ

ラザ、学童保育所での絵本の読み聞かせ、（４）囲碁、将棋、ベビーヨガ、手芸など地域の方に教える 

【条件】中学生以上の健康で子ども好きな方 

【連絡先】学童ホール支援グループ ☎ 070-6649-3217/✉ p229@di.pdx.ne.jp 

 

 

☆ 学童スタッフ・ボランティア募集  

【日時】平日 9：00～14：00/14：00～19：00 

【場所】みんなのおうちバンビのピエノ （麻生区） 

【内容】学童保育で授かっている子どもたちと勉強、遊びの指導等 

【条件】昼食持参、子どもの好きな方、若い方歓迎 

【連絡先】みんなのおうちバンビのピエノ ☎ 044-281-5671/✉ mail@banbinopieno.com 

 

 

お年寄りにかかわるボランティア 

 
 

☆ 「きりかぶ夏まつり」参加者募集  

【日時】8/21（日）12：00～15：00 の間の 40 分程度 

【場所】馬嶋病院 4階 （川崎区進町 24-15） 

【アクセス】JR 南武線・京急線八丁畷駅より徒歩 3分 

【内容】馬嶋病院恒例の「きりかぶ夏まつり」で、催物（歌・演奏・踊り・演芸等）を披露する。 

今まで、バンド演奏・ピアノヴァイオリン等の楽器演奏・ゴスペル・フラダンス・三味線・舞踊等色々ありました。 

【条件】個人、グループのいずれも可 締切日：7/16（土） 

【連絡先】馬嶋病院在宅総合センター ☎ 044-244-5611 

 

 

☆ 高齢者へ手作りのお弁当を届けます  

【日時】7/26（火）、8/2（火）、8/23（火） 9：00～12：30 1 日のみも可 

【場所】渡田老人いこいの家 （川崎区） 

【内容】お弁当を調理して高齢者宅へお届けする。 

【条件】7/11（月）までに検便提出（キット一式あり）  

【連絡先】高齢者配食ボランティア やまゆりの会 ☎ 044-246-5266 

 

 

☆ イベントスタッフ・演奏者ボランティア募集  

【日時】毎月第 1、第 2日曜日 12：00～16：00（コンサートは 13：30～15：30） 

    ※演奏者は途中参加可能 

【場所】特別養護老人ホームクロスハート幸 （幸区） 

【内容】演奏者には、童謡唱歌の伴奏・スタッフボランティアには、高齢者の誘導、資料配布。機材の設置等 

【条件】演奏者は楽器の持込み等 
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【連絡先】エーデル YS.com ☎ 080-5197-8335/✉ kariboo@muc.biglobe.ne.jp 

 

 

☆ デイサービスボランティア（話し相手、レク等）  

【日時】月曜日～土曜日 10：00～16：00 の間 

【場所】生活リハビリクラブ幸 （幸区） 

【内容】デイサービスのお手伝い全般：利用者の話し相手、レクリエーション活動（コーラス、楽器演奏、ダンス、手品等）アク

ティビティ、ゲーム、小物作りのお手伝い 

【条件】高校生以上、高齢者の方々に敬意を持って接することのできる方 

【連絡先】生活リハビリクラブ幸 ☎ 044-556-1122/✉ r-saiwai@bz03.plala.or.jp 

 

 

☆ 趣味や特技を活かしたボランティアを募集！！  

【日時】平日 10：00～15：30、土日祝応相談 

【場所】ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 （川崎区） 

【内容】趣味や特技を活かしたボランティア（楽器演奏、歌、ダンス、マジック、パフォーマンス等）歓迎。 

その他、外出介助（車いすの移動介助）、昼食時の配膳やお茶出し、利用者の見守りなど。 

【連絡先】（社福）川崎聖風福祉会 ☎ 044-288-5401 

 

 

☆ デイサービスでのボランティア ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】月曜日～土曜日 9：30～16：30 希望の日時を優先します。（３）は 14：00 から 1時間程度 

【場所】川崎ナーシングヴィラそよ風 デイサービス （幸区） 

【内容】（１）利用者の話し相手、その他雑務（コップ洗い、お茶くみ）、（２）ゲームや手工芸など製作活動の手伝い、（３）レク

リエーション活動（ダンス、音楽等の発表会など） 

【条件】未経験歓迎。動きやすい服装。昼食・上履き持参（施設の食事もあります） 

【連絡先】川崎ナーシングヴィラそよ風 ☎ 044-589-0345 

 

 

☆ 施設利用者の話し相手、演奏、演芸、趣味・特技等の披露などボランティア募集 

【日時】1日 1 時間からの短い時間でも大丈夫です。 

【場所】地域密着型特別養護老人ホームこむかい （幸区小向仲野町 1-3） 

【アクセス】ＪＲ川崎駅西口北バス乗り場より市バス 73 系統上平間行「小向バス停」下車徒歩 4 分 

【内容】施設利用者の話し相手や見守りと、演奏・演芸・趣味・特技等の披露など 

【条件】未経験者歓迎 

【連絡先】（社福）三條会 地域密着型特別養護老人ホームこむかい ☎ 044-540-0170/✉ komukai@misasakai.or.jp 

 

 

☆ デイサービスボランティア  

【日時】月曜日～金曜日 9：00～17：00 

【場所】玉川小学校ふれあいデイサービスセンター （中原区） 

【内容】・レクリエーションのサポートなど。各種パフォーマンス 

【連絡先】NPO 法人ワーカーズ・コレクティブぱんじぃ ☎ 044-455-2770 

 

 

☆ 音楽ボランティア ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】月・水・木・土の 13：30～15：00 

【場所】ニチイケアセンター川崎宮内 （中原区） 

【内容】ご入居者 18 名の方がリビングに集まりますので、簡単なステージで歌・演奏をお願いします。 

【条件】高齢者・認知症に理解のある方 

【連絡先】ニチイケアセンター川崎宮内 ☎ 044-740-1861 

 

 

☆ シーツ交換、居室清掃のボランティア  

【日時】未定 

【場所】介護老人福祉施設すみよし （中原区） 

【内容】入居者様の居室の清掃やシーツの交換 

【連絡先】介護老人福祉施設すみよし ☎ 044-455-0880 

 

 

☆ イベントボランティア募集 ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】月曜日～金曜日の間で 14：00～15：00 の 1 時間 

【場所】井田老人デイサービス （中原区井田 2-27-1） 
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【アクセス】JR 南武線武蔵小杉または武蔵新城駅より川崎市バスで井田病院行「井田病院前」下車徒歩 2分 

【内容】ご利用者様を「笑顔」にさせてください。個人・団体関係なく、まずはお問い合わせください。 

【条件】未経験者歓迎です。 

【連絡先】井田老人デイサービスセンター ☎ 044-751-6655 

 

 

☆ レクリエーション手伝いボランティア募集 ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】月曜日～金曜日および祭日 9：30～16：30 時間は応相談 

【場所】川崎市恵楽園 1階フロア （高津区） 

【内容】（１）配茶、手芸の手伝い、話し相手、ゲームの手伝い、入浴後のドライヤーかけ、（２）絵手紙、書道の指導、（３）演奏、

大道芸など一芸の披露 

【条件】未経験歓迎、上履き持参 

【連絡先】川崎市恵楽園デイサービスセンター ☎ 044-861-2648/✉ kawasakisikeirakuen@citrus.ocn.ne.jp 

 

 

☆ 秋祭り行事ボランティア募集  

【日時】9/25（日）13：30～16：00 

【場所】高齢者福祉施設 すえなが （高津区） 

【内容】秋まつり行事の模擬店やゲームコーナーの手伝い 

【条件】未経験者歓迎、動きやすい服装 締切日：9/9（金） 

【連絡先】高齢者福祉施設 すえなが ☎ 044-861-5318 

 

 

☆ レクリエーションボランティア  

【日時】10：00～15：30 

【場所】富士見プラザ デイサービスセンター （宮前区） 

【内容】利用者とのオセロ、将棋、囲碁の相手。傾聴、書道、絵画、折り紙、演奏など。 

【条件】交通費支給 

【連絡先】富士見プラザ デイサービスセンター ☎ 044-751-2465 

 

 

☆ 高齢者施設ボランティア ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】月曜日～金曜日 9：00～16：00 ※行事についてはお問い合わせください。 

【場所】特別養護老人ホーム わらく桃の丘 （宮前区） 

【内容】（１）入居者の話し相手、（２）レクレーション、アクティビティの手伝い（折り紙、体操、園芸等）、（３）施設生活のお

手伝い（清掃、シーツ交換等）、（４）行事のお手伝い（クラブ活動、誕生会、納涼会等）、（５）特技の披露、その他ご希

望の活動がありましたらご相談ください。 

【条件】入居されている方に敬意を持ち接することのできる方 

【連絡先】特別養護老人ホーム わらく桃の丘 ☎ 044-777-8910/✉ tosaka@warakukai.or.jp 

 

 

☆ クラブ活動のボランティア・傾聴ボランティア  

【日時】月曜日～金曜日 9：30～11：30、13：30～15：00 

【場所】（社福）寿楽園 （宮前区） 

【内容】月～金まで行っているさまざまなクラブ活動（書道、生花、ハンドメイドクラブ）での利用者のサポート（道具の準備、

作業の手伝いなど）、利用者の話し相手。 

【連絡先】（社福）寿楽園 ☎ 044-754-1751 

 

 

☆ 学生ボラさんいらっしゃい！  

【日時】第 1 月曜日 9：30～15：00 

【場所】百合丘いこいの家 （麻生区） 

【内容】ミニデイでのお話相手、お茶出し、片付けの手伝いなど 

【条件】昼食・おやつ代 600 円 

【連絡先】ささえあい麻生 ☎ 044-969-1203 

 

 

☆ アルナ園納涼祭ボラ募集  

【日時】7/23（土） 

【場所】柿生アルナ園・特別養護老人ホーム （麻生区） 

【内容】7/23（土）納涼祭ボラ。屋台の手伝い・利用者の付き添い。 

【条件】未経験者可。動きやすい格好。上履き(スリッパ・サンダル不可)。ボラ保険加入済 締切日：7/16（土） 

【連絡先】柿生アルナ園・特別養護老人ホーム ☎ 044-987-0021 
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☆ カフェスタッフ・傾聴おしゃべりスタッフ ＜対象年齢はお問合わせください＞ 

【日時】平日 13：00～16：00 

【場所】みた・まちもりカフェ（多摩区三田 1-12-1 ネオグリーンヒルズ 1F） 

【アクセス】小田急線生田駅より徒歩 7 分、小田急線向ヶ丘遊園駅よりバス明大正門前行「生田中学校」下車 1分 

【内容】カフェでのコーヒー等の飲み物を運ぶ・作る。お客様とのおしゃべり対応。 

【条件】エプロン、三角巾（バンダナ） 

【連絡先】三田サポートわなり ☎ 080-8492-3676/✉ mita.wanari@gmail.com 

 

 

障がいのある方にかかわるボランティア 

 

 
☆ 夏休みを楽しく過ごす会 ボランティア  

【日時】8/8～10、8/17～18 9：30～12：30、12：30～15：30 単発可 

【場所】川崎市立中央支援学校 

【内容】障がいのある子ども、特別な支援を必要とする子どもの夏休みの活動支援（歌・ダンス・ゲーム・風船アート・ミニスポーツ

など）。午前・午後で異なる活動を用意。多い日は 100 人が参加。一緒に遊びながら活動を支援してください。 

【条件】高校生以上。経験不問、子どもと遊ぶのが好きな方。上履き、弁当、飲み物持参。締切日：7/30（土） 

【研修】7/30（土）10：00～11：30 かわさき市民活動センター A 会議室 昨年の様子をお見せします。 

【連絡先】豊かな地域療育を考える連絡会 ☎ 044-711-5078/✉  fa25384@zb3.so-net.ne.jp 

 
 

☆ 障がいのある方と一緒に過ごしてみませんか  

【日時】おもに平日の日中 

【場所】むぎの穂 （川崎区日進町 13-23） 

【アクセス】JR 川崎駅より徒歩 10 分（JR 南武線・京急線八丁畷駅より徒歩 5分） 

【内容】知的障がい、身体障がい、精神障がいのある人たちと話したり、一緒に仕事、レクリエーションを行ったりします。 

【条件】高校生以上。動きやすい服装でお越しください。詳しくは応相談。 

【連絡先】むぎの穂 ☎ 044-210-1056 

 

 

☆ 作業・活動のサポート／園まつりのボランティア募集  

【日時】（１）（２）月曜日～金曜日 9：00～15：30、（３）11/12（土） 

【場所】（社福）育桜福祉会 ゆずりは園 （川崎区川中島 2-15-15） 

【アクセス】川崎駅より市バス川 05 または川 07「観音二丁目川崎大師」下車すぐ 

【内容】（１）作業のサポート（紙すき製品のお手伝い）、（２）午後の活動のサポート（エアロビや創作、運動等の活動プログラム

のサポート）、（３）園まつりのサポート（利用者と一緒に祭りを回ってくださる方） 

【連絡先】（社福）育桜福祉会 ゆずりは園 ☎ 044-287-2822 

 

 

☆ 障害者の働く作業所でのボランティア募集  

【日時】平日 9：00～16：00 

【場所】川崎市わーくす川崎 （川崎区） 

【内容】緩衝材の作成、箱折り、チラシ折り、清掃など軽作業の手伝い、検品。休憩時、昼食時の見守り。 

【条件】未経験者歓迎 立っての作業ができる方 

【連絡先】（社福）県央福祉会 川崎市わーくす川崎 ☎ 044-200-4666 

 

 

☆ 夏休み OK！施設ボランティア（クリーニング・軽作業・カフェ・ウォーキング）  

【日時】日中活動時 

【場所】セルプきたかせ （幸区） 

【内容】クリーニング作業、軽作業、喫茶「かふぇあんてろーぷ」でのお手伝い、ウォーキングの同行。 

【条件】とくになし。昼食をご用意します。 

【連絡先】（社福）長尾福祉会 セルプきたかせ ☎ 044-580-3080 

 

 

☆ ボランティアさん募集  

【日時】月曜日～金曜日 10：00～16：00 

【場所】ともかわさき つくし （幸区） 

【内容】日中活動での下請け作業等。利用者さんと一緒に活動していただきます。行事・外出・レク等の付き添いも。 

【条件】交通費につきましては、ご相談ください。 
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【連絡先】（社福）ともかわさき つくし ☎ 044-580-1661 

 

 

☆ ボランティア募集  

【日時】土・日・祝日を除く月曜日～金曜日 10：00～15：30 

【場所】こぶし園 （幸区） 

【内容】（１）作業：紙すき・押し花、ハガキの作業介助、ビーズコースター作りの作業介助、（２）レク：散歩や室内レクリエー

ション等における介助、（３）その他：こぶし園祭り（バザー）、催しや行事の手伝い 

※いずれも施設利用者との対人ボランティアとなります。側に職員がつきます。 

【条件】未経験者歓迎   

【連絡先】（社福）育桜福祉会 こぶし園 ☎ 044-599-8822 

 

 

☆ 施設ボランティア（作業・レク・外出）  

【日時】平日 10：00～16：00 

【場所】地域活動支援センター フォーラム幸 （幸区戸手 2-2-2 ハイコーポ幸 103） 

【アクセス】JR 川崎駅西口より市バス 71 系統小杉行「御幸小学校前」下車徒歩 3分 

【内容】利用者さんの作業補助・レクリエーションの参加、補助・外出補助（車イスの移動介助等） 

【条件】未経験者歓迎・交通費支給（上限あり）・ボランティア保険加入応相談 

【連絡先】地域活動支援センター フォーラム幸 ☎ 044-555-1150 

 

 

☆ 障がいのある小学生の放課後や夏休みの活動支援ボランティア募集  

【日時】（１）週１回程度の放課後活動支援：通年、（２）夏休み限定の場合：7/22～8/27 くらいまで（月１～２回でも OK、とくに

プールに入ることのできる男性大歓迎）、（３）月２～３回の日曜日や祝日の活動支援（10：00～16：00） 

*具体的活動日については、わにの家にお問い合わせください。 

【場所】サポートハウス わにの家 （中原区中原区今井南町 32-11） 

【アクセス】武蔵小杉駅より徒歩 10 分、東急東横線元住吉駅より徒歩 10 分 

【内容】川崎市指定障害児者一時預かり事業所「サポートハウスわにの家」（設立 2003 年）を利用している小学生の放課後や長期

休暇中の活動を支援。電車やバスを使ってのお出かけ、公園での遊び、リハビリテーションセンタープールでの水遊びや

水泳指導。支援員とペアでの活動支援なので､子どもと遊ぶ事が好きな方なら、楽しんで頂けると思います。将来福祉の仕

事につきたいと思っている方の体験活動としても歓迎。 

【条件】健康な方。資格は問いません。活動しやすい服装。交通費､自分の飲み物代など。若干の謝礼有り。 

【連絡先】NPO 法人わになろう会 FAX  044-281-5191/✉ fa25384@zb3.so-net.ne.jp 

 

 

☆ 日中活動ボランティア募集 

【日時】月曜日～金曜日 10：00～15：00、日帰り旅行：11/11 予定 

【場所】川崎市中部身体障害者福祉会館 （中原区） 

【内容】通年：作業補助（エプロン付け、準備、片付け）、レクリエーション参加 単発：日帰り旅行（車イス利用者の移動補助、

配膳、下膳）[年 2回、次回は 11/11 予定 ※大学生以上] 

【条件】エプロン持参、動きやすい服装（サンダル不可）、昼食は 400 円で注文可 

【連絡先】川崎市中部身体障害者福祉会館 作業室こすぎ ☎ 044-733-9749/✉ tsfks@mbr.nifty.com 

 

 

☆ 日中活動支援ボランティア  

【日時】月曜日～金曜日 9：00～15：30 

【場所】第 1 やまぶき （高津区） 

【内容】おもに「日中活動支援」のお手伝い（マグネット部品組立、プラスチック部品のもぎり、チラシ挟み込み、レクリエーシ

ョン）他、日常生活上の支援（散歩付添い、話し相手など） 

【条件】中学生以下の方は保護者付添いが必要 

【連絡先】（社福）ともかわさき 第 1やまぶき ☎ 044-740-5191（渡辺、湧口） 

 

 

☆ オシャレボランティア募集！！  

【日時】平日 10：00～16：00 (時間は調整可能です) 

【場所】川崎市わーくす高津 （高津区溝口 1-18-16） 

【アクセス】JR 南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅より徒歩 5分 

【内容】知的障害のある方が活動を通して社会参加している施設です。利用者の方にスタイリングやメイク・ネイル等を教えていた

だきます。他にも特技や趣味を活かした方も募集しています。 

【条件】とくにありませんが、障害者との関わりに興味のある方 

【連絡先】（社福）育桜福祉会川崎わーくす高津 ☎ 044-844-2602/✉ ikuou-takatsu2008@asahi.email.ne.jp 
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☆ 作業、レク活動ボランティア募集  

【日時】随時 

【場所】川崎市北部身体障害者福祉会館及び周辺 （高津区） 

【内容】（１）自主製品作り（藍染・紙すき等）、（２）レクリエーション活動（ゲーム・カラオケ・外出等） 

【条件】未経験可・上履き 

【連絡先】川崎市北部身体障害者福祉会館作業室 ☎ 044-811-6539 

 

 

☆ 施設ボランティア  

【日時】月曜日～金曜日 10：00～15：00 

【場所】かじがや障害者デイサービスセンター （高津区梶ヶ谷 5-8-27） 

【アクセス】東急田園都市線梶が谷駅よりバス「梶ヶ谷 5丁目」、「西福寺」下車徒歩 5分 

【内容】フラワーアレンジメントや散髪など特技や技術を活かしていただくことから、創作や季節行事のお手伝いなど、どなたで    

も簡単にできる内容があります。お気軽にご連絡お願いします。 

【連絡先】かじがや障害者デイサービスセンター ☎ 044-853-5166/✉ kajigaya@kfj.or.jp 

 

 

☆ 県立高津養護学校 PTA プール解放ボランティア  

【日時】7/27（水）～29（金）、8/2（火）～3（水）、18（木）、23（火）～26（金） 10：00～12：00、13：30～15：30 

【場所】神奈川県立高津養護学校 （高津区） 

【内容】着替えの介助、入水の補助支援、プールのゴミすくい等 

【条件】水着、水泳帽、バスタオル持参  締切日：7/13（水） 

【連絡先】神奈川県立高津養護学校 ☎ 044-865-4921 

 

 

☆ 日中活動ボランティア  

【日時】月曜日～金曜日 9：00～16：00（応相談） 

【場所】しらはた （宮前区） 

【内容】（１）通年で施設利用者との散歩、散策付添い、レクリエーション、創作、チラシ折り等軽作業手伝い、（２）さをり織り、

布製品の加工手伝い 

【条件】どなたでも参加いただけます。１日の場合は昼食あり。 

【連絡先】（社福）長尾福祉会 障害者福祉サービス作業所しらはた ☎ 044-978-5013/✉ shirahata@nagaof.jp 

 

 

☆ 日常ボランティア・活動ボランティア募集  

【日時】月曜日～金曜日 10：00～16：00 のうち都合のつく時間帯／11/12（土）いぬくら祭 

10/6～10/7、10/20～10/21 宿泊旅行 

【場所】いぬくら （宮前区犬蔵 3-13-15） 

【アクセス】東急田園都市宮前平駅よりバス生田駅行「菅生車庫」下車徒歩 2分 

【内容】（１）作業（ステンシル、紙すき、ハガキ、ガラス製品、ミシンがけ等の製作）のお手伝い、（２）趣味（習字、フラワー

アレンジメント等）を教えてくれる方、（３）外出や散歩などでの車イスの移動のお手伝い、（４）送迎車の洗車及び清掃

のお手伝い、（５）演奏、（６）11/12（土）いぬくら祭のお手伝い、（７）10/6～10/7、10/20～10/21 宿泊旅行引率のお

手伝い 

【条件】中学生以上、昼食が必要な場合、当事業所の給食を食べていただきます（480 円自己負担）。締切日：活動日の前日まで 

【連絡先】障害者福祉サービス事業 生活介護いぬくら ☎ 044-976-6955/✉ shinya.owada@misasakai.or.jp 

 

 

☆ 夏まつりボランティア  

【日時】8/27（土） 15：30～19：00 

【場所】障がい者支援施設みずさわ （宮前区水沢 3 丁目 6-50） 

【アクセス】JR 南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅よりバス鷲ヶ峰営業所行「稗原小学校前」下車徒歩 2分 

【内容】（１）出店の店番（販売等）、（２）ステージでの出し物 

【連絡先】障がい者支援施設みずさわ ☎ 044-978-3238/✉ mizusawa@misasakai.or.jp 

 

 

☆ 楽しく活動に参加できる方募集（活動補助）  

【日時】月曜日～金曜日 10：00～15：00 で都合の良い時間 

【場所】いっぽ舎 （多摩区） 

【内容】おもに高次脳機能障害を併せ持つ身体障害者の方を中心に日中活動の場を提供しています。創作活動(アクセサリー作り)、

散歩、手芸、麻雀、ボッチャ（障害者スポーツ）等のお手伝いをお願いします。 

【連絡先】地域活動支援センター いっぽ舎 ☎ 044-299-8483/✉ npo-ippoippo-ipposya@adagio.ocn.ne.jp 
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☆ 夏休み兄弟児（3歳～就学前）保育  

【日時】夏休み期間（7・8 月）平日 10：00～13：30 

【場所】川崎市北部地域療育センター （多摩区） 

【内容】夏休み期間、通園利用しているお子さんの兄弟児の保育手伝い。絵本読み聞かせ、室内遊びの補助。  

【条件】大学生歓迎、要ボランティア保険加入 

【連絡先】川崎市北部地域療育センター ☎ 044-988-3144  

 

 

☆ 検品作業・傾聴ボランティア募集  

【日時】月曜日～金曜日 10：00～16：00 の都合のよい時間 

【場所】KFJ 多摩 はなみずき （多摩区） 

【内容】製品の検品作業（封入物・箱折り等の確認）、利用者と休憩時間にコミュニケーション（傾聴） 

【条件】18 歳以上の方 

【連絡先】（社福）川崎市社会福祉事業団 KFJ 多摩 はなみずき ☎ 044-930-4571 

 

 

☆ レクレーション 散策 スポーツボランティア募集  

【日時】月曜日～金曜日 10：30～15：00 (水曜日のみ 12:00～15:00) 

1～2 時間程度の短時間の参加も歓迎いたします。 

【場所】おもに日だまり工房構内 （多摩区） 

【内容】障害のある方が日中の時間を安心して過ごしていただく居場所を提供しています。施設内では話し相手になっていただい

たり、麻雀や将棋などのゲームを一緒に楽しんでいただくなどの活動、構外では短時間の散策や、軽いスポーツなどに同

行していただくこともあります。 

【条件】20 歳以上 (学生可) 

【連絡先】地域活動支援センター 日だまり工房 ☎ 044-965-4311/✉ hidamarikobo@nifty.com 

 

 

☆ 知的障害者の散歩等付き添いボランティア/手工芸等作業の仕上げなど作業補助/日中活動補助ボランティア/行事イベント

ボランティア募集  

【日時】内容によって違いますので、お気軽にご相談ください。 

【場所】川崎授産学園 （麻生区細山 1209 番地） 

【アクセス】小田急線新百合ヶ丘駅よりバス千代ヶ丘行「千代ヶ丘」下車徒歩 10 分。自家用車、自転車等の来園可能。 

【内容】ご利用者の散歩の付き添い、各種作業補助、スポーツ、折り紙、音楽イベント等活動補助／夏祭り・天体観望会等イベント

の補助／主体的に、音楽療法やフラワーアレンジメントなどご利用者に提供してくださるボランティア募集 

【条件】ボランティアの内容により違いますので、ご相談ください。保険加入あり。未経験者歓迎。 

【連絡先】（社福）セイワ 川崎授産学園 ☎ 044-954-5011/✉info＠seiwa-gakuen.jp  

 

 

☆ 発達障害者の日中活動ボランティア  

【日時】平日 10：00～12：00 または、13：30～16：00 

【場所】ゆりの木 （麻生区） 

【内容】18 歳以上の発達障害者の方々を対象とした通所施設です。料理や農作業、卓球等毎月定期的にプログラムを行っています。 

【条件】発達障害に理解のある方 

【連絡先】川崎市発達障害地域活動支援センター ゆりの木 ☎ 044-969-7177/✉ yurinoki@aoitori-net.com 

 

 

☆ 活動ボランティア（散歩・ビーズ・紙すきなど）  

【日時】半日でも可能です。 

【場所】障害者施設しんゆり （麻生区上麻生 3-22-12） 

【アクセス】小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩 7分 

【内容】施設に通所されている 18 歳以上の障害者をお持ちの方と一緒に活動する（散歩、ビーズ、さをり、紙すき等） 

【条件】動きやすい服装 

【連絡先】（社福）セイワ障害者施設（通所）しんゆり ☎ 044-952-5451 

 

 

外国・平和・人権を考えるボランティア 

 
 

☆ 接客ボランティア、仕分け作業ボランティア募集  

【日時】月曜日～土曜日 10：00～17：00 の間 

【場所】WE ショップさいわい （幸区） 

【内容】（１）寄付された衣類、雑貨などの仕分け、値付け、品出しなど、（２）ショップでの接客 
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【条件】昼をはさむときは昼食 締切日：参加日の一週間前 

【連絡先】NPO 法人 WE21 ジャパンさいわい ☎ 044-533-1248 

 

 

 

☆ 子どもたちと一緒に“灯ろう流し”を！  

【日時】8/17（水） 

【場所】中原平和公園内ニヶ領用水（平和館の前） （中原区） 

【内容】子どもたちと一緒に「灯ろう」をつくる／灯ろうを流す。子どもたちが安全なように見守る 

【連絡先】中原区原水協（原水爆禁止中原区協議会） ☎ 044-411-6459 

 

 

☆ 日本語会話ボランティア  

【日時】毎週水曜日（年末年始・お盆の時期・水曜日が祝日の場合は休みます） 

【場所】かわさき市民活動センター （中原区） 

【内容】日本語会話を通じて外国人のみなさんと交流する事を目的としています。日本語会話の訓練や機会を求めている外国人の

方や友だちをつくりたいという外国人の方と日本語で会話をおこないます。 

【条件】外国語会話、資格等は不要です。参加費無料（行事があればその都度実費を集めます）。 

【連絡先】いどばた ☎ 090-9236-3273/✉ idobata0903@gmail.com 

 

 

☆ 催し物設営・運営スタッフ募集  

【日時】8/4（木）11：00～16：30 

【場所】川崎市国際交流センター レセプションルーム。 （中原区） 

【内容】100 人程度の入場者見込み。会場設営（椅子設置）＝全員で。会場案内（館内）、 

受付、冊子販売、連絡係 

【条件】昼食持参。服装自由。会場までの交通費各自負担 締切日：7/28（木） 

【連絡先】川崎中原の空襲・戦災を記録する会 メール ma24zart999@yahoo.co.jp 

 

 

☆ 夏休み学生ボランティア この指とまれ！！ 

【日時】8/5（金）14：00～17：00 

【場所】てくのかわさき 展示室 （高津区） 

【内容】現地の子どもたちの現状を映像を通して紹介する／インド、貧困村の子どもたちが美術の時間に作成したミサンガの袋詰

め／ディスカッション／現地の子どもたちにメッセージを書く 

【条件】筆記用具、飲み物（水分補給用）持参 締切日：定員になり次第締切 

【連絡先】チーム ピース チャレンジャー川崎支部 ☎ 080-3529-5135/✉ erikurata@sky.plala.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ リユース・リサイクルの店で販売のボランティア募集  

【日時】日祝以外、月曜～土曜まで、毎回３時間程度 

【場所】多摩区中野島 6-29 新多摩川ハイム 4号棟 101 号 

【内容】店の一般的仕事 販売、整理、提供品受取り、電話応対、レジ作業など 

【条件】資格不問 エプロン・弁当持参 普段着 

 交通費支給 ボランティア保険加入 

【連絡先】NPO 法人 WE21 ジャパンたま  

☎ 044-945-2427/✉ kazumi0317@kmail.plala.or.jp 
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自然を考えるボランティア 

 
 

☆ 環境学習・イベント他の運営スタッフ・ボランティア  

【日時】7/26～8/7 から随時、8/21（生田緑地）、その他随時 

【場所】溝ノ口ノクティ 2・11 階 高津市民館内、イベント等は市内各地 （全市） 

【内容】子ども向け環境学習、体験工作講座などの企画運営、補助、サポート 

／大人向け環境講座の企画、運営／展示会、イベント等における普及啓発活動、市民へのアピール 

【条件】環境、エコに関心があればベター 

【連絡先】認定 NPO 法人アクト川崎/川崎市地球温暖化防止活動推進センター ☎044-813-1313、070-6574-3001（竹井） 

     ✉ office@kwccca.com 

 

 

☆ 多摩川生きもの観察ボランティア  

【日時】（１）7/1（金）とどろき、（２）7/3・8/2・8/17・9/17 殿町干潟、（３）9/25（日）殿町 2 丁目（釣り） 

【場所】中原区、川崎区 

【内容】多摩川河川干潟での観察補助、とどろき水辺の楽校での観察体験補助、釣り大会補助 

【条件】持ち物：着替え、川の中に入れる服装・靴 

【連絡先】NPO 法人とどろき水辺 ☎ 090-5814-9604/✉ into@todoroki.org 

 

 

☆ 里山作業ボランティア募集  

【日時】（１）毎月第 1日曜日、第 2・3 水曜日、（２）7/31（日）9：00～11：00 

【場所】夢見ヶ崎動物公園事務所前 （幸区南加瀬 1-1-2） 

【アクセス】JR 横須賀線・湘南新宿ライン新川崎駅より徒歩 10 分、または川崎駅よりバス「夢見ヶ崎動物公園前」下車徒歩 5分 

【内容】（１）通常の活動：山の下草刈り、樹木の剪定、竹林の整備、草花の手入れ、イベントの手伝い 

（２）里山体験：森の手入れ、花がら摘み 

【条件】中学生以上、汚れてもいい服装、手袋、飲み物 

【連絡先】市民健康の森さいわい加瀬山の会 ☎ 090-1554-1774  

 

 

☆ 里山作業ボランティア募集 ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】月 2 回の第 2、3日曜日/6 月～10 月は 9：00～12：00 

【場所】多摩特別緑地保全地区  

【アクセス】小田急線よみうりランド駅より徒歩 10 分 

【内容】樹木の間伐、植栽、下草刈り、竹林の保全、遊歩道の整備等。 

【条件】なし 

【連絡先】多摩緑地保全地区こもれびの会 ☎ 044-944-1910（加藤） 

                    ☎ 044-955-7433（大塚） 

 

 

☆ 二ヶ領用水沿・中原桃並木再生にご協力を！ ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】毎月第 3日曜日 9：00～12：00／但し、7/17 とお盆時はお休み 

【場所】二ヶ領用水家内橋下流右岸集合。上流・下流1.5 キロが活動範囲 （中原区） 

【内容】30 年を経て重症の桃並木の再生に取り組む。木々の剪定、並木の草刈り、清掃、植樹、植栽など。 

【条件】作業で汚れても良い服装・タオル・水分等 

【連絡先】二ヶ領用水・中原桃の会 ☎ 044-722-8093／044-722-4532 

 

 

☆ 二ヶ領用水美化ボランティア体験募集 ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】毎月第 1日曜日、第 3土曜日 

【場所】二ヶ領用水 集合場所：溝の口第三町会倉庫前 （高津区） 

【内容】7 月～9 月は、9：15 集合、9：30～12：00。準備を含めて 2 時間程度。二ヶ領用水の水路の中のゴミをマジックハンドを

使って拾います。その他、水路沿いの道路のゴミ等も拾います。必要な道具や器具は貸し出します。 

【連絡先】二ヶ領用水ウォッチング・フォーラム メール✉ nikaryo2015@gmail.com 

 

 

☆ 庭の手入れボランティア募集  

【日時】単発：ボランティアをしていただける月～金 10：00～16：00 夏休み：月～金 9：30～12：00、13：30～16：00 

【場所】地域子育て支援センターすがお （宮前区） 

【内容】夏休み学生ボランティア：水まき、除草、遊具作り、親と子の交流、単発・平日ボランティア：除草、花壇の手入れ 

【条件】帽子、上履き、水筒、タオル 半日単位で 2 日以上できる方 

【連絡先】地域子育て支援センターすがお ☎ 044-977-2051 
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☆ 緑地ボランティア募集 

【日時】毎月第 2日曜日 10：00～12：00（雨天は翌週に順延） 

【場所】岡上梨子ノ木（なしのき）特別緑地保全地区 （麻生区） 

【内容】岡上梨子ノ木（なしのき）特別緑地保全地区において、選択的下草刈り、外来植物除去、散策路整備、周辺清掃、ヤマユ

リ再生作業など、生物多様性と地域交流を大切にした雑木林管理と草地管理を行っていますので、お手伝いください。 

また近隣圃場において野菜作りもしています。 

【条件】持ち物：軍手、帽子、飲料など。動きやすく汚れても良い服装でご参加下さい。 

【連絡先】NPO 法人かわさき自然と共生の会 ☎ 044-989-777 内線 4311/✉ dom@wako.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 湧き水のある里山での保全活動でのボランティア募集  

【日時】毎週木曜日 9：30～12：00、 第２/第４土曜日 9：30～12：00 

【場所】麻生区はるひ野 黒川よこみね緑地 （麻生区はるひ野 3-14-1） 

【アクセス】小田急多摩線はるひ野駅より徒歩 15 分 

【内容】（１）里山の草刈りや水辺の水草等の除草、（２）アメリカザリガニの駆除、（３）昆虫や山野草等の観察 

（４）希少植物の保護、育成 

【条件】服装は長ズボン、できれば長靴持参 

【連絡先】水辺のある里山を守る会 ☎ 090-7181-3090 

 

 

街を元気にするボランティア 

 
 

☆ こすぎコアパークイベントボランティア募集  

【日時】（１）夏祭り 7/22（金）9：30～16：00／24（日）8：00～12：00、（２）コスギフェスタ 10/21（金）12：00～16：00／23

（日）10：00～13：00 

【場所】（１）（２）とも、こすぎコアパーク （中原区） 

【内容】会場設営・撤去、受付・資料配布、その他作業等 

【連絡先】NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメント ☎ 044-431-3135 

 

 

☆ マラソン大会ボランティアスタッフ募集 ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】第 3 土曜日 8：00 集合～15：00 前後 

【場所】二子橋河川敷・手前広場 （中原区） 

【内容】多摩川河川敷で行われます、ハーフマラソン大会にてのボランティアスタッフを常時募集しております。作業内容として

は、給水スタッフが主となり難しい作業は御座いません。川崎住民が多く参加する皆さまに元気な声で「声援」を行なっ

て頂ければと思います。 

【締切日】参加日の 2週間前まで 

【連絡先】一般社団法人スポーツウイズ ☎ 03-5312-9824/✉ info@sportswiz.jp 

 

 

 

☆ ふれあい囲碁で人と人をつなげるボランティア  

【日時】（１）8/9（火）、（２）毎月第４土曜日 

【場所】（１）川崎市生活文化会館てくのかわさき、（２）エルアールビル８階 （高津区） 

【内容】（１）夏休み（１日文化体験（川崎市生活文化会館てくのかわさき）・事前準備（囲碁セット、名札など）・団体戦の審判、個

人戦の成績付け、対戦相手など、（２）ふれあい囲碁ひろば（毎月１回 第４土曜日 13：00～17：00）・当日の準備（囲碁

セット、名札、飲み物など）・成績付け、対戦相手などを行いながら、参加者同士がスムーズに交流できるようサポート 

【連絡先】NPO 法人ふれあい囲碁ネットワーク神奈川 ☎ 044-811-1211/✉ yuji.kawamoto@gmail.com 
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☆ うたごえの司会、うたごえボーカル  

【日時】毎月第 1火曜日 13：00～16：00、第 3水曜日 18：00～20：00 

【場所】高津市民館、末長いこいの家、新城中央会館（高津区、中原区） 

【内容】会場整備、うたごえのリード、楽器演奏、リズム楽器操作、ギター・バイオリン 

【条件】司会の勉強中の方大歓迎 

【連絡先】健やかフィールドまきば会 ☎ 080-3123-1979 

 

 

 

☆ 川崎市制記念多摩川花火大会 清掃ボランティア ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】8/21（日）7：30～ 

【場所】川崎市高津区、多摩川河川敷 二子橋下 （高津区） 

【内容】川崎市制記念多摩川花火大会翌日（8/21）、会場（河川敷）内のゴミ拾いなど 

【条件】※大会当日が荒天中止となった場合、清掃活動も中止になります。申込みは FAX で。8/10（水）必着。 

【連絡先】神奈川新聞社 クロスメディア営業局 担当：大胡 FAX 045-227-0765 

 

 

☆ 落書き消しボランティア ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】8/13（土）8：45～12：00 

【場所】宮前区西平台交差点付近 

【内容】街中にある落書きを消す作業です。15 名（先着順。締切前でも定員になり次第締め切ります） 

【条件】軍手、マスク、汚れても良い服装、水筒、帽子(日よけ対策) 締切日：8/10（水） 

【連絡先】落書き戦隊ケスンジャー ☎ 070-1470-9620（6～9月限定）/✉ tanpopot2000@yahoo.co.jp 

 

 

 

☆ 川崎市緑化センターでハーブを育てませんか。 

【日時】木曜日 10：00～12：00、年 3回のイベント開催日 9：00～15：00、 

定例会：第 3 土曜日 10：00～12：00 

【場所】川崎市緑化センター （多摩区宿河原 6-12-38） 

【アクセス】JR 南武線宿河原駅より徒歩 7 分 

【内容】川崎市緑化センターのハーブ園の管理（土づくり、種まき、 

苗の植えつけ、刈取り、水やり、雑草とり等）、ハーブ製品の制作、 

センターで催されるイベントの参加 

【条件】どなたでも、年会費 1,000 円（お試しの場合は無料） 

【連絡先】れもんぐらす ☎ 090-5676-8480  

            /✉ mgb908m3qil9rr45azn3w@docomo.ne.jp 

 

 

 

☆ 川崎フロンターレボランティアスタッフ  

【日時】川崎フロンターレのホームゲーム時、おもに水曜日・土曜日 11：00～18：00 または 15：00～22：00 

地域イベントに関しては、都度決定 

【場所】等々力陸上競技場、その他川崎市内 （中原区ほか） 

【内容】チケットチェック、チラシ配布、場所案内、場内清掃、チケットプログラム販売補助、後援会テントでの受付補助、VLP/

報道・関係者などへの受付・対応、スタジアム場内外で行われるイベントの補助、地域イベントのサポート活動 

【条件】高校生以上/交通費支給（一律 1,000 円）/団体傷害保険加入/未経験者/学生・シニアの方歓迎/事前の説明会参加が必要 

【連絡先】川崎フロンターレボランティアスタッフ ☎ 0570-000-565（ナビダイヤル）/✉ volunteer@frontale.co.jp 
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病院でのボランティア 
 

 

☆ 川崎市立川崎病院 ボランティア募集  

【日時】未定 

【場所】ボランティア室にて準備し、初回は看護部管理室へ声をかけてください。 （川崎区） 

【内容】（１）外来患者さんの各種申請手続き、案内、送迎のお世話等、（２）子どもたちの遊び相手、食事のお世話等、（３）簡単

な身のまわりのお世話、食事室談話室の片付け等、（４）小児病棟での読み聞かせ、手遊び等、（５）院内アメニティ 院内

環境改善、（６）「つつじ文庫本」の整理整頓、消毒等、（７）病院行事・雛飾り・七夕コンサート、クリスマスコンサート

の手伝い、（８）入院患者の散歩、買物の同行、（９）病院周辺で園芸活動・花の水やり、（１０）外国語の通訳 

【条件】（１）18 歳以上の方、（２）心身ともに健康で、病院事業に理解がある方、（３）患者さんの気持ちを理解し、優しく接す

ることができる方 

【連絡先】川崎病院 院内ボランティア ☎ 044-233-5521 

 

 

☆ 病院ボランティア募集  

【日時】月曜日～金曜日 9：00～16：00 3 時間程度 

【場所】聖マリアンナ医科大学病院 （宮前区） 

【内容】（１）受付案内、（２）移動図書（入院患者さんへの本の貸し出し・学生はこちらをお願いします) 

（３）病棟、（４）音楽（ミニコンサートの手伝い）、（５）NICU（新生児集中治療室）での赤ちゃんの抱っこ 

（６）小児病棟、（７）折紙教室、（８）更衣室での手伝い 

【条件】エプロン、筆記用具、学生以外は 3ヶ月以上活動できる健康な方 

【連絡先】病院ボランティア会 ランパス ☎ 045-913-5797・042-734-7100 

 

その他 

 

☆ 定時制高校等で行う出前授業および活動スタッフ募集  

【日時】未定 通常の運営会議は随時、公開学習会は第 1回 8/20（土）、出前授業は要請があるとき 

【場所】原則、かわさき市民活動公益センター、公開学習会は調整中、出前授業は授業を行う学校 （全市） 

【内容】出前授業の企画と運営、公開学習会の準備と当日の運営 

【条件】費用負担はなし 

【連絡先】ワークルールと若者支援を結ぶ会 メール✉ yff34500@nifty.com 

 

 

☆ イベントボランティア募集 ＜小学生の場合、保護者の同伴が必須＞ 

【日時】7/17（日）・18（月・祝）、8/13（土）・14（日）いずれも 13：00～15：00 

【場所】すくらむ 21 （高津区） 

【内容】イベント当日の受付、運営手伝いなど 

【条件】スクラッチプログラミングの知識がある方大歓迎 

【連絡先】君らしく、あなたらしくを応援する会 ☎ 070-5564-5948 /✉ maekawa114@aol.com 

 

 

☆ 救護ボランティア募集 （事前登録制です）  

【日時】登録者に、その都度事前に連絡する 

【場所】登録者に、その都度事前に連絡する （多摩区） 

【内容】地域での救命救護のスタッフおよび、講習と訓練の指導スタッフを募集しています。 

【条件】消防署・赤十字の指導有資格者および看護師、ボランティア保険に加入していること、費用は全て個人負担です。 

【連絡先】多摩応急手当普及会 メール✉ kenmino@gmail.com 
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