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ボランティア活動って何？

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

活動の分野は、高齢者、障がい者、国際、環境、文化、スポーツ、子ども、まちづくりなど、さまざまです。

ボランティアで大切な５つのキーワード

～自主性・主体性～

ボランティア活動は、社会的な課題に自分からすすんでかかわっていく活動です。自分の身近な生活の中

で「何とかしたい」と感じたその時に、あなたの活動は始まります。だれかから強制されたり、義務として

行うものではありません。

～社会性・連帯性～

ボランティア活動は、誰もが人間らしく豊かに暮らしていける社会を、みんなで一緒につくっていく活動

です。年齢や地域を越えて、一人の活動からたくさんの人が取り組む活動に、その輪もどんどん広がってい

きます。

～無償性・無給性～

ボランティア活動では、いろいろな人との出会いが待っています（あなた自身との出会いも！）。お金では

得られない何かを、あなたも見つけてください。

～創造性・開拓性～

現在の活動に、ただ満足するのではなく、常に点検してみることが必要です。いろいろな出会いから学ん

だことが、きっと今後のあなたのエネルギーになるのではないでしょうか･･･

～継続性・責任性～

ボランティア活動は、やるのもやらないのも、自由な活動です。しかしボランティア活動は、あなたが社

会に貢献している人間であることを、価値のある人間であることを知る機会を与えてくれます。

ボランティアは特別なことではありません。

あなたがすすんで他人や地域・社会のために行動すれば、それはボランティアです。
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活動に参加するには？ ～ボラ・ナビの使い方～

（１）ボランティアをしようと思う／してみたいと思う
きっかけは何でもいいんです。テレビで見たから、友だちに誘われたから、学校で聞いたから、おも

しろそうだから、興味があるから・・・。学生、子育て中、退職後など、活動するタイミングも人そ

れぞれ。何かしてみようかな、そう思った時が“する時”です。

（２）「ボラ・ナビ」から活動を探す ⇒ どんなボランティア活動分野があるのかな？

「もくじ」の募集情報の分野別で、どんなボランティア活動の分野があるのかを知ろう。

さらに、 の「募集情報タイトル一覧」で、どのような団体や具体的な活動を調べて、

参加したいと思う団体や活動を選んでみましょう。

ボランティア活動を選ぶポイントをまとめてみました！

ポイント１ 自分の興味・関心・特技から

はじめての時は、「自分に何ができるのか」「何がしたいのか」が分からないこともあると思います。

そんな時は、自分の好きなことや特技は何なのか、何に興味や関心があるのか、それはなぜなのか、

きっかけは何だったのかなど、この機会に見つめ直してみましょう。自分に合った分野を見つけるき

っかけになります。

ポイント２ 活動できる日程・時間帯から

活動日や時間帯も重要なポイントのひとつです。活動したいと思っても、日程や時間帯が合わなけれ

ば活動することができません。団体の多くは週末に活動し、施設の多くは週末がお休みです。学生の

方、子育て中の方、働いている方など、自分のライフスタイルに合った活動を選ぶとよいでしょう。

ポイント３ 活動期間から

施設や団体がボランティアを募集する期間はさまざまです。 日のみのイベントから、夏休みなど期間

を限定しているもの、期間を問わず継続的に参加してくれる人材を求めている場合もあります。活動

するにあたり、どのようなペースで活動していきたいかも、選ぶ際のポイントのひとつです。

ポイント４ 活動したい地域から

自宅に近いところ、職場から通いやすいところなど、活動したい地域選びも重要なポイントです。活

動場所があまりに遠いと続けていくのが大変になります。地域の魅力を再発見できる、自宅から近い

場所をおすすめしていますが、自宅近くでは煩わしいと遠方を希望する方もいます。その場合はご相

談ください。

ポイント５ その他の条件に気をつけて

募集情報に「条件など」の欄があるように、ボランティア活動の中には、年齢や資格など、一定の条

件を必要とする場合があります。記載がなくても状況は変化しますので、まずは問い合わせてみまし

ょう。

（３）活動先へ申し込む
参加したい活動が見つかったら、連絡先へ問い合わせ、申込みをします。施設・団体ごとに申込方法

が異なりますので注意してください。事前見学、オリエンテーションなどがある場合もありますので、

団体先に聞いてみることをおすすめします。

（４）活動する

＊活動先によっては保険の加入が必要な場合もあります。こちらをご覧ください。⇒ へ
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ボランティア活動は、誰もが人間らしく豊かに暮らしていける社会を、みんなで一緒につくっていく活動

です。年齢や地域を越えて、一人の活動からたくさんの人が取り組む活動に、その輪もどんどん広がってい

きます。

～無償性・無給性～

ボランティア活動では、いろいろな人との出会いが待っています（あなた自身との出会いも！）。お金では

得られない何かを、あなたも見つけてください。

～創造性・開拓性～

現在の活動に、ただ満足するのではなく、常に点検してみることが必要です。いろいろな出会いから学ん

だことが、きっと今後のあなたのエネルギーになるのではないでしょうか･･･

～継続性・責任性～

ボランティア活動は、やるのもやらないのも、自由な活動です。しかしボランティア活動は、あなたが社

会に貢献している人間であることを、価値のある人間であることを知る機会を与えてくれます。

ボランティアは特別なことではありません。
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単発 長期

保育ボランティア ● ● 多摩

「おもちゃ図書館」ボランティア募集 ● 麻生

子どもたちと遊んで下さるスタッフ募集 ● 麻生

二ヶ領せせらぎ館　受付ボランティア ● 多摩

夏期保育園体験ボランティア ● 川崎

保育園でボランティアしてみませんか？ ● ● 川崎

保育ボランティア募集 ● 川崎

子ども好きな方・施設修繕のお手伝いさん募集 ● ● 高津

乳幼児の保育ボランティア大募集 ● ● 宮前

保育ボランティア募集 ● 宮前

保育ボランティア募集 幸

保育ボランティア募集 ● 多摩

子育てひろばボランティア募集 ● 中原

地域子育て支援センターかみさくのべ学生ボランティア募集 ● 中原・高津

地域子育て支援センターすえなが学生ボランティア募集 ● 中原・高津

地域子育て支援センターしぼくち学生ボランティア募集 ● 中原・高津

地域子育て支援センターひがしたかつ学生ボランティア募集 ● 中原・高津

地域子育て支援センターみやうち学生ボランティア募集 ● 中原・高津

障がい児サポート・ボランティア募集 ● ● 中原

わくわくプラザ　学習ボランティア ● 全市

こども文化センター・わくわくプラザ ボランティア ● 全市

児童支援ボランティア募集 ● 多摩

生活・学習支援ボランティア、調理のお手伝いさん募集 ● 川崎

ボランティアをしてみませんか？ ● 宮前

日吉あそびっこクラブ2018　ボランティア募集 ● 幸

ワークルール等を伝える高校等で行う出前授業メンバーを募集します。 ● 全市

高齢者のスマホ/タブレット相談のボランティア募集 ● 中原

地域発信ホームページ紹介ボランティア ● 全市

国連に提出する「核兵器廃絶のための署名」活動に参加してください。 ● 中原

リサイクルショップボランティア募集 ● 多摩

日本語ボランティア募集 ● ● 麻生

外国人向け日本語支援ボランティア ● ● 麻生

外国人の日本語学習支援 ● ● 麻生

事務局・広報・通訳Vコーディネーター（募集/いずれか1種可） ● 川崎

幼
児
・
児
童

子
ど
も
の

健
全
育
成

社会
教育

情報化

人権
平和

募集情報タイトル一覧
　　　　　　　区（主な活動地域）・・・　川崎：川崎区／幸：幸区／中原：中原区／高津：高津区／宮前：宮前区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩：多摩区／麻生：麻生区／全市：川崎市内全域／他：その他地域

分野 募集タイトル
募集種別

区

在日
外国人
支援
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単発 長期

中国語ボランティア。中国語で電話での相談に応じてくださる方を募集します。 ● 麻生

チャリティーリレーforAFRICA運営ボランティア募集 ● 多摩

日本語ボランティア募集「せかいじん」 ● 中原

WEショップ・たかつ　ボランティア ● 高津

医療 うつ病自助グループのお手伝い募集 ● ● 麻生

視覚障害者への音訳、ＰＣ作業によるDASY版（ＣＤ）の作成、等のボランティア募集 ● 全市

「心が動けば体も動く」を合い言葉に1997年から仲間とリハビリ活動を楽しんでいます ● ● 全市

障害者パソコンボランティア ● 中原

障害のある方々の作業をお手伝いして下さるボランティアさん募集 ● ● 多摩

障がい児・者の支援ボランティア募集 ● ● 高津

日中活動ボランティア募集 ● ● 宮前

日中活動ボランティア募集 ● ● 多摩

日中活動ボランティア募集(散策・軽い運動など) ● ● 麻生

行事ボランティア募集 ● 高津

行事・作業ボランティア募集 ● ● 高津

しょうがいを持った子供たちの卒業旅行の同行支援ボランティア募集します。 ● 中原

しょうがいを持った子供たちに音楽や運動などの支援をお願いします。 中原

作業ボランティア募集 ● ● 麻生

知的障害者の散歩等付き添いボランティア/手工芸等仕上げ補助ボランティア ● ● 麻生

施設ボランティア(活動・散髪など) ● 高津

イベントボランティア募集 ● 全市

作業補助ボランティア募集 ● 宮前

体験ボランティア（単発）募集 ● 高津

施設ボランティア ● ● 幸

視覚障害者へのスマートフォンやパソコンのサポート ● 中原

音楽療法ほか支援補助ボランティア募集 ● 宮前

特別支援学校ボランティア ● ● 中原

施設ボランティア(作業介助・話し相手) ● ● 多摩

日中活動ボランティア募集 ● 中原

楽しく活動に参加できる方募集(活動補助) ● ● 多摩

朗読・音訳ボランティア募集 ● 麻生

視覚障害者のためのパソコンサポータ ● 川崎

手しごと・イベントボランティア ● ● 中原

障害者の働く作業所でのボランティア募集 ● 川崎

発達障害者の日中活動ボランティア ● 麻生

兄弟児保育ボランティア ● 川崎

コミュニケーションボランティア募集 ● 高津

障
が
い
者
・
児

国
際
協
力

区分野 募集タイトル
募集種別
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩：多摩区／麻生：麻生区／全市：川崎市内全域／他：その他地域
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単発 長期

手芸・裁縫 ● 宮前

身体に障害のある方の余暇支援のボランティア募集 ● ● 宮前

施設ボランティア（作業・レク・外出） ● ● 幸

ボランティアを募集しています。 ● ● 麻生

知的障害のある方の福祉に興味のあるボランティアさん募集 ● 高津

検品作業・傾聴ボランティア ● ● 多摩

利用者さんと楽しく過ごせる方大募集です。 ● 高津

障害のある方の日中活動支援ボランティア募集 ● ● 高津

障害者施設での活動をお手伝いして頂ける方を募集します。 ● ● 中原

保育、支援補助ボランティア募集 ● ● 中原

一芸のある方大募集 ● 川崎

学校ボランティア募集 ● ● 高津

電話相談ボランティア募集 ● 中原

調理・配達スタッフ募集、インターンシップあります ● ● 麻生

障害者施設でのボランティア募集 ● 川崎

作業・レク支援ボランティア募集 ● ● 幸

お年寄り生活支援ボランティア ● 多摩

傾聴・作業補助・合唱演奏のボランティア募集 ● ● 高津

生田広場で「ボランティア」集まれ～！ ● ● 幸

一芸を披露してくれる人募集中！ ● ● 中原

クラブ活動・介助のお手伝い募集 ● ● 中原

お話し相手・見守りのボランティア募集 ● ● 中原

お話し相手・見守りのボランティア募集 ● ● 中原

クラブ活動のボランティア募集 ● ● 全市

ナルク川崎 ● ● 全市、他

イベント・大道芸・お話し相手ボランティア ● ● 全市

傾聴ボランティア(お話相手)の募集 ● ● 全市

高齢者施設・デイサービスのボランティア募集 ● ● 中原・高津

高齢者施設ボランティア募集 ● ● 高津

整容・洗濯・レクレーション補助ボランティア ● ● 全市、他

高齢者施設ボランティア大大大募集 ● ● 麻生

病院ボランティア ● 川崎

高齢者施設でのボランティア募集 ● ● 高津

老人保健施設でのボランティア ● ● 川崎

車イス・高齢者疑似体験研修ボランティア募集 ● 全市

傾聴ボランティア募集 ● 高津

イベントボランティア募集 ● 高津

障
が
い
者
・
児

高
齢
者

募集タイトル

　　　　　　　区（主な活動地域）・・・　川崎：川崎区／幸：幸区／中原：中原区／高津：高津区／宮前：宮前区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩：多摩区／麻生：麻生区／全市：川崎市内全域／他：その他地域

募集種別
区

福祉

分野
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分野

単発 長期

高齢者施設、デイサービスボランティア ● 高津

イベントボランティア募集 ● 宮前

高齢者グループホーム内ボランティア募集 ● 幸

庭仕事(草刈り、寄せ植え、植木せん定、水やり)のボランティア ● ● 多摩

レクレーション・ボランティア募集 ● ● 多摩

傾聴ボランティア募集 ● ● 中原

イベントボランティア募集 ● 中原

傾聴・誘導ボランティア、車イス清掃ボランティア ● ● 中原

配食の御弁当作りボランティア募集 ● 中原

舞台ご披露ボランティア募集　園芸ボランティア募集　運転ボランティア募集 ● ● 麻生

デイサービスボランティア募集 ● 麻生

傾聴(お話し相手)ボランティア ● 麻生

いつでも、少しの時間でもボランティア活動をしませんか？ ● ● 宮前

経済 Vege & ArtFes イベントボランティア募集 ● 中原

緑地ボランティア募集 ● ● 麻生

雑木林の手入れ（草刈り、落ち葉掻き、竹木の伐採など）ご一緒に ● 宮前

戸外での環境学習の企画、運営 ● 中原

川崎市地球温暖化防止活動推進センター　ボランティア募集 ● ● 高津

里山緑地保全ボランティア募集 ● ● 多摩

ミドリのボラ活参加者募集　GREENSAVER TONMORI ● 宮前

里山作業ボランティア募集 ● 幸

小黒恵子童謡記念館　ボランティア募集 ● ● 高津

コンサートボランティア募集 ● 高津

子供向けコンサート出演者募集・Webボランティア募集 ● 多摩

日本民家園ボランティア「炉端の会」 ● 多摩

久地円筒分水美化清掃活動 ● 高津

バリアフリーマップ調査ボランティア ● 川崎

コミュニティバスの運営ボランティア募集 ● 多摩

花壇のボランティア募集 ● ● 多摩

「にこぷら新地」サポーター募集 ● ● 高津

森とせせらぎ・灯ろう流し「せせらぎ祭りスタッフ募集」 ● ● 中原・高津

発送作業ボランティア(月１回) ● ● 中原

イベントボランティア(ごえん楽市) ● ● 中原
NPO支援

高
齢
者

学術
文化
芸術

ま
ち
づ
く
り

募集タイトル
募集種別

区

　　　　　　　区（主な活動地域）・・・　川崎：川崎区／幸：幸区／中原：中原区／高津：高津区／宮前：宮前区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩：多摩区／麻生：麻生区／全市：川崎市内全域／他：その他地域

環
境
保
全

単発 長期

手芸・裁縫 ● 宮前

身体に障害のある方の余暇支援のボランティア募集 ● ● 宮前

施設ボランティア（作業・レク・外出） ● ● 幸

ボランティアを募集しています。 ● ● 麻生

知的障害のある方の福祉に興味のあるボランティアさん募集 ● 高津

検品作業・傾聴ボランティア ● ● 多摩

利用者さんと楽しく過ごせる方大募集です。 ● 高津

障害のある方の日中活動支援ボランティア募集 ● ● 高津

障害者施設での活動をお手伝いして頂ける方を募集します。 ● ● 中原

保育、支援補助ボランティア募集 ● ● 中原

一芸のある方大募集 ● 川崎

学校ボランティア募集 ● ● 高津

電話相談ボランティア募集 ● 中原

調理・配達スタッフ募集、インターンシップあります ● ● 麻生

障害者施設でのボランティア募集 ● 川崎

作業・レク支援ボランティア募集 ● ● 幸

お年寄り生活支援ボランティア ● 多摩

傾聴・作業補助・合唱演奏のボランティア募集 ● ● 高津

生田広場で「ボランティア」集まれ～！ ● ● 幸

一芸を披露してくれる人募集中！ ● ● 中原

クラブ活動・介助のお手伝い募集 ● ● 中原

お話し相手・見守りのボランティア募集 ● ● 中原

お話し相手・見守りのボランティア募集 ● ● 中原

クラブ活動のボランティア募集 ● ● 全市

ナルク川崎 ● ● 全市、他

イベント・大道芸・お話し相手ボランティア ● ● 全市

傾聴ボランティア(お話相手)の募集 ● ● 全市

高齢者施設・デイサービスのボランティア募集 ● ● 中原・高津

高齢者施設ボランティア募集 ● ● 高津

整容・洗濯・レクレーション補助ボランティア ● ● 全市、他

高齢者施設ボランティア大大大募集 ● ● 麻生

病院ボランティア ● 川崎

高齢者施設でのボランティア募集 ● ● 高津

老人保健施設でのボランティア ● ● 川崎

車イス・高齢者疑似体験研修ボランティア募集 ● 全市

傾聴ボランティア募集 ● 高津

イベントボランティア募集 ● 高津

障
が
い
者
・
児

高
齢
者

募集タイトル

　　　　　　　区（主な活動地域）・・・　川崎：川崎区／幸：幸区／中原：中原区／高津：高津区／宮前：宮前区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩：多摩区／麻生：麻生区／全市：川崎市内全域／他：その他地域

募集種別
区

福祉

分野
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------------------------------------------------------------------------------------------------

こんなボランティアになりたいね！
------------------------------------------------------------------------------------------------

「困ったボランティア」にならないために～７つの約束

①何かあったらすぐ電話を！

　もしも体調が悪くボランティアに行けな
くなったり、バスが遅れたりして遅刻しそ
うになったら、すぐに活動先へ連絡してく
ださい。受入団体では、あなたが来るのを
待っていますし、一日のスケジュールも狂っ
てしまうのです。

【受入団体から】
 事前に電話申込みがあっても、当日ドタ
キャンされたことがありました。連絡の
徹底をお願いします。

②あいさつは元気よく！

　まずはリラックスするためにも、明るく
あいさつをしましょう。力が抜けて、自然
と笑顔になります。

【受入団体から】
基本的な挨拶ができなかったり、朝食を
食べずに来所して、途中で具合が悪くなっ
たりした参加者がいました。基本的な社
会常識は身につけて来てほしいと思いま
す。

③一声は自分から！

　自分では何もできないと思っていても、「何
をすればいいですか？」などと職員に声をか
けて、積極性を見せてください。そうすれば、
いろいろなことをお願いしやすくなります。

【受入団体から】
学校の授業や課題で義務付けられているの
で、ボランティア活動をしたいというスタ
ンスの参加者が何人かいました。自発的に
希望されていない方にボランティアをして
いただくことは、それでも何かのきっかけ
になれば、と思いますが、受入側には戸惑
いもあります。
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④新しい友だちを広げよう！

　一緒に参加した、同じ学校のお友だちとばかり
しゃべっていないで、活動先で新しい友達を見つけ
てください。

【受入団体から】
参加者が一緒に来た友達とかたまってしまい、利
用者の方との交流がなかなか図れませんでした。
また、大きな声でおしゃべりをされ、困りました。

⑤活動しやすい服装とは？

　車いすの介助やお散歩などもありますの
で、スカートやサンダルなどは、ボランティ
ア活動では控えましょう。そのかわり、帽
子やタオルを忘れずに！

⑥あなたが知ったことは、あなたの胸にしまっ

てください

　活動で知った相手の個人的なことは、信頼関係を大
切にするためにも他の人にはしゃべらないでください。

【受入団体から】
参加者で、利用者の写真を撮って学校に報告したい
という方がいましたが、プライバシー保護の観点か
らお断りしました。携帯電話も含め、写真を撮るの
はやめていただきたい。

⑦「なぜ」を大事にしてください

　活動を振り返り、活動中に感じた疑問や
問題を忘れないで、どうすれば解決できる
のかを考えてください。これから、自分が
何をすべきかが見えてくるでしょう。

【受入団体から】
何のために参加するのか、目的を持って
参加してほしいと思います。

------------------------------------------------------------------------------------------------

こんなボランティアになりたいね！
------------------------------------------------------------------------------------------------

「困ったボランティア」にならないために～７つの約束

①何かあったらすぐ電話を！

　もしも体調が悪くボランティアに行けな
くなったり、バスが遅れたりして遅刻しそ
うになったら、すぐに活動先へ連絡してく
ださい。受入団体では、あなたが来るのを
待っていますし、一日のスケジュールも狂っ
てしまうのです。

【受入団体から】
 事前に電話申込みがあっても、当日ドタ
キャンされたことがありました。連絡の
徹底をお願いします。

②あいさつは元気よく！

　まずはリラックスするためにも、明るく
あいさつをしましょう。力が抜けて、自然
と笑顔になります。

【受入団体から】
基本的な挨拶ができなかったり、朝食を
食べずに来所して、途中で具合が悪くなっ
たりした参加者がいました。基本的な社
会常識は身につけて来てほしいと思いま
す。

③一声は自分から！

　自分では何もできないと思っていても、「何
をすればいいですか？」などと職員に声をか
けて、積極性を見せてください。そうすれば、
いろいろなことをお願いしやすくなります。

【受入団体から】
学校の授業や課題で義務付けられているの
で、ボランティア活動をしたいというスタ
ンスの参加者が何人かいました。自発的に
希望されていない方にボランティアをして
いただくことは、それでも何かのきっかけ
になれば、と思いますが、受入側には戸惑
いもあります。
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安心して活動するために 市民活動に関する保険のご紹介

ボランティア活動保険 （川崎市社会福祉協議会）

ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償します。また、天災（地震・噴

火・津波）によるケガも補償する「天災タイプ」もあります。

ボランティア行事用保険 （川崎市社会福祉協議会）

地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事における主催者や参加者のケガや主催者の賠

償責任（主催者責任）を補償します。

本制度は、ボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込人となり、ボランティア個人

を被保険者（保険の補償を受けられる方）として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締

結する団体契約です。

詳細はホームページ「ふくしの保険」 をご覧ください。

問合せ： 川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター

電話： （直通） ：

※加入は各区の社会福祉協議会でもできます。

川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度

～市民活動（ボランティア活動）中の事故に対して、補償金が支払われます～

この補償制度は、市民活動団体が安心して日常のボランティア活動に取り組めるよう、市が損害保

険会社と保険契約を行う制度です。この補償制度の運用業務を公益財団法人かわさき市民活動セ

ンターが行っています。事前登録や加入、契約等の手続きは不要ですが、事故通報後の審査で補償

金が支払われるかが判断されます。事前に団体や活動が判断の対象となるかお問合せください。

⇒ かわさき市民活動センター

※事故日から か月以内に事故通報書を提出してください。

詳細、事故通報書はこちらから

ボランティア活動保険 ボランティア行事用保険

対象となる
ボランティア
活動

日本国内における自発的な意思
により他人や社会に貢献する無
償のボランティア活動

地域福祉活動やボランティア活動の一環と
して日本国内で行われる各種行事

補償期間
（保険期間）

月 日午前 時から
月 日午後 時まで

行事開催期間（加入手続完了日の翌日午
前 時以降の行事開催日から補償されま
す。）

被保険者
（保険の補償を
受けられる方）

・ケガの補償：ボランティア個人
・賠償責任の補償：ボランティア
個人、ボランティアの監督義務
者、 法人

・ケガの補償：行事参加者（主催者含む）
・賠償責任の補償：行事主催者および共催
者
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●保育ボランティア
子ども好きな方、お気軽にご連絡ください

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】多摩区
【募集人数】若干名
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大
学生・一般

【内容】お母さんが会議や勉強会に参加しているときの保
育ボランティア。お子さんの年齢は 歳～小４ぐらいで

時により様々ですが、 ～ 歳ぐらいまでの子が ～ 人

ぐらいのことが多いです。

単発でも ですが、毎回でなくて良いので継続的にお

願いできると、尚助かります。

【日時】毎月第１金曜日 ： ～ ： 、毎月第３木曜

日 ： ～ ： 、その他月１～２回行事があるとき。

土日の可能性もあります。変更の可能性もありますので、

事前にお問い合わせください。

【場所】いなだ助産院ほか
【交通】 南武線・稲田堤駅から徒歩５分、京王線・
稲田堤駅から徒歩７分

【条件など】お子さん好きな方。汚れても良い服装
で。水分・タオルなどご持参ください。

【締切】随時
【申込方法】電話 メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クローバーの会
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】随時 留守電に入れて頂ければご連絡致
します。

●「あさおオモチャとしょかん」
ボランティア募集

障害を持つ子も持たない子も、共に育ち合う場として、麻

生区社会福祉協議会が実施主体、ボランティアが運営して

います。

【種別】幼児・児童／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】オモチャの準備、じゅうたんなどの会場設営およ
び片付け、参加者の受付、お子さんの見守りなど

【 日 時 】 毎 月 第 １ ３木 曜 日

【場所】麻生区役所柿生分庁舎ホール
【交通】柿生駅から徒歩５分
【条件など】上履き、エプロン持参
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市麻生区社会福祉協議会
【担当】岡
【住所】麻生区万福寺 新百合 ビル
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 金

安心して活動するために 市民活動に関する保険のご紹介

ボランティア活動保険 （川崎市社会福祉協議会）

ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償します。また、天災（地震・噴

火・津波）によるケガも補償する「天災タイプ」もあります。

ボランティア行事用保険 （川崎市社会福祉協議会）

地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事における主催者や参加者のケガや主催者の賠

償責任（主催者責任）を補償します。

本制度は、ボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込人となり、ボランティア個人

を被保険者（保険の補償を受けられる方）として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締

結する団体契約です。

詳細はホームページ「ふくしの保険」 をご覧ください。

問合せ： 川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター

電話： （直通） ：

※加入は各区の社会福祉協議会でもできます。

川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度

～市民活動（ボランティア活動）中の事故に対して、補償金が支払われます～

この補償制度は、市民活動団体が安心して日常のボランティア活動に取り組めるよう、市が損害保

険会社と保険契約を行う制度です。この補償制度の運用業務を公益財団法人かわさき市民活動セ

ンターが行っています。事前登録や加入、契約等の手続きは不要ですが、事故通報後の審査で補償

金が支払われるかが判断されます。事前に団体や活動が判断の対象となるかお問合せください。

⇒ かわさき市民活動センター

※事故日から か月以内に事故通報書を提出してください。

詳細、事故通報書はこちらから

ボランティア活動保険 ボランティア行事用保険

対象となる
ボランティア
活動

日本国内における自発的な意思
により他人や社会に貢献する無
償のボランティア活動

地域福祉活動やボランティア活動の一環と
して日本国内で行われる各種行事

補償期間
（保険期間）

月 日午前 時から
月 日午後 時まで

行事開催期間（加入手続完了日の翌日午
前 時以降の行事開催日から補償されま
す。）

被保険者
（保険の補償を
受けられる方）

・ケガの補償：ボランティア個人
・賠償責任の補償：ボランティア
個人、ボランティアの監督義務
者、 法人

・ケガの補償：行事参加者（主催者含む）
・賠償責任の補償：行事主催者および共催
者
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●子どもたちと遊んで下さるスタッフ募集
元気な小学生と一緒に公園などで体を使って遊ん
だり、宿題の補助を行って頂ける方を募集します。

【種別】児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生
【内容】子どもたちの安全管理、宿題補助など 日
時：平日 ※長期休みは午前中から

【日時】平日
【場所】みんなのおうちバンビのピエノ事務所 麻生
区上麻生

【交通】新百合ヶ丘駅から徒歩 分
【条件など】昼食を持参して下さい。※必要な場合
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
みんなのおうちバンビのピエノ
【担当】長山美穂子
【住所】麻生区上麻生
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】平日

●二ヶ領せせらぎ館 受付ボランティア
多摩川や二ヶ領用水の自然や歴史に関心のある方野鳥や
野草が好きな方、 回ほどの実習で基本を説明します。

【種別】幼児・児童／ボランティア／長期／平日・土日祝
【地域】多摩区
【募集人数】数名
【対象】一般
【内容】施設利用者への施設の説明 床面の多摩川１３８
ｋｍ衛星写真の説明 水槽の魚の説明 展示野草の説
明 月ごとの展示パネルの説明 年間開催イベントへ
の参画、会議室の貸し出し管理等。

【日時】火 日 ※夏季は、
【場所】多摩区宿河原 二ヶ領せせらぎ館

【交通】登戸駅から徒歩８分
【条件など】必要な資格は特にありません。※ボランティ
ア保険加入済み

【締切】随時
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多摩川エコミュージアム
【担当】戸修・柘植正躬
【住所】多摩区宿河原 二ヶ領せせらぎ館
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】火 金

●夏期保育園体験ボランティア
夢を育てる ゆめいく の子どもに会いに来て！

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】数名
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】保育のお手伝い、環境整備など
【日時】 年７月 日ー８月 日
【場所】ゆめいく日進町保育園
【交通】八丁畷駅から徒歩４分
【条件など】エプロン、三角巾、上履きを持参
【締切】 年８月 日まで
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ゆめいく日進町保育園
【担当】小野上
【住所】川崎区日進町
【電話】
【 】
【受付時間】平日

●保育園でボランティアしてみませんか？
日数や時間の調整は出来ますので、お気軽にお問合せ下さい。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期・長期／
平日

【地域】川崎区
【募集人数】１日３名まで
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
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【内容】０歳から２歳児の保育補助 保育に伴う環境整備
【日時】
【場所】川崎乳児保育所
【交通】京急川崎駅から徒歩４分
【条件など】健康で明るい方、子供が好きな方
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎乳児保育所
【担当】川辺・山田
【住所】川崎区本町
【電話】
【 】
【受付時間】月 金

●保育ボランティア募集
保育園で働く保育士さんのお手伝いをしてみたいという
方を募集します。かわいい子どもたちと一緒に過ごして
みませんか？

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】保育士の助手、保育の雑務、製作物等の作業など
【日時】平日
【場所】あいせん保育園
【交通】 川崎駅からバス 分
【条件など】上履き、エプロン、動きやすい服装 更衣室
あります ※保育士資格所有者歓迎します

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
あいせん保育園
【担当】七条泰恵
【住所】川崎区浜町
【電話】
【 】
【受付時間】平日

●子ども好きな方施設修繕のお手伝いさん募集
川崎市内にある児童福祉施設です。子どもを対象とした
学習支援ボランティア、遊びの支援をして下さるボラン

ティアや施設修繕のお手伝いをして下さる方を募集して
おります。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期・
長期／平日・土日祝

【地域】高津区
【募集人数】複数名
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【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施設の修繕としてペンキ塗りなどの各設備の修繕
【日時】①学習：火木 、遊び：月水金

、行事：主に土日※応相談 ②平日

【場所】ヒルズすえなが
【交通】溝の口、梶が谷駅から徒歩 分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ヒルズすえなが
【担当】秦・石川
【住所】高津区末長１丁目
【電話】

●子どもたちと遊んで下さるスタッフ募集
元気な小学生と一緒に公園などで体を使って遊ん
だり、宿題の補助を行って頂ける方を募集します。

【種別】児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生
【内容】子どもたちの安全管理、宿題補助など 日
時：平日 ※長期休みは午前中から

【日時】平日
【場所】みんなのおうちバンビのピエノ事務所 麻生
区上麻生

【交通】新百合ヶ丘駅から徒歩 分
【条件など】昼食を持参して下さい。※必要な場合
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
みんなのおうちバンビのピエノ
【担当】長山美穂子
【住所】麻生区上麻生
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】平日

●二ヶ領せせらぎ館 受付ボランティア
多摩川や二ヶ領用水の自然や歴史に関心のある方野鳥や
野草が好きな方、 回ほどの実習で基本を説明します。

【種別】幼児・児童／ボランティア／長期／平日・土日祝
【地域】多摩区
【募集人数】数名
【対象】一般
【内容】施設利用者への施設の説明 床面の多摩川１３８
ｋｍ衛星写真の説明 水槽の魚の説明 展示野草の説
明 月ごとの展示パネルの説明 年間開催イベントへ
の参画、会議室の貸し出し管理等。

【日時】火 日 ※夏季は、
【場所】多摩区宿河原 二ヶ領せせらぎ館

【交通】登戸駅から徒歩８分
【条件など】必要な資格は特にありません。※ボランティ
ア保険加入済み

【締切】随時
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多摩川エコミュージアム
【担当】戸修・柘植正躬
【住所】多摩区宿河原 二ヶ領せせらぎ館
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】火 金

●夏期保育園体験ボランティア
夢を育てる ゆめいく の子どもに会いに来て！

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】数名
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】保育のお手伝い、環境整備など
【日時】 年７月 日ー８月 日
【場所】ゆめいく日進町保育園
【交通】八丁畷駅から徒歩４分
【条件など】エプロン、三角巾、上履きを持参
【締切】 年８月 日まで
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ゆめいく日進町保育園
【担当】小野上
【住所】川崎区日進町
【電話】
【 】
【受付時間】平日

●保育園でボランティアしてみませんか？
日数や時間の調整は出来ますので、お気軽にお問合せ下さい。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期・長期／
平日

【地域】川崎区
【募集人数】１日３名まで
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
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●乳幼児の保育ボランティア大募集
毎日数人のお子さんを保育しています。初めての方もス
タッフが丁寧に対応致します。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】川崎西部地域療育センターを利用するお子
さんがクラスに通う時間帯に、そのご兄弟をお預
かりして保育して頂きます。対象年齢は１ ５歳ま
での乳幼児です。保育内容は、主に遊びと昼食の
介助です。

【日時】平日 月 金① ②
【場所】川崎西部地域療育センター
【交通】溝の口駅からバス「川崎西部地域療育セン
ター」または「平」下車 徒歩５分

【条件など】女性のみ、エプロンなど ※事前にオ
リエンテーションがあります

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎西部地域療育センター
【担当】湯本・姫野
【住所】宮前区平
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●保育ボランティア募集
１日だけの参加も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】宮前区
【募集人数】１～２名
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①保育補助 子どもと遊ぶ、着替えの手伝い
の介助 ②保育準備、製作、掃除、後片付けなど

【日時】月～金
【場所】野川南台保育園
【交通】武蔵小杉からバス「山崎」下車 分

【条件など】健康で子どもが好きな方
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
野川南台保育園
【担当】長 田 理 英 子
【住所】宮前区野川
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】平日

●保育ボランティア募集
民営の保育園です。元気いっぱい笑顔あふれる子どもた
ちの保育を体験してみませんか？

【種別】幼児・児童／ボランティア・インターンシップ／
平日

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校生・短期大学生・
大学生・一般

【内容】①乳幼児の保育補助として、着替えやオム
ツ替え、散歩の付添い。②絵本の読み聞かせ等を
したり、保育園内の環境整備、清掃等

【日時】平日
【場所】ふくじゅ保育園
【交通】鹿島田駅から徒歩５分
【条件など】室内履き カカトのあるもの 、エプロン、
三角巾、箸、コップ、水筒、名札

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ふくじゅ保育園
【住所】幸区鹿島田
【電話】
【 】
【受付時間】平日
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●保育ボランティア募集
元気な子ども達と遊んだり、身の回りのお世話をしたり、
保育士のお手伝いをして頂きます。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】多摩区 【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生
【内容】子どもとぶ、着替えや食事の介助、保育士
の手伝い 掃除、教材準備 など

【日時】月～金 ① ②
③

【場所】三田かしのみ保育園
【交通】生田駅から徒歩５分
【条件など】上履き持参、給食希望の方は 円
１日、事前に検便を行って頂きます。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
三田かしのみ保育園
【担当】三 角 真 智
【住所】多摩区三田
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月 金

●子育てひろばボランティア募集
歳までの女性でパソコン操作やゆかたの着付け

が出来る方
【種別】幼児・児童／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区 【募集人数】２名
【対象】一般
【内容】①開催日当日の に会場に来て会場作りや
子どもの相手をする。 ②イベントの写真を撮り、ブログ
に掲載する。 ③七夕祭りで、外国人にゆかたを着せる。

【日時】第１・第２木曜日
【場所】福祉パル「なかはら」
【交通】武蔵小杉駅から徒歩 分
【条件など】 歳までの女性でパソコン操作やゆかたの
着付けが出来る方

【締切】随時 【申込方法】 電話 【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
国際子育てひろば コアラ
【担当】米 澤 悦 子

【住所】中原区今井上町 福祉パルなかはら
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】随時

●地域子育て支援センターかみさくのべ
学生ボランティア募集
学校の長期休みを利用して地域でのボランティア活動を
してみませんか？地域子育て支援センターでの活動です。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区・高津区 【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生
【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。
学生に関わって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。
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
と学生の交流を通して、地域に顔見知りが増え、子育て
に関わる楽しさが広がっていくことを願っています。

【日時】長期休暇中の火・木・金（ ： ～ ： ） 日
間 （長期参加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）

【交通】①梶が谷駅から徒歩 分
②溝の口駅、武蔵溝ノ口駅からバス「下作住宅前
バス停」下車徒歩 分

【条件など】資格不問、筆記用具持参、動きやすく汚れて
もいい服装で（上履きは不要）、費用負担なし、ボランテ
ィアにも賠償責任保険が適用されますが、ボランティア
自身のケガなどに対応する傷害保険はありません。必要
に応じてレクリエーション保険等にご加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】なし（当日オリエンテーションあり）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子育て支えあいネットワーク満
【電話】 （地域子育て支援センター
かみさくのべ）

【 】下記ページのフォームよりお申し込みください。
地域子育て支援セン

ター 学生ボランティア募集
【受付時間】随時

●乳幼児の保育ボランティア大募集
毎日数人のお子さんを保育しています。初めての方もス
タッフが丁寧に対応致します。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】川崎西部地域療育センターを利用するお子
さんがクラスに通う時間帯に、そのご兄弟をお預
かりして保育して頂きます。対象年齢は１ ５歳ま
での乳幼児です。保育内容は、主に遊びと昼食の
介助です。

【日時】平日 月 金① ②
【場所】川崎西部地域療育センター
【交通】溝の口駅からバス「川崎西部地域療育セン
ター」または「平」下車 徒歩５分

【条件など】女性のみ、エプロンなど ※事前にオ
リエンテーションがあります

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎西部地域療育センター
【担当】湯本・姫野
【住所】宮前区平
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●保育ボランティア募集
１日だけの参加も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】宮前区
【募集人数】１～２名
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①保育補助 子どもと遊ぶ、着替えの手伝い
の介助 ②保育準備、製作、掃除、後片付けなど

【日時】月～金
【場所】野川南台保育園
【交通】武蔵小杉からバス「山崎」下車 分

【条件など】健康で子どもが好きな方
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
野川南台保育園
【担当】長 田 理 英 子
【住所】宮前区野川
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】平日

●保育ボランティア募集
民営の保育園です。元気いっぱい笑顔あふれる子どもた
ちの保育を体験してみませんか？

【種別】幼児・児童／ボランティア・インターンシップ／
平日

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校生・短期大学生・
大学生・一般

【内容】①乳幼児の保育補助として、着替えやオム
ツ替え、散歩の付添い。②絵本の読み聞かせ等を
したり、保育園内の環境整備、清掃等

【日時】平日
【場所】ふくじゅ保育園
【交通】鹿島田駅から徒歩５分
【条件など】室内履き カカトのあるもの 、エプロン、
三角巾、箸、コップ、水筒、名札

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ふくじゅ保育園
【住所】幸区鹿島田
【電話】
【 】
【受付時間】平日
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●地域子育て支援センターすえなが
学生ボランティア募集
学校の長期休みを利用して地域でのボランティア活動を
してみませんか？地域子育て支援センターでの活動です。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生
【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。
学生に関わって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。
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
と学生の交流を通して、地域に顔見知りが増え、子育てに
関わる楽しさが広がっていくことを願っています。
【日時】長期休暇中の火・木・金（ ： ～ ： ） 日
間 （長期参加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）

【交通】①武蔵新城駅徒歩 分、②末長バス停徒歩 分
【条件など】資格不問、筆記用具持参、動きやすく汚れて
もいい服装で（上履きは不要）、費用負担なし、ボランテ
ィアにも賠償責任保険が適用されますが、ボランティア
自身のケガなどに対応する傷害保険はありません。必要
に応じてレクリエーション保険等にご加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】なし（当日オリエンテーションあり）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子育て支えあいネットワーク満
【電話】 （河村）
【 】下記ページのフォームよりお申し込みください。

地域子育て支援
センター 学生ボランティア募集

【受付時間】随時

●地域子育て支援センターしぼくち
学生ボランティア募集
学校の長期休みを利用して地域でのボランティア活動を
してみませんか？地域子育て支援センターでの活動です。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生
【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。
学生に関わって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。
近所に住みながらも日頃関わる機会の少ない乳幼児親
子と学生の交流を通して、地域に顔見知りが増え、子育
てに関わる楽しさが広がっていくことを願っています。

【日時】長期休暇中の火・水・木（ ： ～ ： ） 日
間 （長期参加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）

【交通】「子母口住宅前」バス停から徒歩 分
【条件など】資格不問、筆記用具持参、動きやすく汚れて
もいい服装で（上履きは不要）、費用負担なし、ボランテ
ィアにも賠償責任保険が適用されますが、ボランティア
自身のケガなどに対応する傷害保険はありません。必要
に応じてレクリエーション保険等にご加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】メール
【見学など】オリエンテーションは、当日の朝 分程度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子育て支えあいネットワーク満
【電話】 （河村）
【 】ホームページのフォームよりお申し込みください。

地域子育て支
援センター 学生ボランティア募集

【受付時間】随時

16



●地域子育て支援センターひがしたかつ
学生ボランティア募集
学校の長期休みを利用して地域でのボランティア活動を
してみませんか？地域子育て支援センターでの活動です。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区・高津区 【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生
【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。
学生に関わって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。
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
と生の交流を通して、地域に顔見知りが増え、子育てに
関わる楽しさが広がっていくことを願っています。

【日時】長期休暇中の火・水・金（ ： ～ ： ） 日
間 （長期参加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に集合）

【交通】下野毛バス停から徒歩 分
【条件など】資格不問、筆記用具持参、動きやすく汚れて
もいい服装で（上履きは不要）、費用負担なし、ボランテ
ィアにも賠償責任保険が適用されますが、ボランティア
自身のケガなどに対応する傷害保険はありません。必要
に応じてレクリエーション保険等にご加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】メール
【見学など】オリエンテーションは、当日の朝 分程度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子育て支えあいネットワーク満
【電話】 （河村）
【 】下記ページのフォームよりお申し込みください。

地域子育て支
援センター 学生ボランティア募集
【受付時間】随時

●地域子育て支援センターみやうち
学生ボランティア募集
学校の長期休みを利用して地域でのボランティア活動を
してみませんか？地域子育て支援センターでの活動です。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生
【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。
学生に関わって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。
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
と学生の交流を通して、地域に顔見知りが増え、子育て
に関わる楽しさが広がっていくことを願っています。

【日時】長期休暇中の水・木・金（ ： ～ ： ） 日
間 （長期参加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）

【交通】①武蔵中原駅、徒歩 分
②市バス「市民ミュージアム前」バス停徒歩 分

【条件など】資格不問、筆記用具持参、動きやすく汚れて
もいい服装で（上履きは不要）、費用負担なし、ボランテ
ィアにも賠償責任保険が適用されますが、ボランティア
自身のケガなどに対応する傷害保険はありません。必要
に応じてレクリエーション保険等にご加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】メール
【見学など】オリエンテーションは、当日の朝 分程度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子育て支えあいネットワーク満
【電話】 （河村）
【 】下記ページのフォームよりお申し込みください。

地域子育て支
援センター 学生ボランティア募集

【受付時間】随時

●地域子育て支援センターすえなが
学生ボランティア募集
学校の長期休みを利用して地域でのボランティア活動を
してみませんか？地域子育て支援センターでの活動です。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生
【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。
学生に関わって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。
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
と学生の交流を通して、地域に顔見知りが増え、子育てに
関わる楽しさが広がっていくことを願っています。
【日時】長期休暇中の火・木・金（ ： ～ ： ） 日
間 （長期参加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）

【交通】①武蔵新城駅徒歩 分、②末長バス停徒歩 分
【条件など】資格不問、筆記用具持参、動きやすく汚れて
もいい服装で（上履きは不要）、費用負担なし、ボランテ
ィアにも賠償責任保険が適用されますが、ボランティア
自身のケガなどに対応する傷害保険はありません。必要
に応じてレクリエーション保険等にご加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】なし（当日オリエンテーションあり）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子育て支えあいネットワーク満
【電話】 （河村）
【 】下記ページのフォームよりお申し込みください。

地域子育て支援
センター 学生ボランティア募集

【受付時間】随時

●地域子育て支援センターしぼくち
学生ボランティア募集
学校の長期休みを利用して地域でのボランティア活動を
してみませんか？地域子育て支援センターでの活動です。

【種別】幼児・児童／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生
【内容】小さい子どもたちは、お兄さんお姉さんが大好き。
学生に関わって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。
近所に住みながらも日頃関わる機会の少ない乳幼児親
子と学生の交流を通して、地域に顔見知りが増え、子育
てに関わる楽しさが広がっていくことを願っています。

【日時】長期休暇中の火・水・木（ ： ～ ： ） 日
間 （長期参加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）

【交通】「子母口住宅前」バス停から徒歩 分
【条件など】資格不問、筆記用具持参、動きやすく汚れて
もいい服装で（上履きは不要）、費用負担なし、ボランテ
ィアにも賠償責任保険が適用されますが、ボランティア
自身のケガなどに対応する傷害保険はありません。必要
に応じてレクリエーション保険等にご加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】メール
【見学など】オリエンテーションは、当日の朝 分程度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子育て支えあいネットワーク満
【電話】 （河村）
【 】ホームページのフォームよりお申し込みください。

地域子育て支
援センター 学生ボランティア募集

【受付時間】随時
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●障がい児サポート・ボランティア募集
お気軽にお問合せ下さい。１日だけの参加も可能です。
一緒に子ども達の成長を見守っていきましょう！

【種別】幼児・児童／ボランティア・それ以外の実
働スタッフ／単発・短期・長期／平日・土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①発達障害、重度心身障害児童をサポートして頂
きます。室内活動 ダンス、クッキング、創作 ②外出活
動 公園散歩、ピクニック、公共交通機関の利用 などの
付き添い・見守り

【日時】平日 土日祝
【場所】ライズ児童デイサービス平間
【交通】平間駅から徒歩 分
【条件など】電車賃会社負担 要領収書 、昼食は各自用意
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ライズ児童デイサービス平間
【担当】半田圭一
【住所】中原区中丸子
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】平日

●わくわくプラザ 学習ボランティア
子どもたちが学びの習慣を身に着けられるよう、自習や
宿題のサポートをして頂ける方を募集します。
【種別】ボランティア 【地域】全市
【内容】わくわくプラザを利用している児童に、自学・自
習の支援を行い、自ら進んで学べるよう、環境づくりを
して頂きます。

【日時】月～金 ～ 、土 ～
【場所】各わくわくプラザ
【条件など】教員免許取得者や教員を目指している
学生の方／交通費実費弁償（ 円まで）

【締切】随時
【申込方法】各館へ電話（ ～ ページ参照）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター

●こども文化センター わくわくプラザ
ボランティア

子どもたちが安全安心に過ごせるよう、遊びや行事のサポ
ートをして頂ける方を募集します。
【種別】ボランティア
【地域】全市
【内容】子どもの遊び相手および見守り行事の手伝いなど
【日時】開館時間の中で応相談
【場所】市内各こども文化センター、各わくわくプラザ
【条件など】各館へ問合せ
【締切】随時
【申込方法】各館へ電話（ ～ ページ参照）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター

●児童支援ボランティア募集
毎日たくさんの子どもたちが遊びに来ています。お気軽
にお問い合わせください。

【種別】子どもの健全育成／ボランティア／長期／平日
【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①学童及び児童館にて、児童の見守りと支援
②季節に合った行事のお手伝い ③行事にて楽器演奏や手
品などの出し物、スポーツなどの指導 など

【日時】月曜日～金曜日
【場所】わくわくプラザ、もしくは 多摩すかいきっず
【交通】登戸駅、向ヶ丘遊園駅から徒歩 分
【条件など】お問い合わせ後、面接を行います。子
どもと接することが好きな方歓迎。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多摩すかいきっず
【担当】脇 唯奈
【住所】多摩区登戸 多摩４階
【電話】
【 】
【受付時間】月曜日～金曜日
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●生活・学習支援ボランティア、調理のお
手伝いさん募集
川崎市からの委託事業で小学生を対象とした学習支援ボ
ランティア、遊びの支援をして下さるボランティアや夕
食調理のお手伝いをして下さる方を募っております。

【種別】子どもの健全育成／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【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夕食調理の準
備や調理のお手伝い

【日時】平日 火・木
＊時間は相談に応じます

【場所】池上新町町内会館（川崎区池上新町 ）
【交通】川崎駅からバス「臨港警察署前」下車、徒歩５分
【条件など】特にありません
【交通費】支給あり
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
カメリア会
【担当】菊地・菅野
【住所】川崎区池上新町
【電話】

●ボランティアをしてみませんか？
小学生の放課後の居場所「学童クラブどれみキッズ」で
は、家庭的な雰囲気のなかで子ども達がのんびり過ごし
たり、元気よく外で走り回ったりしています。そんな子
ども達といろんなことしてみませんか？

【種別】子どもの健全育成／ボランティア／単発・
短期／平日

【地域】宮前区【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①子ども達の学習サポート ②遊びの相手や、遊
びの紹介 ③イベントの企画や準備。または手伝い ④遠
出の付き添い

【日時】平日の午後（年末・年始、祝日を除く）
【場所】学童クラブどれみキッズ、または近隣
【交通】宮崎台駅から徒歩７分
【条件など】元気に小学生と遊べる方。持ち物はそ
の日の活動内容によって変わります。

【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
学童クラブ どれみキッズ
【メール】
【受付時間】平日

●日吉あそびっこクラブ ボランティ
ア募集
小学校 ～ 年生の子どもたちが、学校・学年の枠をこえ
て交流できるよう、遊びの講座を企画・運営しています。

【種別】社会教育・生涯学習／ボランティア／単発・短期
／平日・土日祝

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】小学校 ～ 年生（約 名）が、外遊び、工作、
料理作りなどの活動をします。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、一
緒に活動に参加しながら付き添っていただきます。

【日時】夏休みの平日 日と 月・ 月の土曜日 日ず
つを予定しています。

【場所】日吉分館（幸区南加瀬 日吉合同庁舎 Ｆ）
【交通】新川崎駅から徒歩 分
【条件など】資格・年齢不問。中高生歓迎。子ども
と遊ぶことが好きな方。昼食持参の回有り。

【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日吉分館市民実行委員会
【担当】小原利恵
【住所】幸区南加瀬 日吉合同庁舎
【電話】
【 】
【メール】
【 】

●障がい児サポート・ボランティア募集
お気軽にお問合せ下さい。１日だけの参加も可能です。
一緒に子ども達の成長を見守っていきましょう！

【種別】幼児・児童／ボランティア・それ以外の実
働スタッフ／単発・短期・長期／平日・土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①発達障害、重度心身障害児童をサポートして頂
きます。室内活動 ダンス、クッキング、創作 ②外出活
動 公園散歩、ピクニック、公共交通機関の利用 などの
付き添い・見守り

【日時】平日 土日祝
【場所】ライズ児童デイサービス平間
【交通】平間駅から徒歩 分
【条件など】電車賃会社負担 要領収書 、昼食は各自用意
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ライズ児童デイサービス平間
【担当】半田圭一
【住所】中原区中丸子
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】平日

●わくわくプラザ 学習ボランティア
子どもたちが学びの習慣を身に着けられるよう、自習や
宿題のサポートをして頂ける方を募集します。
【種別】ボランティア 【地域】全市
【内容】わくわくプラザを利用している児童に、自学・自
習の支援を行い、自ら進んで学べるよう、環境づくりを
して頂きます。

【日時】月～金 ～ 、土 ～
【場所】各わくわくプラザ
【条件など】教員免許取得者や教員を目指している
学生の方／交通費実費弁償（ 円まで）

【締切】随時
【申込方法】各館へ電話（ ～ ページ参照）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター

●こども文化センター わくわくプラザ
ボランティア

子どもたちが安全安心に過ごせるよう、遊びや行事のサポ
ートをして頂ける方を募集します。
【種別】ボランティア
【地域】全市
【内容】子どもの遊び相手および見守り行事の手伝いなど
【日時】開館時間の中で応相談
【場所】市内各こども文化センター、各わくわくプラザ
【条件など】各館へ問合せ
【締切】随時
【申込方法】各館へ電話（ ～ ページ参照）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター

●児童支援ボランティア募集
毎日たくさんの子どもたちが遊びに来ています。お気軽
にお問い合わせください。

【種別】子どもの健全育成／ボランティア／長期／平日
【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①学童及び児童館にて、児童の見守りと支援
②季節に合った行事のお手伝い ③行事にて楽器演奏や手
品などの出し物、スポーツなどの指導 など

【日時】月曜日～金曜日
【場所】わくわくプラザ、もしくは 多摩すかいきっず
【交通】登戸駅、向ヶ丘遊園駅から徒歩 分
【条件など】お問い合わせ後、面接を行います。子
どもと接することが好きな方歓迎。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多摩すかいきっず
【担当】脇 唯奈
【住所】多摩区登戸 多摩４階
【電話】
【 】
【受付時間】月曜日～金曜日
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●ワークルール等を伝える高校等で行う出前授
業および公開学習会等の企画・運営メンバー
を募集します
お気軽にご参加ください。一緒に学びながら、楽しく分
かりやすい授業を創りましょう！

【種別】社会教育・生涯学習／ボランティア・それ
以外の実働スタッフ／長期／平日・土日祝

【地域】全市
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①公開学習会等の企画、運営 ②出前授業の
準備、運営

【日時】打ち合わせは主に日曜日（月 回程度 通年）
出前授業は平日の昼間（定時制の場合は夕方以降）授業は
秋以降が多くなります

【場所】通常の打ち合わせは市民活動センター フリース
ペース、出前授業は各学校で行います。

【条件など】特にありませんが、労働法や社会保障
の知識のある方、歓迎

【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール
【見学など】希望があれば
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ワークルールと若者支援を結ぶ会
【担当】岸田則子
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●高齢者のスマホ タブレット相談のボラ
ンティア募集
高度な知識は不要。自分も相談したいという方でも
です。

【種別】情報化社会／ボランティア・インターンシップ／
単発・短期／平日

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】定期的に開催している講習会にて、スマホ タブ
レットに関する高齢者の相談に対応して頂きます。
講習会の参加者は ～ 名程度、実働時間は約 分、
２～３名の講師と共に対応します。日常的にスマホ タブ
レットをお使いの方であれば特に高度な知識は必要あり
ません。

【日時】毎月 回、水曜日または木曜日の ～
に講習会を開催しています。
月 回だけの参加でも構いません。

【場所】中原市民館（武蔵小杉）
【交通】武蔵小杉駅から徒歩 分
【条件など】日常的にスマホ タブレットをお使いの方
【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】事前見学可能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎スマートライフ推進会
【担当】菰田 浩
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】随時
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●地域発信ホームページ紹介ボランティア
川崎市内全域から発信されるホームページ（商店・レス
トランを除く）を分類・整理、写真・地図と組み合わせ
て、判りやすく紹介します。

【種別】情報化社会／ボランティア／長期／平日・土日祝
【地域】全市
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】ホームページ「インターネット川崎ガイド」
内容更新・充実のための ①情報収集 ②写真撮影
③整理・入力 ④プログラム改良

【日時】応相談
【場所】川崎市内全域
【交通】その都度になります。
【条件など】市民活動、市内散策、風景写真に興味
のある方、 技術のある方

【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
インターネット川崎ガイド
【メール】
【 】
【受付時間】常時

●国連に提出する「核兵器廃絶のための署
名」活動に参加してください。
核兵器は人類とは共存できません。世界が相手の大きな
問題ですが、一人ひとりの核兵器はいらないの声をたく
さん国連に届けましょう。 カ月に 回 時間の署名を
呼び掛ける活動です。

【種別】人権・平和／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】毎月 回 日か 日）の午後の 時間、武蔵小
杉のグランツリー前などでの署名活動です。署名用紙、
ボールペンなど必要なものはこちらで準備します。

【日時】毎月 日か 日の午後 時半から 時半まで。
雨天は中止。 年中。

【場所】大体、武蔵小杉駅近くのグランツリーの、中原市
民館・市民活動センター横に集合。

【交通】武蔵小杉駅から徒歩 分
【条件など】核兵器をなくしたいという願いさえあ
れば、特にありません。

【締切】随時募集
【申込方法】電話
【見学など】前の月の署名活動を見てください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中原区原水協
【担当】清水陽子
【住所】中原区新丸子東 － － かわさき市
民活動センター レターボックス

【電話】 －
【 】
【メール】
【受付時間】10:00―16:00

●リサイクルショップボランティア募集
楽しくボランティアをしてアジアの人達へ支援ができま
す。見学歓迎です。

【種別】人権・平和／ボランティア／長期／平日
【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】店内での接客と販売 レジ作業 清掃 品
物値付けや整理の補助

【日時】通年 月曜から土曜 の時間
帯のうち１回３時間程度

【場所】 ショップたま
【交通】中野島駅から徒歩４分
【条件など】 法人 ２１ジャパンたまの会員にな
って頂きます。 ※交通費全額支給 保険加入あり

【締切】随時募集
【申込方法】電話 直接来所
【見学など】事前見学歓迎 面接あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ジャパン・たま（ ショップたま）
【担当】鈴木久子
【住所】多摩区中野島 新多摩川ハイム
【電話】
【 】
【受付時間】日曜祝日以外

●ワークルール等を伝える高校等で行う出前授
業および公開学習会等の企画・運営メンバー
を募集します
お気軽にご参加ください。一緒に学びながら、楽しく分
かりやすい授業を創りましょう！

【種別】社会教育・生涯学習／ボランティア・それ
以外の実働スタッフ／長期／平日・土日祝

【地域】全市
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①公開学習会等の企画、運営 ②出前授業の
準備、運営

【日時】打ち合わせは主に日曜日（月 回程度 通年）
出前授業は平日の昼間（定時制の場合は夕方以降）授業は
秋以降が多くなります

【場所】通常の打ち合わせは市民活動センター フリース
ペース、出前授業は各学校で行います。

【条件など】特にありませんが、労働法や社会保障
の知識のある方、歓迎

【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール
【見学など】希望があれば
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ワークルールと若者支援を結ぶ会
【担当】岸田則子
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●高齢者のスマホ タブレット相談のボラ
ンティア募集
高度な知識は不要。自分も相談したいという方でも
です。

【種別】情報化社会／ボランティア・インターンシップ／
単発・短期／平日

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】定期的に開催している講習会にて、スマホ タブ
レットに関する高齢者の相談に対応して頂きます。
講習会の参加者は ～ 名程度、実働時間は約 分、
２～３名の講師と共に対応します。日常的にスマホ タブ
レットをお使いの方であれば特に高度な知識は必要あり
ません。

【日時】毎月 回、水曜日または木曜日の ～
に講習会を開催しています。
月 回だけの参加でも構いません。

【場所】中原市民館（武蔵小杉）
【交通】武蔵小杉駅から徒歩 分
【条件など】日常的にスマホ タブレットをお使いの方
【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】事前見学可能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎スマートライフ推進会
【担当】菰田 浩
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】随時
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●日本語ボランティア募集
日本語会話を通じて外国人の皆さんと交流するこ
とを目的としています。外国語・ 資格不要。気軽
にお問い合わせを。

【種別】在日外国人支援／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】
①私たちは日本語を教える「先生」ではなく「ともだち」
としてお付き合いしたいと考えています。

②対象は日本語会話の訓練や機会を求めている外国人の
方だけでなく、友だちをつくりたいという外国人の方
も対象です。「日本語の知識」だけでなく、慣れない土
地に住む外国人の「居場所」の提供も大切なことだと
考えています。

③教材や資料は不要です。顔と顔を合わせて話しをする
のがコミュニケーションの基本だと考えています。

【日時】原則毎週水曜日
※ 月のお盆前後、年末年始、第５水曜日は休み
【場所】主に かわさき市民活動センター （フリースペ
ース集合）

【交通】東急東横線 武蔵小杉駅徒歩 分、 南武線 武
蔵小杉駅徒歩 分、 横須賀線 武蔵小杉駅徒歩 分

【条件など】資格不要。外国語不要。 円 月程度
（コピー代等充当）

【締切】なし（随時受付）
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】見学随時
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日本語会話グループ いどばた
【担当】苗加 隆
【電話】 又は
【 】
【メール】
【受付時間】毎日 ～ ただし火曜日、木
曜日の ～ は電話を取ることができま
せんのでご了承ください。

●外国人向け日本語支援ボランティア
お気軽にお問合せ下さい。

【種別】在日外国人支援／ボランティア／単発・短期・長
期／土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】地域に住んでいる外国人の方に、日本語支援と日
本語会話を通じて交流して頂くことが目的です。

【日時】毎週土曜日
【場所】川崎市立柿生小学校
【交通】柿生駅から徒歩５分
【条件など】外国語会話、資格等は不要です。
【締切】随時
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
柿生にほんご どようきょうしつ
【メール】
【 】
【受付時間】随時
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●外国人の日本語学習支援
外国人に日本語を教えながら外国のことも学ぶ楽しい国
際交流の場でもあります。

【種別】在日外国人支援／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】外国人を日本語能力別に、入門・初級・中級・上
級等のグループ分けして、それぞれの担当を決めて授業
を進めます。教える言葉は基本的には日本語を使い、学
習者の日本語の聴力を高めます。支援者は正しい日本語
が使え外国人に偏見がなく優しく指導できることが必要
です。

【日時】毎週水曜日 （８月のみ全休）
【場所】麻生市民館
【交通】新百合ケ丘駅から徒歩５分
【締切】随時
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
あさお にほんご すいようクラス
【担当】滝澤義忠
【電話】
【メール】

●事務局・広報・通訳 ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾀｰ募集
発足 周年記念イベント（第 弾）として、新体制づ
くり中！日本には多くの移民者が暮らし、その数は年々
増えています。言葉や習慣の違う生活は容易ではありま
せん。 は言葉の障害のために地域社会で生活する上
で困難な状況にある在日外国人や帰国者、家族等のため
に、通訳士を無償で派遣しています。

【種別】在日外国人支援／ボランティア／長期／平日・土
日祝

【地域】川崎区ほか
【募集人数】
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】
①事務 、議事録のまとめ、文書作成 、メンバーへの各
種連絡 主に メール 、ミーティング時のファシリテ
ーション、その他

②広報 、 ウェブ更新・他のサイトにおける情報発信 、
行政・他機関の窓口訪問申請、宣伝等他団体との渉外、
ネットーワーク作り等関係構築、外部イベント出展時

の運営、 等
③通訳コーディネーター、依頼の受付、内容確認、通訳

の状況確認、呼びかけ、お申出の受付、連絡調整、
通訳活動の確認と事後処理

【日時】依頼により異なるが、主には平日のオフィスタイ
ム。 会議の場合は週末か平日夜

【場所】都度違います
【条件など】活動趣旨への賛同
【申込方法】下記ホームページから
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地球市民交流会
【 】

●中国語ボランティア。中国語で電話での
相談に応じてくださる方を募集します
麻生区、多摩区にお住まいの方を希望します。

【種別】国際協力・交流／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】毎週金曜日、午後の 時間、麻生ヘルプラインの
活動場所で電話を受けていただき、中国語を話す外国人
の相談にのる。（電話の無い場合もあります）

【日時】毎週金曜日午後 時～ 時
【場所】麻生区民活動センターやまゆり
【交通】新百合ヶ丘駅から徒歩 分
【締切】なし 随時募集）
【申込方法】電話 メール
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
麻生ヘルプライン
【担当】酒井
【電話】
【メール】
【 】
※麻生ヘルプラインホームページの問い合わせ欄からも可
【受付時間】随時

●日本語ボランティア募集
日本語会話を通じて外国人の皆さんと交流するこ
とを目的としています。外国語・ 資格不要。気軽
にお問い合わせを。

【種別】在日外国人支援／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】
①私たちは日本語を教える「先生」ではなく「ともだち」
としてお付き合いしたいと考えています。

②対象は日本語会話の訓練や機会を求めている外国人の
方だけでなく、友だちをつくりたいという外国人の方
も対象です。「日本語の知識」だけでなく、慣れない土
地に住む外国人の「居場所」の提供も大切なことだと
考えています。

③教材や資料は不要です。顔と顔を合わせて話しをする
のがコミュニケーションの基本だと考えています。

【日時】原則毎週水曜日
※ 月のお盆前後、年末年始、第５水曜日は休み
【場所】主に かわさき市民活動センター （フリースペ
ース集合）

【交通】東急東横線 武蔵小杉駅徒歩 分、 南武線 武
蔵小杉駅徒歩 分、 横須賀線 武蔵小杉駅徒歩 分

【条件など】資格不要。外国語不要。 円 月程度
（コピー代等充当）

【締切】なし（随時受付）
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】見学随時
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日本語会話グループ いどばた
【担当】苗加 隆
【電話】 又は
【 】
【メール】
【受付時間】毎日 ～ ただし火曜日、木
曜日の ～ は電話を取ることができま
せんのでご了承ください。

●外国人向け日本語支援ボランティア
お気軽にお問合せ下さい。

【種別】在日外国人支援／ボランティア／単発・短期・長
期／土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】地域に住んでいる外国人の方に、日本語支援と日
本語会話を通じて交流して頂くことが目的です。

【日時】毎週土曜日
【場所】川崎市立柿生小学校
【交通】柿生駅から徒歩５分
【条件など】外国語会話、資格等は不要です。
【締切】随時
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
柿生にほんご どようきょうしつ
【メール】
【 】
【受付時間】随時
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●チャリティーリレー
運営ボランティア募集
お気軽にお問い合わせ下さい。参加された方の多くが満
足されている活動です。

【種別】国際協力・交流／ボランティア／単発・短期／土
日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生・高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】走ることで世界の飢餓の終わりに貢献するランナ
ーさんたちを大会運営という形で支えていただきます。
具体的には、①給水やスタート整列・ゴール対応
②一般歩行者への呼びかけ ③受付、荷物置き場管理、

の活動紹介など
以上のことをチームに分かれて運営していきます。

【日時】 年 月 日（日） 時～ 時
【場所】古市場陸上競技場周辺（予定）
【交通】①鹿島田駅から徒歩 分、新川崎駅から徒歩
分 ②市営バス「古市場交番前」バス停下車

【条件など】手当てはなく、交通費や食事代などすべて自
己負担となります。

【申込方法】メール
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ワールドランナーズ・ジャパン
【担当】矢崎
【住所】多摩区菅仙谷
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●日本語ボランティア募集「せかいじん」
外国人に日本語を教えます、外国語が出来なくて
も心配いりません。一緒に活動しませんか？

【種別】国際協力・交流／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】レベルに応じた少人数のグループに分かれて、外
国人に日常生活で使う日本語で会話を教えます。また日
常生活に必要な文字なども教えます。

【日時】毎週金曜日
【場所】主に中原市民館

【交通】武蔵小杉駅から徒歩３分
【条件など】日本語ボランティア養成講座受講済みの方
※養成講座未受講でも要相談

【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日本語クラス せかいじん
【担当】大島
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】随時

● ショップ・たかつ ボランティア
ショップ・たかつは認定 法人 ジャパン・

たかつが運営するリユース・リサイクルショップです。
【種別】国際協力・交流／ボランティア／長期／平日・土
日祝

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】接客、寄付品の整理や品出し、お店のディスプレ
イなど

【日時】月曜日～土曜日 ： ： の都合の良い
曜日、時間帯の 回 時間程度

【場所】 ショップ・たかつ
【交通】高津駅から徒歩 分、または武蔵溝ノ口駅から徒
歩 分

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ジャパン・たかつ
【担当】井上・坂本
【住所】高津区溝口
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～土曜日 ： ：
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●うつ病自助グループのお手伝い募集
うつ病、不安障害などでつらい状況にある方やそのご家
族が話されることを傾聴し 心を寄せたり、初めて参加さ
れる方への案内などのお手伝いをお願いできる方を募集
しています。

【種別】医療・疾病対策／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】「ＧＥＮさんのつどい」の前後の会場設営・復旧、
参加者のお話を傾聴し 心を寄せること、遅れて来られた
初参加の方への案内。

【日時】「ＧＥＮさんのつどい」というおしゃべり会を毎
月２回、午後１時半からと午後６時半から２時間開催し
ています。ご都合の良い日時の「ＧＥＮさんのつどい」
に参加してください。

【場所】麻生区社会福祉協議会 研修室
【交通】新百合ヶ丘駅北口から徒歩２分
【条件など】資格・持ち物は必要ありません。服装は自由
です。交通費を含めて自己負担でお願いします。

【締切】随時募集
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】おためし参加をお薦めします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
うつ病支援の会あさお
【担当】田中元介
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】電話： メール：随時

●視覚障害者への音訳、ＰＣ作業による
版（ＣＤ）の作成、等のボランティア募集
目からの情報を耳へお届けする活動。朗読に興味のある
方、ＰＣの得意な方大歓迎。お問い合わせは

へ。
【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日・土日祝
【地域】全市
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①当会オリジナル生活情報誌”こんにちは ひい
らぎ”（ＣＤ）を 回 年発行。凡そ 分の完成版を全
員同時に北身館で収録。
②福祉関連の機関誌（現 ）の音訳版作成。各機関誌担
当者が自宅にて収録された音源のＣＤ版作成、配布作業
③対面朗読。
以上が主な活動です。依頼図書の音訳もスタッフに余裕
のある時に実施しています。年中行事として、 月”朗読
を楽しむ会” 月”野外交流会” 月”新年会” を催し、
リスナーさんとのふれあいに心がけてます。

【日時】定例活動日：土曜日 ： ～ ： 担当内容
により、各自宅で、音源収録、編集、等々、定例日は土
曜だけですが、配布作業の流れを円滑に進めるため、各
自臨機応変に活動しています。

【場所】定例活動場所：溝の口 北部身体障害者福祉会館
【交通】溝の口駅から徒歩 分
【条件など】年会費 円、このほか、交流会など随
時 ～ 円の負担有り 団体ボランテイア保険自由
加入可

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】ご希望の方は、事前にご連絡の上、作業日（土
曜午後）北身館にて随時見学可能です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
朗読ボランティアグループ ひいらぎ
【住所】高津区溝口 北部身体障害者福祉会館
【電話】 （北身館）
【 】
【メール】
【 】朗読 ひいらぎ
【受付時間】北身館の会館時間に準ずる

●チャリティーリレー
運営ボランティア募集
お気軽にお問い合わせ下さい。参加された方の多くが満
足されている活動です。

【種別】国際協力・交流／ボランティア／単発・短期／土
日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生・高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】走ることで世界の飢餓の終わりに貢献するランナ
ーさんたちを大会運営という形で支えていただきます。
具体的には、①給水やスタート整列・ゴール対応
②一般歩行者への呼びかけ ③受付、荷物置き場管理、

の活動紹介など
以上のことをチームに分かれて運営していきます。

【日時】 年 月 日（日） 時～ 時
【場所】古市場陸上競技場周辺（予定）
【交通】①鹿島田駅から徒歩 分、新川崎駅から徒歩
分 ②市営バス「古市場交番前」バス停下車

【条件など】手当てはなく、交通費や食事代などすべて自
己負担となります。

【申込方法】メール
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ワールドランナーズ・ジャパン
【担当】矢崎
【住所】多摩区菅仙谷
【電話】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●日本語ボランティア募集「せかいじん」
外国人に日本語を教えます、外国語が出来なくて
も心配いりません。一緒に活動しませんか？

【種別】国際協力・交流／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】レベルに応じた少人数のグループに分かれて、外
国人に日常生活で使う日本語で会話を教えます。また日
常生活に必要な文字なども教えます。

【日時】毎週金曜日
【場所】主に中原市民館

【交通】武蔵小杉駅から徒歩３分
【条件など】日本語ボランティア養成講座受講済みの方
※養成講座未受講でも要相談

【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日本語クラス せかいじん
【担当】大島
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】随時

● ショップ・たかつ ボランティア
ショップ・たかつは認定 法人 ジャパン・

たかつが運営するリユース・リサイクルショップです。
【種別】国際協力・交流／ボランティア／長期／平日・土
日祝

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】接客、寄付品の整理や品出し、お店のディスプレ
イなど

【日時】月曜日～土曜日 ： ： の都合の良い
曜日、時間帯の 回 時間程度

【場所】 ショップ・たかつ
【交通】高津駅から徒歩 分、または武蔵溝ノ口駅から徒
歩 分

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ジャパン・たかつ
【担当】井上・坂本
【住所】高津区溝口
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～土曜日 ： ：
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●「心が動けば体も動く」を合い言葉に
年から仲間とリハビリ活動をいっしょに楽し
んでいます。あなたもご一緒にどうぞ！！
脳血管疾患等の後遺症で障害をかかえるようになった当
事者と家族とボランテイアのあつまりです。各区で週
回リハビリ活動をしています。ご一緒に楽しみませんか。

【種別】障がい者 ボランティア 単発・短期・長期・平日
【地域】川崎区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区の
各区ごと

【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】各区で週 回リハビリのための集まりを持ってい
ます。機能訓練、散歩、絵手紙、習字、手芸、日帰り旅
行、一泊旅行等も実施しています。ご一緒に楽しみなが
らボランティアで参加していただければとお願いします。

【日時】
【場所】対象各区の老人いこいの家や身体障害者施設。
【交通】訪問場所によります
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき七和会
【担当】勝又千鶴
【住所】中原区下小田中
【電話】
【 】
【メール】

●障害者パソコンボランティアさん募集
【種別】障がい者／ボランティア／長期／平日・土日
【地域】川崎区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】何らかの理由で、画面を見ることができない、又
は困難な方、キーボード、マウスが利用できない方、な
どへパソコン操作を可能とするお手伝いをする。 また、
外出ができない、喋る事ができない、聴くことができな
い、見る事が出来ないなどのため、他の人とのコミュニ
ケーションが困難な方へ、通信ソフト、音声ソフト、な
どの利用を一緒に考えながら、コミュニケーションの幅
を広げるお手伝いをする。

【締切】随時
【申込方法】電話

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎パソコンサポートボランティア
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】随時

●障害のある方々の作業をお手伝いして下
さるボランティアさん募集
軽作業または焼き菓子の作業をお手伝いして下さる方を
募集しています。月に 回程度でも です。お気軽に
お問い合わせください。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①軽作業（チラシ折りや部品組み立て等の作業補
助や検品） ②焼き菓子（クッキー、パウンドケーキの製
作の作業補助） ※プログラムによってはウォーキング
の付き添いをしていただく場合もあります。

【日時】月～金曜日 ： ： 時間要相談。半日で
も です。

【場所】多摩川あゆ工房
【交通】登戸駅または中野島駅から徒歩 分
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多摩川あゆ工房
【担当】片貝晴香
【住所】多摩区中野島
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～金曜日 ： ：
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●障がい児・者の支援ボランティア募集
障がい児・者と関わることが初めてでも大丈夫です。ス
タッフが丁寧に説明します。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】当事業所が運営する放課後等のデイサービスなど
で利用者の支援や見守りをお願いします。

【日時】①月～金 ②土
※学校が長期休暇の際には、 これらの時
間帯の中で可能な時間

【場所】当事業所の放課後等デイサービス 高津区坂戸 他
【交通】溝の口駅から徒歩 分
【条件など】未経験者可
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
フルライフスマートケア川崎
【担当】佐藤
【住所】高津区坂戸
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】月ー金

●日中活動ボランティア募集
お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①作業 自主製品、受注品など のサポート ②散
歩や外出時などのサポート

【日時】平日 、
【場所】生活介護セルプ宮前こばと
【交通】宮前平駅から徒歩３分
【条件など】上履き持参
【締切】随時

【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
生活介護セルプ宮前こばと
【担当】長田・井藤
【住所】宮前区宮前平
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】随時

●日中活動ボランティア募集
知的障害をお持ちの方に作業やレクリエーション等を提
供しています。お気軽にお問い合わせ下さい。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】作業や活動（レクリエーション・運動）、行事に
利用者の皆様と一緒に参加しお手伝いをしてくださる方。

【日時】月 金
※都合の良い時間

【場所】 多摩 はなもも
【交通】登戸駅から徒歩７分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多摩はなもも
【担当】園山俊樹
【住所】多摩区登戸
【電話】
【 】
【メール】
【 】

●「心が動けば体も動く」を合い言葉に
年から仲間とリハビリ活動をいっしょに楽し
んでいます。あなたもご一緒にどうぞ！！
脳血管疾患等の後遺症で障害をかかえるようになった当
事者と家族とボランテイアのあつまりです。各区で週
回リハビリ活動をしています。ご一緒に楽しみませんか。

【種別】障がい者 ボランティア 単発・短期・長期・平日
【地域】川崎区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区の
各区ごと

【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】各区で週 回リハビリのための集まりを持ってい
ます。機能訓練、散歩、絵手紙、習字、手芸、日帰り旅
行、一泊旅行等も実施しています。ご一緒に楽しみなが
らボランティアで参加していただければとお願いします。

【日時】
【場所】対象各区の老人いこいの家や身体障害者施設。
【交通】訪問場所によります
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき七和会
【担当】勝又千鶴
【住所】中原区下小田中
【電話】
【 】
【メール】

●障害者パソコンボランティアさん募集
【種別】障がい者／ボランティア／長期／平日・土日
【地域】川崎区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】何らかの理由で、画面を見ることができない、又
は困難な方、キーボード、マウスが利用できない方、な
どへパソコン操作を可能とするお手伝いをする。 また、
外出ができない、喋る事ができない、聴くことができな
い、見る事が出来ないなどのため、他の人とのコミュニ
ケーションが困難な方へ、通信ソフト、音声ソフト、な
どの利用を一緒に考えながら、コミュニケーションの幅
を広げるお手伝いをする。

【締切】随時
【申込方法】電話

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎パソコンサポートボランティア
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】随時

●障害のある方々の作業をお手伝いして下
さるボランティアさん募集
軽作業または焼き菓子の作業をお手伝いして下さる方を
募集しています。月に 回程度でも です。お気軽に
お問い合わせください。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①軽作業（チラシ折りや部品組み立て等の作業補
助や検品） ②焼き菓子（クッキー、パウンドケーキの製
作の作業補助） ※プログラムによってはウォーキング
の付き添いをしていただく場合もあります。

【日時】月～金曜日 ： ： 時間要相談。半日で
も です。

【場所】多摩川あゆ工房
【交通】登戸駅または中野島駅から徒歩 分
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多摩川あゆ工房
【担当】片貝晴香
【住所】多摩区中野島
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～金曜日 ： ：
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●日中活動ボランティア募集 散策・軽い運
動など
利用者の皆さんと一緒に日中活動やお話をして頂きます。
関心のある方は是非ご連絡下さい。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】障がいのある方が、日中の時間を安心して過ごし
て頂く施設です。所内では皆さんの話相手になって頂い
たり、麻雀、将棋、などのゲームを一緒に楽しんで頂け
れば有り難いです。 木／金の限定ですが、料理の出来る
方歓迎です。

【日時】平日 ※水曜のみ
【場所】主に「日だまり工房」
【交通】百合丘駅から徒歩５分
【条件など】資格は不要です。動きやすい服装でお願いし
ます。

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域活動支援センター 日だまり工房
【担当】國米・中西
【住所】麻生区百合丘 クレスト百合丘
【電話】
【 】
【メール】
【 】

●行事ボランティア募集
年に数回の行事をお手伝いして頂ける方、隔月で実施し
ている運動プログラムをお手伝いして頂ける方を募集し
ています。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①年間で数回実施する外出行事に同行して頂きま
す。※利用者が楽しめるようお手伝いをお願いします。
②隔月で１回実施する体育館での運動に同行して頂きま
す。※簡単な軽運動を利用者と一緒に楽しんで下さい。

【日時】随時 ※実施日はお尋ね下さい。

【場所】①各所 ②井田体育館 ※集合は事業所です。
【交通】溝の口駅から徒歩５分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり ※希望者のみ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市わーくす高津
【担当】内井
【住所】高津区溝口
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】土日祝日を除く

●行事・作業ボランティア募集
１日だけの参加でも です。お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生
【内容】①エプロン、タオルなどのたたみ、点検、納品同
行など 電気部品の点検など ②お祭りやイベント等の
付き添い

【日時】平日
【場所】わかたけ作業所
【交通】二子新地駅から徒歩 分
【条件など】資格は問いません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
わかたけ作業所
【住所】高津区久地
【電話】
【 】
【メール】

【 】

【受付時間】月 金
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●しょうがいを持った子どもたちの卒業旅
行の同行支援ボランティア募集します。
泊 日の富士山を巡る自然体験ツアーにご参加いただ

き子どもたちとともに楽しいひと時を過ごしてもらえれ
ばと思います。事前の説明会も開催しますので興味ある
方は是非ご参加ください。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期 土日祝
【地域】中原区
【募集人数】若干名
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】ＹＭＣＡの運営する施設で 泊 日の宿泊体験に
際して子供たちと一緒に楽しんでもらうスタッフを募集
します。子どもたちが安心安全に過ごせるよう見守りと
同行支援をお願いします。施設には専門のネイチャーガ
イドがいます。私たちスタッフの指示で食事の準備や入
浴、バーベキューや自然散策を体験していただきます。

【日時】平成 年 月 日（土）から 月 日（日）
【場所】南武線武蔵中原駅徒歩 分。西中原中入口近く。
ますみ皮膚科さんのビルの 階です。

【条件など】 泊 日に必要な備品でご参加ください。福
祉バスを往復利用します。保険加入あり。

【締切】 年 月 日 土
※ 年度も同様の予定

【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
さきほ
【担当】明吉幸太
【住所】川崎市中原区下小田中 ｸﾚｾﾝﾄ天野
【電話】
【メール】

●障がいを持った子どもたちに音楽や運動、
レクリエーションや手芸・パソコンなど
の支援をお願いします
月に一度でも構いません。お気軽にお問い合わせ下さい。

【種別】障がい者・児 ボランティア 長期 平日・土日祝
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】一芸に秀でた方の指導を一度でも体験すると子ど
もたちの目が輝きます。とともに、そのことに興味がわ
き自分でもやってみようという意欲に変わっていくお手

伝いをしていただければと思います。以前は書道の先生
に来ていただいたり、読み聞かせをしていただき、楽し
い中にも、貴重な体験を積み重ねてきました。

【日時】月数回参加できる方を募集します。時間は 時
前後の 時間ほどです。

【場所】①武蔵中原駅徒歩 分 ②宮崎台駅徒歩 分
※いずれも当事業所になります。

【申込方法】電話、メール
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
放課後等児童デイサービススタンプ
【担当】笠原敬史
【住所】中原区上小田中 荻原ﾋﾞﾙ
【電話】
【メール】

●作業ボランティア募集
障害者の支援に関心のある方を募集しています。お気軽
にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日

【地域】麻生区 【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①缶リサイクル作業 缶の仕分け ②簡易加工
作業 箱折り 点検 ③自主製品作成 下準備、仕上げ

【日時】平日
【場所】川崎市柿生学園
【交通】五月台駅から徒歩５分
【条件など】上履き、１日の場合は昼食持参 ※動きやす
い服装

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市柿生学園
【担当】服部・安部・神田
【住所】麻生区五力田
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月 金 、

●日中活動ボランティア募集 散策・軽い運
動など
利用者の皆さんと一緒に日中活動やお話をして頂きます。
関心のある方は是非ご連絡下さい。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】障がいのある方が、日中の時間を安心して過ごし
て頂く施設です。所内では皆さんの話相手になって頂い
たり、麻雀、将棋、などのゲームを一緒に楽しんで頂け
れば有り難いです。 木／金の限定ですが、料理の出来る
方歓迎です。

【日時】平日 ※水曜のみ
【場所】主に「日だまり工房」
【交通】百合丘駅から徒歩５分
【条件など】資格は不要です。動きやすい服装でお願いし
ます。

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域活動支援センター 日だまり工房
【担当】國米・中西
【住所】麻生区百合丘 クレスト百合丘
【電話】
【 】
【メール】
【 】

●行事ボランティア募集
年に数回の行事をお手伝いして頂ける方、隔月で実施し
ている運動プログラムをお手伝いして頂ける方を募集し
ています。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①年間で数回実施する外出行事に同行して頂きま
す。※利用者が楽しめるようお手伝いをお願いします。
②隔月で１回実施する体育館での運動に同行して頂きま
す。※簡単な軽運動を利用者と一緒に楽しんで下さい。

【日時】随時 ※実施日はお尋ね下さい。

【場所】①各所 ②井田体育館 ※集合は事業所です。
【交通】溝の口駅から徒歩５分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり ※希望者のみ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市わーくす高津
【担当】内井
【住所】高津区溝口
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】土日祝日を除く

●行事・作業ボランティア募集
１日だけの参加でも です。お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生
【内容】①エプロン、タオルなどのたたみ、点検、納品同
行など 電気部品の点検など ②お祭りやイベント等の
付き添い

【日時】平日
【場所】わかたけ作業所
【交通】二子新地駅から徒歩 分
【条件など】資格は問いません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
わかたけ作業所
【住所】高津区久地
【電話】
【 】
【メール】

【 】

【受付時間】月 金
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●知的障害者の付き添い 手工芸等作業補助
行事・イベントのボランティアを募集します
年間で沢山のボランティアの方が施設で活動されており
ます。知的障害者の方と共に楽しみながら取り組まれて
います。長期のものから単発のものもあるので、お気軽
にお問い合わせください。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日・土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】ご利用者の散歩の付き添い、各種作業補助、スポ
ーツ、折り紙等日中活動補助、室内・屋外作業の付き添
い、音楽イベントや夏祭り等行事補助等

【日時】月～金 他、ボラン
ティアの内容によって違いますのでお問い合わせ下さい。

【場所】川崎授産学園
【交通】新百合ケ丘駅からバス「千代ヶ丘」下車徒歩
分 ※自家用車、自転車にての来園可能。

【条件など】ボランティアの内容により違いますので、お
問い合わせください。保険加入あり。未経験者の方歓迎。

【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎授産学園
【担当】和地
【住所】麻生区細山 番地
【電話】
【 】
【メール】 ＠
【 】
【受付時間】月～金

●施設ボランティア 活動・散髪など
重い障害を持たれている方でも様々な活動や行事やコミ
ュニケーションを通して、楽しみや生きがいを感じて頂
けるよう「明るく楽しい施設」づくりを目指しています。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】絵本の読み聞かせ、入浴後の利用者さんの髪を乾
かしたり、創作やレクリエーションのお手伝いなど、ど

なたでも簡単にできる内容です。他に、利用者さんの散
髪をして下さる方を募集しています。

【日時】月 金
【場所】かじがや障害者デイサービスセンター
【交通】梶が谷駅からバス「梶ヶ谷５丁目」「西福寺前」
下車、徒歩５分

【条件など】高校生以上
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かじがや障害者デイサービスセンター
【担当】松下
【住所】高津区梶ヶ谷
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】平日

●イベントボランティア募集
視覚障害者の方々のサポートなど、イベントの際のお手
伝いをお願いします。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期／平日・
土日祝

【地域】全市 【募集人数】不問 【対象】一般
【内容】①覚障害者の方々のサポート 主に施設内の
誘導 ②までの送迎 ③場設営と片付け

【日時】未定
【場所】川崎市視覚障害者情報文化センター
【交通】川崎駅から徒歩 分
【条件など】※交通費支給、ボランティア保険加入
【締切】随時
【申込方法】直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市視覚障害者情報文化センター
【担当】金子ゆき
【住所】川崎区堤根 ふれあいプラザかわさき
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】火～日
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●作業補助ボランティア募集
お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日・土日
祝

【地域】宮前区
【募集人数】２名
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】障害のある方との地域清掃、資源回収、簡
易作業、袋物などの裁縫

【日時】月 金 または奇数月の第３土曜日
※半日も可

【場所】障害者福祉サービス事業所「長尾けやきの里」
【交通】溝の口駅、宮前平駅からバス「とのした橋」下車、
徒歩５分

【条件など】動きやすい服装でお願いします。
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
長尾けやきの里
【担当】花島・高橋
【住所】宮前区神木本町
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】平日

●体験ボランティア（単発）募集
精神障がい者むけの地域活動支援センターで、利
用者さんと関わる体験ボランティアです。

【種別】障がい者・児／ボランティア・インターンシップ
／単発・短期／平日

【地域】高津区
【募集人数】一日あたり１人まで
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】喫茶ほっとの利用者さんと、コミュニケーション
を取るのが中心になります。一緒に過ごしたり、喫茶部
や製菓部の作業に従事してもらいます。喫茶ほっとの利
用者さんは作業能力が高く、また働きたくてほっとに通
われているので、
ボランティアさんは何かの「作業を担う」というより、
利用者さんの仕事を奪い過ぎないようにコミュニケーシ
ョンを取りながら、必要に応じて手伝うという形になり
ます。精神障がいとは何か、体験的に知りたい方、学生
さんなど。
※興味本位の参加でも構いません。参加方法、曜日、
時間帯など相談に応じます。

【日時】月曜～金曜日 ： ～ ： の間で相談に応
じます。火・木曜日は２名まで受け入れ可能。特に金曜
日は午後に当事者研究会があるのでオススメですし、こ
ちらとしても参加してほしいと思っています。

【場所】喫茶ほっとに直接お越しください。
川崎市高津区溝口 てくのかわさき２ です。

【交通】溝の口駅から徒歩約８分
【条件など】動きやすい服装で。上履き、エプロン、（昼
食代 円）

【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール
【見学など】オリエンテーションはありません。必ず事前
に問い合わせ・ご予約ください。飛び込み参加お断り。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
喫茶ほっと
【担当】喜納辰洋
【住所】高津区溝口 てくのかわさき
【電話】
【メール】
【 】 「喫茶ほっと」アカウントあります。
【受付時間】月～金

●知的障害者の付き添い 手工芸等作業補助
行事・イベントのボランティアを募集します
年間で沢山のボランティアの方が施設で活動されており
ます。知的障害者の方と共に楽しみながら取り組まれて
います。長期のものから単発のものもあるので、お気軽
にお問い合わせください。

【種別】障がい者・児 ボランティア 単発・短期・長期
平日・土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】ご利用者の散歩の付き添い、各種作業補助、スポ
ーツ、折り紙等日中活動補助、室内・屋外作業の付き添
い、音楽イベントや夏祭り等行事補助等

【日時】月～金 他、ボラン
ティアの内容によって違いますのでお問い合わせ下さい。

【場所】川崎授産学園
【交通】新百合ケ丘駅からバス「千代ヶ丘」下車徒歩
分 ※自家用車、自転車にての来園可能。

【条件など】ボランティアの内容により違いますので、お
問い合わせください。保険加入あり。未経験者の方歓迎。

【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎授産学園
【担当】和地
【住所】麻生区細山 番地
【電話】
【 】
【メール】 ＠
【 】
【受付時間】月～金

●施設ボランティア 活動・散髪など
重い障害を持たれている方でも様々な活動や行事やコミ
ュニケーションを通して、楽しみや生きがいを感じて頂
けるよう「明るく楽しい施設」づくりを目指しています。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】絵本の読み聞かせ、入浴後の利用者さんの髪を乾
かしたり、創作やレクリエーションのお手伝いなど、ど

なたでも簡単にできる内容です。他に、利用者さんの散
髪をして下さる方を募集しています。

【日時】月 金
【場所】かじがや障害者デイサービスセンター
【交通】梶が谷駅からバス「梶ヶ谷５丁目」「西福寺前」
下車、徒歩５分

【条件など】高校生以上
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かじがや障害者デイサービスセンター
【担当】松下
【住所】高津区梶ヶ谷
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】平日

●イベントボランティア募集
視覚障害者の方々のサポートなど、イベントの際のお手
伝いをお願いします。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期／平日・
土日祝

【地域】全市 【募集人数】不問 【対象】一般
【内容】①覚障害者の方々のサポート 主に施設内の
誘導 ②までの送迎 ③場設営と片付け

【日時】未定
【場所】川崎市視覚障害者情報文化センター
【交通】川崎駅から徒歩 分
【条件など】※交通費支給、ボランティア保険加入
【締切】随時
【申込方法】直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市視覚障害者情報文化センター
【担当】金子ゆき
【住所】川崎区堤根 ふれあいプラザかわさき
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】火～日
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●施設ボランティア
見学だけでも構いません。お気軽にご連絡下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【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 散歩 の見守り

【日時】月～金
【場所】セルプきたかせ
【交通】新川崎駅から徒歩５分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
セルプきたかせ
【住所】幸区北加瀬
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 金

●視覚障害者へのスマートフォンやパソコンの
サポート
まずはお気軽に見学からどうぞ、スタッフが詳し
く説明します

【種別】障がい者・児／それ以外の実働スタッフ／長期／
平日

【地域】中原区
【募集人数】数名
【対象】一般
【内容】①視覚障害者に、音声読み上げ機能を組込
んだｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄの操作などをサポー
トする。 ②視覚障害者に、画面の見やすい設定や
音声読み上げソフトを組込んだパソコンの基本的
な操作などをサポートする。

【日時】第１、第３、第５木曜日
【場所】川崎市総合福祉センター ５階
【交通】武蔵中原駅から徒歩３分
【条件など】①年会費２，０００円 ②ｉＰｈｏｎｅ又は
ｉＰａｄ又はＷｉｎｄｏｗｓパソコンを所有し、自宅で

操作練習ができる人
【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ＫＰＣ
【担当】小田恵
【住所】中原区上小田中
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●音楽療法ほか支援補助ボランティア募集
みずさわでは、通年ボランティアを大募集しています。
経験の有無を問わずご連絡下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日・土日
祝

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①音楽療法のお手伝い ②その他
【日時】音楽療法毎週木曜日 ※その他応相
談

【場所】障がい者支援施設みずさわ施設内
【交通】溝の口駅からバス「稗原小学校前」下車
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
障がい者支援施設みずさわ
【担当】小林高史
【住所】宮前区水沢
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 金
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●特別支援学校ボランティア
小学生から高校生の肢体不自由児と高校生の知的障害児
の学校です。子どもたちと一緒に学習活動や余暇活動等
に参加してください。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①平常授業や生活介助の手伝い ②季節行事
の手伝い ③伝承文化や特技などに関する指導や
演技など（ゲストティーチャー） ④クラス菜園の
手入れや世話など ⑤教具の作成や修理、裁縫など

【日時】月～金曜日 ： ：
【場所】本校又は分教室（応相談）
【交通】①本校：日吉駅からバス「さくらが丘」下
車徒歩 分
②分教室：元住吉駅から徒歩 分

【条件など】資格は特になし。事前に面接をさせて
頂きます。

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
神奈川県立中原養護学校
【担当】ボランティア係（澤村・瀬戸口）
【住所】中原区井田
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】月～金曜日（祝祭日を除く） ： ：

●施設ボランティア 作業介助・話し相手
やりがいと笑顔あふれる体験をしてみませんか？

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】作業 紙すき・内職等 の介助、イベント時行
動・昼食介助、利用者との交流 話し相手

【日時】平日

【場所】なしの実
【交通】生田駅から徒歩７分
【条件など】資格：特にありません。※動きやすい服装
【締切】
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ともかわさき
【担当】師岡
【住所】多摩区三田
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】月 金

●日中活動ボランティア募集
福祉に興味がある方、ボランティアをしてみたい方、い
つでもウェルカム！まずは気軽に問い合わせください。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】 名
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】通年：利用者の作業補助（エプロン着け、
準備・片付け）、レクリエーション参加

【日時】月～金曜日 ： ： 時間について
は短い時間でも です。

【場所】川崎市中部身体障害者福祉会館内（中原区
小杉御殿町 ）

【交通】武蔵小杉・武蔵中原駅からバス「小杉十字
路」下車また徒歩 分

【条件など】特になし
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市中部身体障害者福祉会館作業室こすぎ
【担当】菱沼
【住所】中原区小杉御殿町
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】

●施設ボランティア
見学だけでも構いません。お気軽にご連絡下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【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 散歩 の見守り

【日時】月～金
【場所】セルプきたかせ
【交通】新川崎駅から徒歩５分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
セルプきたかせ
【住所】幸区北加瀬
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 金

●視覚障害者へのスマートフォンやパソコンの
サポート
まずはお気軽に見学からどうぞ、スタッフが詳し
く説明します

【種別】障がい者・児／それ以外の実働スタッフ／長期／
平日

【地域】中原区
【募集人数】数名
【対象】一般
【内容】①視覚障害者に、音声読み上げ機能を組込
んだｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄの操作などをサポー
トする。 ②視覚障害者に、画面の見やすい設定や
音声読み上げソフトを組込んだパソコンの基本的
な操作などをサポートする。

【日時】第１、第３、第５木曜日
【場所】川崎市総合福祉センター ５階
【交通】武蔵中原駅から徒歩３分
【条件など】①年会費２，０００円 ②ｉＰｈｏｎｅ又は
ｉＰａｄ又はＷｉｎｄｏｗｓパソコンを所有し、自宅で

操作練習ができる人
【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ＫＰＣ
【担当】小田恵
【住所】中原区上小田中
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●音楽療法ほか支援補助ボランティア募集
みずさわでは、通年ボランティアを大募集しています。
経験の有無を問わずご連絡下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日・土日
祝

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①音楽療法のお手伝い ②その他
【日時】音楽療法毎週木曜日 ※その他応相
談

【場所】障がい者支援施設みずさわ施設内
【交通】溝の口駅からバス「稗原小学校前」下車
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
障がい者支援施設みずさわ
【担当】小林高史
【住所】宮前区水沢
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 金
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●楽しく活動に参加できる方募集 活動補助
経験や資格は必要ありません。利用者のみなさんと一緒
に楽しく過ごして頂ける方、大歓迎です！

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】多摩区
【募集人数】若干名
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・
一般

【内容】いっぽ舎では、主に「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、様々な活動のお手伝いを
お願いします。

【日時】月～金 ※都合の良い時間
【場所】いっぽ舎
【交通】登戸、向ヶ丘遊園、中野島駅から徒歩 分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域活動支援センター いっぽ舎
【担当】安田・佐藤
【住所】多摩区登戸 第一ふじたけマンション
【電話】
【 】
【メール】

【 】
【受付時間】平日

●朗読・音訳ボランティア募集
主に視覚障害者を対象に、音声や録音による情報提供や
交流会等によるコミュニケーション支援サービスを行っ
ています。ご一緒に楽しく色々な活動に参加してみませ
んか？お待ちしています。

【種別】障がい者・児／会員 年会費 円 となる必要
があります／長期／平日・土日祝

【地域】麻生区 【募集人数】不問 【対象】一般
【内容】①パソコンを利用した録音で、いろいろな
情報提供をしています。視聴覚障害者が希望する
冊子や新聞記事などの録音提供 個別対応 ②地域
の情報や最近の出来事、話題の本の紹介などを
にして定期配信 ③個人や施設等で朗読する「出前
朗読」 ④利用者とボランティア会員の交流会や地
域福祉祭りへの参加など多岐に渡っています。

【日時】毎月第３木曜日ほか随時
【場所】パル麻生、映像工房ペリ、多摩川の里、麻生図書
館、北部リハビリテーションセンター他

【交通】各所
【条件など】「さんざし」の会員 年会費 円 となっ
て頂きます。 ある程度、パソコンが使えメールにて連絡
が出来る方が望ましいです。雑用をこなせる方

【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
朗読ボランティアグループ さんざし
【メール】
【 】
【受付時間】 メールにて随時受付けます
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●視覚障害者のためのパソコンサポータ
まずはお気軽に見学からどうぞ、スタッフが詳しく説明
します

【種別】障がい者・児／それ以外の実働スタッフ／
長期／平日

【地域】川崎区
【募集人数】数名
【対象】一般
【内容】視覚障害者の方に、音声読み上げソフトを組込ん
だパソコンの設定や操作などをサポートする

【日時】昼：第一火曜日～第四火曜日
夜：第二火曜日と第四火曜日
【場所】ふれあいプラザかわさき３階
川崎市視覚障害者情報文化センター
【交通】川崎駅または八丁畷駅から徒歩１０分
【条件など】①年会費２，０００円 ② パソコ
ンを利用している方で、視覚障害者の方へサポートを心
掛けられる方

【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎パソコンユーザー会
【担当】酒井栄蔵
【住所】川崎市川崎区堤 ふれあいプラザかわさき
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●手しごと・イベントボランティア
夢屋は知的障がいのあるメンバーが働く職場です。オリ
ジナル刺しゅうタオルや藍染製品を作って、自分達のお
店で売っています。お店はどなたでもご利用いただけま
すので、ぜひ一度、気軽にいらして下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不同
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①藍染しぼり染め作業の補助（糸のほどき、しぼ
り等）夢屋の作業場での細かい手しごとです。
②販売活動等のお手伝い（バザー等の出店、レクリエーシ
ョン等）主に屋外での活動です。
③製品の仕上げ（エプロンやバッグの縫製等）主にご自宅

での作業です。
【日時】①月 ～２回程度 月～土 ～ のうち
可能な時間（ ～ 時間程度） ②イベント等で販売活動
を行う日 主に土日、平日も有ります。

【場所】地域活動支援センター夢屋
【交通】武蔵小杉駅から徒歩３分
【条件など】高校生以上
【締切】随時募集
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域活動支援センター夢屋
【担当】長嶋
【住所】中原区小杉町 サニーウェル小杉
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～土 ～

●障害者の働く作業所でのボランティア募集
利用者さんの作業のお手伝いをお願いします。寄り添う
気持ちのある方であればどなたでもＯＫです。お気軽に
お問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①緩衝材の作成、箱折り、チラシ折り、清掃など
の軽作業の手伝い、検品。
②休憩時、昼食時の見守り。

【日時】平日
【場所】川崎市わーくす川崎
【交通】川崎駅から徒歩１０分
【条件など】未経験者歓迎 一日立って作業が出来る方
【締切】随時募集
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市わーくす川崎
【担当】伊丹
【住所】川崎区堤根 ふれあいプラザかわさき２Ｆ
【電話】
【 】

●楽しく活動に参加できる方募集 活動補助
経験や資格は必要ありません。利用者のみなさんと一緒
に楽しく過ごして頂ける方、大歓迎です！

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】多摩区
【募集人数】若干名
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・
一般

【内容】いっぽ舎では、主に「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、様々な活動のお手伝いを
お願いします。

【日時】月～金 ※都合の良い時間
【場所】いっぽ舎
【交通】登戸、向ヶ丘遊園、中野島駅から徒歩 分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域活動支援センター いっぽ舎
【担当】安田・佐藤
【住所】多摩区登戸 第一ふじたけマンション
【電話】
【 】
【メール】

【 】
【受付時間】平日

●朗読・音訳ボランティア募集
主に視覚障害者を対象に、音声や録音による情報提供や
交流会等によるコミュニケーション支援サービスを行っ
ています。ご一緒に楽しく色々な活動に参加してみませ
んか？お待ちしています。

【種別】障がい者・児／会員 年会費 円 となる必要
があります／長期／平日・土日祝

【地域】麻生区 【募集人数】不問 【対象】一般
【内容】①パソコンを利用した録音で、いろいろな
情報提供をしています。視聴覚障害者が希望する
冊子や新聞記事などの録音提供 個別対応 ②地域
の情報や最近の出来事、話題の本の紹介などを
にして定期配信 ③個人や施設等で朗読する「出前
朗読」 ④利用者とボランティア会員の交流会や地
域福祉祭りへの参加など多岐に渡っています。

【日時】毎月第３木曜日ほか随時
【場所】パル麻生、映像工房ペリ、多摩川の里、麻生図書
館、北部リハビリテーションセンター他

【交通】各所
【条件など】「さんざし」の会員 年会費 円 となっ
て頂きます。 ある程度、パソコンが使えメールにて連絡
が出来る方が望ましいです。雑用をこなせる方

【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
朗読ボランティアグループ さんざし
【メール】
【 】
【受付時間】 メールにて随時受付けます
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発達障害者の日中活動ボランティア
歳以上の発達障害者の方々を対象とした通所施

設です。一緒に楽しみながらお手伝いをして頂ける
方を募集します。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】１～２名
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】料理・農作業・卓球・レクリエーション・外出な
ど毎日定期的にプログラムを行っています。

【日時】平日 または
【場所】川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木
【交通】新百合ヶ丘駅から徒歩５分
【条件など】発達障害に理解のある方
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市発達障害地域活動支援センター ゆりの木
【担当】池沢
【住所】麻生区上麻生 クラウンビル
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】平日

●兄弟児保育ボランティア
子どもが好きだったら誰でもできるボランティアの内容
です。子どもと楽しく遊んでください。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】水曜日の ： ～ ： まで療育を必要とす
る親子が来所し、療育を実施します。その時にその兄弟
児をあずかって充分親子で療育に参加できるようにしま
す。兄弟児をあずかって遊び等を行います。

【日時】毎週水曜日 ： ：
【場所】南部地域療育センター
【交通】川崎駅からバス「市立川崎高校前」下車
【条件など】資格なし、エプロン持参、動きやすい服装
【締切】随時

【申込方法】電話 直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市南部地域療育センター
【住所】川崎区中島
【電話】
【 】
【受付時間】月～金曜日 ： ：

●コミュニケーションボランティア募集
障がいを持っている方とコミュニケーションをはかるボ
ランティアです。詳細はお問い合わせを。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】障がい児・者の支援施設を訪問し、コミュニケー
ションをはかります。会話の不自由な方も多いので、一
緒に作業をしたり、レクレーションをしたりして時間を
過ごします。散歩の付き添いをする場合もあります。

【日時】月１回のボランティアグループの定例会で、皆さ
んの希望を集約して活動日を決めます。火曜日、水曜日、
金曜日などが多く、時間帯は午後１時～３時前後です。

【場所】月１回の定例会は、市民活動センターで行います。
施設の活動は、決められた日時に現地直行します。通常
は平日の午後です。

【交通】現在定期的に活動している施設は３か所あり、武
蔵溝ノ口駅からバス２０分、武蔵小杉駅からバス１０分
ほどです。

【条件など】特に資格はいりません。必要な知識はご自分
で勉強していただくか、セミナー等をご紹介します。一
部の施設は交通費自己負担となります。ボランティア保
険は加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】
【見学など】ご本人の要望を十分にお聞きし、オリエンテ
ーション、活動場所の見学をしていただきます。活動は
十分検討してから決めていただきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
精神保健ボランティアグループ ねくすと２２
【担当】上村広志
【 】
【 】
【受付時間】特に制限なし

36



●手芸・裁縫
お気軽にお問い合わせください。 日のみでも です。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】宮前区
【募集人数】
【対象】一般
【内容】手芸や裁縫などの作業をするボランティアです。
【日時】月曜～金曜日の 時～ 時
【場所】社会福祉法人長尾福祉会 しらはた
【交通】溝の口駅からバス
「南平」または「東名向丘入口」バス停下車。
【締切】随時募集
【申込方法】電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
しらはた
【住所】宮前区白幡台
【電話】
【受付時間】月曜～金曜

●身体に障害のある方の余暇支援の
ボランティア募集
障害のある方に初めて関わる方でも支援員が丁寧に説明
いたします。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①余暇活動のサポート（カラオケ、 の操
作あり） ②話し相手 ③外出の付き添い ④ドライ
ヤー介助、食事の配膳

【日時】月曜日 日曜日の の都合の良い時間
【場所】川崎市れいんぼう川崎
【交通】鷺沼駅からバス「東有馬第一団地前」

下車徒歩 分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市れいんぼう川崎
【担当】田口・小屋・中村・梶原
【住所】川崎市宮前区東有馬
【電話】

【 】
【受付時間】随時

●施設ボランティア（作業・レク・外出）
小規模でアットホームな施設です。メンバーと一緒に楽
しく過ごしましょう。１日だけでも可。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】利用者さんの作業補助・レクリエーション
の参加や補助・外出補助（車椅子の移動介助等）

【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
【交通】川崎駅西口から市バス「御幸小学校前」下
車徒歩３分

【条件など】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

【締切】なし（随時募集）
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
地域活動支援センター フォーラム幸
【住所】川崎市幸区戸手 ハイコーポ幸
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】平日

発達障害者の日中活動ボランティア
歳以上の発達障害者の方々を対象とした通所施

設です。一緒に楽しみながらお手伝いをして頂ける
方を募集します。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】１～２名
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】料理・農作業・卓球・レクリエーション・外出な
ど毎日定期的にプログラムを行っています。

【日時】平日 または
【場所】川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木
【交通】新百合ヶ丘駅から徒歩５分
【条件など】発達障害に理解のある方
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市発達障害地域活動支援センター ゆりの木
【担当】池沢
【住所】麻生区上麻生 クラウンビル
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】平日

●兄弟児保育ボランティア
子どもが好きだったら誰でもできるボランティアの内容
です。子どもと楽しく遊んでください。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】水曜日の ： ～ ： まで療育を必要とす
る親子が来所し、療育を実施します。その時にその兄弟
児をあずかって充分親子で療育に参加できるようにしま
す。兄弟児をあずかって遊び等を行います。

【日時】毎週水曜日 ： ：
【場所】南部地域療育センター
【交通】川崎駅からバス「市立川崎高校前」下車
【条件など】資格なし、エプロン持参、動きやすい服装
【締切】随時

【申込方法】電話 直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市南部地域療育センター
【住所】川崎区中島
【電話】
【 】
【受付時間】月～金曜日 ： ：

●コミュニケーションボランティア募集
障がいを持っている方とコミュニケーションをはかるボ
ランティアです。詳細はお問い合わせを。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】障がい児・者の支援施設を訪問し、コミュニケー
ションをはかります。会話の不自由な方も多いので、一
緒に作業をしたり、レクレーションをしたりして時間を
過ごします。散歩の付き添いをする場合もあります。

【日時】月１回のボランティアグループの定例会で、皆さ
んの希望を集約して活動日を決めます。火曜日、水曜日、
金曜日などが多く、時間帯は午後１時～３時前後です。

【場所】月１回の定例会は、市民活動センターで行います。
施設の活動は、決められた日時に現地直行します。通常
は平日の午後です。

【交通】現在定期的に活動している施設は３か所あり、武
蔵溝ノ口駅からバス２０分、武蔵小杉駅からバス１０分
ほどです。

【条件など】特に資格はいりません。必要な知識はご自分
で勉強していただくか、セミナー等をご紹介します。一
部の施設は交通費自己負担となります。ボランティア保
険は加入ください。

【締切】随時募集
【申込方法】
【見学など】ご本人の要望を十分にお聞きし、オリエンテ
ーション、活動場所の見学をしていただきます。活動は
十分検討してから決めていただきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
精神保健ボランティアグループ ねくすと２２
【担当】上村広志
【 】
【 】
【受付時間】特に制限なし
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●ボランティアを募集しています。
当施設では、①ご利用者と一緒に作業や活動に参加して
頂ける方。②しんゆりまつり（年 回）にて、模擬店販
売その他のお手伝いをして頂ける方を募集しています。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】若干名
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①作業準備、作業（ビーズ製品作成、さを
り製品作成、木工製品制作、押し花製品制作、紙
漉き製品作成 他）裁縫、室内掃除、地域清掃、
散歩、買い物、運動、活動希望表作成、施設機関
紙表紙作成、空き缶潰し、調理、他施設作業製品
納入、余暇活動等、日常の生活訓練（着替え、排
泄、食事、歯磨き、整容等）、その他にご利用者の
お話を聴いて頂くこともあります。 ②施設の行事
のしんゆりまつりにて、お手伝いをして頂きます。
（模擬店やゲームコーナー等の担当その他）

【日時】 ： ：
【場所】当施設内
【交通】新百合ヶ丘駅から徒歩８分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
障害者支援施設（通所）しんゆり
【担当】立石るり子
【住所】神奈川県川崎市麻生区上麻生
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】平日 ： ：

●知的障害のある方の福祉に興味のあるボ
ランティアさん募集
障がいのある方が作業や余暇活動を通して、色々な生活
技術を身に付けたり、生活が楽しくなるような活動をし
ています。やってみたい活動のご相談に可能な限り応じ
ますので、お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般

【内容】利用者と共に行う活動 みがき屋さん、清掃用具、
和紙、パネル等作成、散歩など 、園芸、清掃。地域の祭
りへの参加、施設開放のお祭りなど。

【場所】あかしあ園ほか
【交通】溝の口駅から「宮ノ下」下車徒歩８分
【条件など】未経験の方、歓迎します。 ※食費 交通費
等はご負担願います。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
あかしあ園
【担当】熊野俊輔
【住所】高津区上作延
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●検品作業・傾聴ボランティア
活動される前に見学をして頂き、施設内をご案内致します。
【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①製品の検品作業 封入物・シール貼り等の確認
②利用者様の話の傾聴、休憩時間のコミュニケーション

【日時】月～金 ※都合よい時間
【場所】 多摩はなみずき
【交通】向ヶ丘遊園、登戸駅から徒歩７分
【条件など】 歳以上
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多摩はなみずき
【担当】鈴木
【住所】多摩区登戸
【電話】
【 】
【 】
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●利用者さんと楽しく過ごせる方大募集です。
楽しく元気な利用者さんたちと外出のレクリエーション
行事 を一緒に過ごして頂きたいと思います。お気軽に
お問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】遠足や季節ごとの行事の際の付き添いや見守り 施
設利用者とのリクリエーション

【日時】随時
【場所】未定
【交通】溝の口、梶が谷駅から徒歩 分
【条件など】詳細については、参加決定後のお打合せ時に
お話しします。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ともかわさき すえなが
【住所】高津区末長
【電話】
【 】
【受付時間】平日

●障害のある方の日中活動支援
ボランティア募集
見学可、お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期・
平日

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】 自主製品作りのお手伝い レクや散歩な
ど様々なイベントでの付き添い

【日時】随時
【場所】川崎市北部身体障害者福祉会館作業室
【交通】溝の口駅から徒歩７分
【条件など】資格不問
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市北部身体障害者福祉会館作業室あゆみ
【担当】吉留・青木
【住所】高津区溝口
【電話】
【 】
【 】

●障害者施設での活動をお手伝いして頂け
る方を募集します。
障害がある方が活動・仕事をしている場所です。活動、
仕事のお手伝いして頂ける方をお待ちしております。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期・平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】 ２
①利用者のお仕事のお手伝い 運動やレクリエーション
のお手伝い 外出活動時の付き添い

【日時】平日 月 金
【場所】白楊園
【交通】元住吉駅からバス「苅宿」下車、徒歩１分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
白楊園
【担当】小嶌
【住所】川崎市中原区西加瀬
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●ボランティアを募集しています。
当施設では、①ご利用者と一緒に作業や活動に参加して
頂ける方。②しんゆりまつり（年 回）にて、模擬店販
売その他のお手伝いをして頂ける方を募集しています。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】若干名
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】①作業準備、作業（ビーズ製品作成、さを
り製品作成、木工製品制作、押し花製品制作、紙
漉き製品作成 他）裁縫、室内掃除、地域清掃、
散歩、買い物、運動、活動希望表作成、施設機関
紙表紙作成、空き缶潰し、調理、他施設作業製品
納入、余暇活動等、日常の生活訓練（着替え、排
泄、食事、歯磨き、整容等）、その他にご利用者の
お話を聴いて頂くこともあります。 ②施設の行事
のしんゆりまつりにて、お手伝いをして頂きます。
（模擬店やゲームコーナー等の担当その他）

【日時】 ： ：
【場所】当施設内
【交通】新百合ヶ丘駅から徒歩８分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
障害者支援施設（通所）しんゆり
【担当】立石るり子
【住所】神奈川県川崎市麻生区上麻生
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】平日 ： ：

●知的障害のある方の福祉に興味のあるボ
ランティアさん募集
障がいのある方が作業や余暇活動を通して、色々な生活
技術を身に付けたり、生活が楽しくなるような活動をし
ています。やってみたい活動のご相談に可能な限り応じ
ますので、お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般

【内容】利用者と共に行う活動 みがき屋さん、清掃用具、
和紙、パネル等作成、散歩など 、園芸、清掃。地域の祭
りへの参加、施設開放のお祭りなど。

【場所】あかしあ園ほか
【交通】溝の口駅から「宮ノ下」下車徒歩８分
【条件など】未経験の方、歓迎します。 ※食費 交通費
等はご負担願います。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
あかしあ園
【担当】熊野俊輔
【住所】高津区上作延
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●検品作業・傾聴ボランティア
活動される前に見学をして頂き、施設内をご案内致します。
【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・長期
／平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①製品の検品作業 封入物・シール貼り等の確認
②利用者様の話の傾聴、休憩時間のコミュニケーション

【日時】月～金 ※都合よい時間
【場所】 多摩はなみずき
【交通】向ヶ丘遊園、登戸駅から徒歩７分
【条件など】 歳以上
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多摩はなみずき
【担当】鈴木
【住所】多摩区登戸
【電話】
【 】
【 】

39

center38
テキストボックス
②

center38
テキストボックス
③

center38
テキストボックス
＝＝



●保育、支援補助ボランティア募集
ご希望のボランティア活動が見つかったら、お気
軽にご連絡下さい。子どもが好きな人を募集して
います。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日・土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①平日に通所しているお子さんの兄弟児の保育
②夏休み、長期休暇などの際の兄弟児の保育 ③土曜日開
催の施設開放時のお手伝いと保育 ④平日、土曜日に利用
する学齢児支援のお手伝い

【日時】①平日 ②長期休暇時の平日
③毎月第２ 第４土曜日

④平日、毎月第２ 第４土曜日
【場所】川崎市中央療育センター
【交通】日吉駅からバス「さくらが丘」下車徒歩５分
【条件など】未経験者歓迎、ボランティア保険に加入して
頂きます。 センターで行います

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり ※ご連絡下さい
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市中央療育センター
【担当】石灘和彦
【住所】中原区井田
【電話】
【 】
【 】

●一芸のある方大募集
高齢者および障がい者施設を慰問しています。いろいろ
な演芸の出来るかたを募集しています。特に、民謡歌、
三味線、マジック、腹話術が出来る方を希望します。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】５名
【対象】一般
【内容】月３か所の高齢者および障がい者施設をいろいろ
な演芸で慰問しています。民謡、歌、三味線、マジック、
腹話術の出来る方募集中。初心者でも構いません。

【日時】平日
【場所】川崎市内の各施設

【交通】川崎市内
【条件など】※ボランティア保険に加入して下さい
円 １年程度 ※川崎区以外は交通費自己負担となりま
す

【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
身体障害者等施設慰問団 サンゴ会
【担当】岩 瀬 昭 吉
【住所】川崎区観音
【電話】
【 】
【受付時間】平日

●学校ボランティア募集
知的障害のある子どもたちが在籍する学校でのボランテ
ィアです。お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】校内での学習支援
【日時】ご相談の上決定します。
【場所】神奈川県立高津養護学校
【交通】梶が谷駅から徒歩 分、または梶ヶ谷駅／向ヶ
丘遊園駅からバス「向丘南原」下車、徒歩２分

【条件など】動きやすい服装、昼食時も活動の場合
はお弁当を持参下さい。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
神奈川県立高津養護学校
【担当】片野・白鳥
【住所】高津区向ヶ丘
【電話】
【 】
【 】
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●電話相談ボランティア募集
自分を振り返る良い機会となります。お気軽にお問い合
わせください。

【種別】福祉／ボランティア／長期／平日・土日祝
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】電話相談員（ボランティア）
【日時】１年３６５日２４時間活動しているので、自分の
都合のつく時間月２回担当が義務（１回３～ 時間）

【場所】武蔵小杉周辺
【交通】武蔵小杉駅から徒歩約８分
【条件など】６回の公開講座後１年半の研修を受けて認定
されることが必要。

【締切】公開講座申込み： 年 月 日～ 年
月 日 ※ 年度も同様の予定

【申込方法】
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎いのちの電話
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月～金（祝日不可） ： ～ ：

●調理・配達スタッフ募集
インターンシップあります
お気軽にお問合せください。週１回でも参加ＯＫです。

【種別】福祉／実働スタッフ・インターンシップ／
単発・短期・長期／平日・土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】 通年でランチおよび夕食の調理と配達
通年で配達時添乗し安全確認 話掛け

【日時】いつでも
【場所】あいあい
【交通】新百合ヶ丘駅から、バス７分
【条件など】・運転免許 配達のみ ※必要なものは、当
方にて準備します。

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ワーカーズ・コレクティブ あいあい
【担当】鮫島由喜子
【住所】麻生区東百合丘
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】平日

●障害者施設でのボランティア募集
利用者の皆さんは明るく、お話が好きな方も多いです。
お気軽にご参加下さい。

【種別】福祉／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】利用者さんと一緒に運動などしながら楽しく過ご
して頂きます。

【日時】月 金 、 ほか ＊いず
れか週１日以上

【場所】ゆずりは園
【交通】川崎駅からバス「観音２丁目川崎大師口」「観音
２丁目」下車すぐ

【条件など】上履き
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ゆずりは園
【住所】川崎区川中島
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●保育、支援補助ボランティア募集
ご希望のボランティア活動が見つかったら、お気
軽にご連絡下さい。子どもが好きな人を募集して
います。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日・土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①平日に通所しているお子さんの兄弟児の保育
②夏休み、長期休暇などの際の兄弟児の保育 ③土曜日開
催の施設開放時のお手伝いと保育 ④平日、土曜日に利用
する学齢児支援のお手伝い

【日時】①平日 ②長期休暇時の平日
③毎月第２ 第４土曜日

④平日、毎月第２ 第４土曜日
【場所】川崎市中央療育センター
【交通】日吉駅からバス「さくらが丘」下車徒歩５分
【条件など】未経験者歓迎、ボランティア保険に加入して
頂きます。 センターで行います

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり ※ご連絡下さい
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市中央療育センター
【担当】石灘和彦
【住所】中原区井田
【電話】
【 】
【 】

●一芸のある方大募集
高齢者および障がい者施設を慰問しています。いろいろ
な演芸の出来るかたを募集しています。特に、民謡歌、
三味線、マジック、腹話術が出来る方を希望します。

【種別】障がい者・児／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】５名
【対象】一般
【内容】月３か所の高齢者および障がい者施設をいろいろ
な演芸で慰問しています。民謡、歌、三味線、マジック、
腹話術の出来る方募集中。初心者でも構いません。

【日時】平日
【場所】川崎市内の各施設

【交通】川崎市内
【条件など】※ボランティア保険に加入して下さい
円 １年程度 ※川崎区以外は交通費自己負担となりま
す

【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
身体障害者等施設慰問団 サンゴ会
【担当】岩 瀬 昭 吉
【住所】川崎区観音
【電話】
【 】
【受付時間】平日

●学校ボランティア募集
知的障害のある子どもたちが在籍する学校でのボランテ
ィアです。お気軽にお問合せ下さい。

【種別】障がい者・児／ボランティア／単発・短期・
長期／平日

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生・一般
【内容】校内での学習支援
【日時】ご相談の上決定します。
【場所】神奈川県立高津養護学校
【交通】梶が谷駅から徒歩 分、または梶ヶ谷駅／向ヶ
丘遊園駅からバス「向丘南原」下車、徒歩２分

【条件など】動きやすい服装、昼食時も活動の場合
はお弁当を持参下さい。

【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
神奈川県立高津養護学校
【担当】片野・白鳥
【住所】高津区向ヶ丘
【電話】
【 】
【 】
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●作業・レク支援ボランティア募集
初めての方でも大歓迎です。障害をお持ちの方と一緒に
作業やレクリエーション活動を通して楽しみたい方は、
ぜひご参加下さい。

【種別】福祉／ボランティア／単発・短期・長期／平日
【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①作業：紙すき、押し花はがきの作業補助、羊毛
製品の製作 ②レクリエーション：散歩や室内レク活動
等における介助 ③その他：こぶし園祭り バザー ※
１：催しや行事におきましても、随時ボランティアを募
集しています。※２いずれの場合も、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。

【日時】平日 月 金 の間 ※１土日祝日は
除きます。※２催事やイベントは土曜日に行います。１
日だけの募集もしています。 午前のみ、午後のみも可

【場所】こぶし園
【交通】①矢向駅から徒歩 分、②バス「小倉陸橋」「小
倉」下車

【条件など】未経験者歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
こぶし園
【担当】荒金・小串
【住所】幸区小倉
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●お年寄り生活支援ボランティア
常に作業があるわけではありません。依頼の都度募集し
ています。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／土日祝

【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】掃除、家事手伝い、庭仕事
【日時】未定
【場所】都度募集のため未定
【条件など】ヘルパー 級程度
【申込方法】電話、メール
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
お年寄り生活支援センターゆたか
【担当】渡辺 豊
【電話】
【メール】
【 】

●傾聴・作業補助・合唱演奏のボランティ
ア募集
ご都合の良い日時で、個人・グループ問わずに来て頂け
れば嬉しいです。お気軽にご相談下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日・
土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生 高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】①傾聴・手作業の補助：個人の方 ②合唱・演奏
等：個人またはグループ

【日時】月曜日から土曜日まで ※日曜日は休業日です。
【場所】ひらまの里 ディルーム
【交通】①平間駅、鹿島田駅から徒歩 分 ②武蔵
小杉 川崎駅からバス「上平間」下車３分

【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム ひらまの里ディサービス
センター

【担当】堀部・高梨
【住所】中原区上平間
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月曜日～土曜日
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●生田広場で「ボランティア」集まれ～！
作業ボランティア、クラブ活動ボランティアなど、やり
たいことをお願いします。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日・
土日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①季節の花壇の整備と手入れ ②傾聴ボランティ
ア 読み聞かせ ③施設利用者とのレクリエーション ク
ラブ活動 ④各施設清掃・シーツ交換 部屋

【日時】参加頂ける曜日、時間帯等ご相談に応じます。
【場所】特別養護老人ホーム「生田広場」
【交通】読売ランド駅から徒歩 分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり ※
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
生田広場
【担当】神田けい子
【住所】多摩区西生田
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】

●一芸を披露してくれる人募集中！
当苑は多種多様のボランティアを募集しています。興味
のある方、ご連絡をお待ちしています。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】趣味や特技を活かし、一芸を披露してくれる個
人・団体の方。一緒に買い物や散歩に付き添いをしたり、
昼食時の配膳やお茶出し、見守りをして頂ける方

【日時】月～金 ※祝日は応相談
【場所】ノーマ・ヴィラージュ聖風苑
【交通】川崎駅／京急川崎駅からバス「臨港警察署前」下
車、徒歩３分

【締切】随時
【申込方法】電話

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎聖風福祉会
【担当】小野寺
【住所】川崎区池上新町
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】月～金 祝日は除きます

●クラブ活動・介助のお手伝い募集
お元気な高齢者が入居している施設です。職員と
一緒にお手伝いをして頂ける方を募集しています。

【種別】高齢者／ボランティア・インターン／単発・短期・
長期／平日

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①日常生活のお手伝い 洗濯、シーツ交換、買い
物付添など ②クラブ活動のお手伝い 編み物、縫い物、
絵手紙、囲碁・将棋など ③行事のお手伝い 盆踊り、年
末お楽しみ会 ④特技の披露

【日時】月～金 応相談
【場所】養護老人ホーム「川崎市恵楽園」
【交通】溝の口駅から徒歩８分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
養護老人ホーム 川崎市恵楽園
【担当】田中久美子
【住所】高津区下作延
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 金

●作業・レク支援ボランティア募集
初めての方でも大歓迎です。障害をお持ちの方と一緒に
作業やレクリエーション活動を通して楽しみたい方は、
ぜひご参加下さい。

【種別】福祉／ボランティア／単発・短期・長期／平日
【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①作業：紙すき、押し花はがきの作業補助、羊毛
製品の製作 ②レクリエーション：散歩や室内レク活動
等における介助 ③その他：こぶし園祭り バザー ※
１：催しや行事におきましても、随時ボランティアを募
集しています。※２いずれの場合も、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。

【日時】平日 月 金 の間 ※１土日祝日は
除きます。※２催事やイベントは土曜日に行います。１
日だけの募集もしています。 午前のみ、午後のみも可

【場所】こぶし園
【交通】①矢向駅から徒歩 分、②バス「小倉陸橋」「小
倉」下車

【条件など】未経験者歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
こぶし園
【担当】荒金・小串
【住所】幸区小倉
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 金

●お年寄り生活支援ボランティア
常に作業があるわけではありません。依頼の都度募集し
ています。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／土日祝

【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】掃除、家事手伝い、庭仕事
【日時】未定
【場所】都度募集のため未定
【条件など】ヘルパー 級程度
【申込方法】電話、メール
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
お年寄り生活支援センターゆたか
【担当】渡辺 豊
【電話】
【メール】
【 】

●傾聴・作業補助・合唱演奏のボランティ
ア募集
ご都合の良い日時で、個人・グループ問わずに来て頂け
れば嬉しいです。お気軽にご相談下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日・
土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生 高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】①傾聴・手作業の補助：個人の方 ②合唱・演奏
等：個人またはグループ

【日時】月曜日から土曜日まで ※日曜日は休業日です。
【場所】ひらまの里 ディルーム
【交通】①平間駅、鹿島田駅から徒歩 分 ②武蔵
小杉 川崎駅からバス「上平間」下車３分

【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム ひらまの里ディサービス
センター

【担当】堀部・高梨
【住所】中原区上平間
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月曜日～土曜日
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●お話し相手・見守りのボランティア募集
認知症の方のディサービスです。寄り添って下さるとご
利用者も安心されます。初めての方も歓迎です。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日・
土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般・専門学校生・短期大学生・大学生・高校生・
中学生・小学生 保護者同伴不要

【内容】話し相手、見守り、簡単なお手伝い、散歩の介助
など

【日時】月～土
【場所】ディサービスセンター中原 中原区下小田中
【交通】武蔵中原から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ディサービスセンター中原
【担当】武田
【住所】中原区下小田中
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月～土 ～

●お話し相手・見守りのボランティア募集
認知症の方のディサービスです。寄り添って下さるとご
利用者も安心されます。初めての方も歓迎です。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日・土日
祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般・専門学校生・短期大学生・大学生・
高校生・中学生・小学生 保護者同伴不要

【内容】話し相手、見守り、簡単なお手伝い、散歩の介助
など

【日時】月～土
【場所】グループホーム中原 中原区下小田中
【交通】武蔵中原駅から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
グループホーム中原
【担当】武田
【住所】中原区下小田中
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月～土 ～

●クラブ活動のボランティア募集
得意な演目などをお持ちでしたら、高齢者の方々の前で
披露してみませんか？お気軽にお問合せ下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①入居者様の前で演目など披露して頂きます。１
日２回の公演を希望します ②一緒にクラブ活動に参加
して楽しみながら、入居者様のサポートをして頂きます。
園芸・ハンドメイド・生花の各クラブ

【日時】①第１木曜日
②第２～４木曜日
※クラブ内容により時間が異なります。

【場所】社会福祉法人「寿楽園」
【交通】鷺沼・梶が谷駅からバス「野川坂上」下車、
徒歩１分

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
寿楽園
【担当】山口道子
【住所】宮前区野川
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 土

44



●ナルク川崎
ナルク川崎の会員 年会費が必要です となって頂き、環
境等奉仕活動や会員間の助け合い活動を行って頂きます。

【種別】高齢者／それ以外の実働スタッフ／長期／
【地域】全市
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①会員同士の助け合い、独り暮らしの方の

清掃、片付け、病院への付き添い、買い物など
②高齢者施設のレクリエーション、話し相手、簡
単な買い物、衣類整理などの奉仕活動

【日時】参加者のご都合で
【場所】その都度
【交通】その都度
【条件など】ナルク川崎の会員 年会費が必要です
となって頂くことが条件です。

【締切】随時
【申込方法】 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ナルク川崎
【住所】高津区二子 にこぷら新地内
【電話】
【 】
【メール】
【 】

●イベント・大道芸・お話し相手ボランティア
デイサービスのご利用者様に踊り・歌・楽器演奏等パフ
ォーマンスを披露してください。お気軽にお問い合わせ
ください。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日
【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】音楽レクリエーションやコンサート・民謡・大正
琴・尺八・フラダンス・フラメンコ等、得意な催しをご
披露していただきます。オセロ・将棋の対戦相手、お茶
出し、昼食を一緒に召し上がりながら見守ってくださる
だけでも構いません。

【日時】月～土曜日 ： ： くらいまで
【場所】川崎市宮前区東有馬
【交通】鷺沼駅からバス「東有馬第一団地前」下車
【条件など】特にありません

【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
デイサービス リ・ケア東有馬
【担当】東 美代子
【住所】宮前区東有馬
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～土 ： ：

●傾聴ボランティア お話相手 の募集
お話相手に寄り添って、お気持ちを聴かせていただき、
心の援助をさせていただいています。無理をせず息長く
をモットーに活動しています。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】お住まいの地域の介護施設や個人宅などを訪問し、
主に高齢者に寄り添ってお話し相手をさせていただいて
います。おおよそ月１～ 回、定例曜日に、 回１～１．
５ｈｒ程度。なるべく複数で訪問して、帰りに少しの時
間で振り返りをしています。

【日時】傾聴訪問日：応相談、会の定例会：隔月第２金曜
午後

【場所】傾聴訪問先：応相談、会の定例会；武蔵小杉駅付
近の福祉パルなかはら

【条件など】傾聴講座で学んだ方、いずれ講座を受ける方
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
傾聴わた雲
【担当】佐山忠正
【電話】
【メール】
【受付時間】随時

●お話し相手・見守りのボランティア募集
認知症の方のディサービスです。寄り添って下さるとご
利用者も安心されます。初めての方も歓迎です。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日・
土日祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般・専門学校生・短期大学生・大学生・高校生・
中学生・小学生 保護者同伴不要

【内容】話し相手、見守り、簡単なお手伝い、散歩の介助
など

【日時】月～土
【場所】ディサービスセンター中原 中原区下小田中
【交通】武蔵中原から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ディサービスセンター中原
【担当】武田
【住所】中原区下小田中
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月～土 ～

●お話し相手・見守りのボランティア募集
認知症の方のディサービスです。寄り添って下さるとご
利用者も安心されます。初めての方も歓迎です。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日・土日
祝

【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般・専門学校生・短期大学生・大学生・
高校生・中学生・小学生 保護者同伴不要

【内容】話し相手、見守り、簡単なお手伝い、散歩の介助
など

【日時】月～土
【場所】グループホーム中原 中原区下小田中
【交通】武蔵中原駅から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
グループホーム中原
【担当】武田
【住所】中原区下小田中
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月～土 ～

●クラブ活動のボランティア募集
得意な演目などをお持ちでしたら、高齢者の方々の前で
披露してみませんか？お気軽にお問合せ下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①入居者様の前で演目など披露して頂きます。１
日２回の公演を希望します ②一緒にクラブ活動に参加
して楽しみながら、入居者様のサポートをして頂きます。
園芸・ハンドメイド・生花の各クラブ

【日時】①第１木曜日
②第２～４木曜日
※クラブ内容により時間が異なります。

【場所】社会福祉法人「寿楽園」
【交通】鷺沼・梶が谷駅からバス「野川坂上」下車、
徒歩１分

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
寿楽園
【担当】山口道子
【住所】宮前区野川
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月 土
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●高齢者施設・デイサービスのボランティ
ア募集
見学からでも です。まずはお気軽にお問合せ下さい。

【種別】高齢者／ボランティア・インターンシップ／単
発・短期・長期／平日・土日祝

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・
大学生・一般

【内容】①施設内入居者対象の喫茶店準備から片付け ②
植木の手入れ、利用者の話し相手、お茶出し、プログラ
ム 作品作り等 の手伝い、囲碁・将棋・オセロの相手

【日時】①第３金曜日
② ※時間・曜日は応相談

【場所】特別養護老人ホームしゃんぐりら、デイサービス
【交通】鹿島田駅、矢向駅、新川崎駅から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎、上履き持参
【締切】随時
【申込方法】電話 メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム しゃんぐりら
【担当】伊藤・田嶋
【住所】幸区東小倉
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月曜日から土曜日

●高齢者施設ボランティア募集
駅から近く、明るい施設です。 高齢者の皆さんの生活
をお手伝い下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】居室の掃除、リネン交換、レクレーションの補助
【日時】平日
【場所】しおん
【交通】京急川崎駅から徒歩４分
【条件など】上履き、昼食※午前～午後を通して活動され
る方

【締切】随時
【申込方法】電話

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
高齢者福祉施設 しおん
【担当】古寺・伊藤
【住所】川崎区本町
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】平日

●整容・洗濯・レクレーション補助ボラン
ティア
利用者とおしゃべりしながら楽しく活動出来ます。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】入浴後のご利用者の整容、お茶出し、タオ
ル等の洗濯、レクリエーションの補助

【日時】 ※午前のみ、午後のみも可です。
【場所】介護老人福祉施設すえながデイサービス
【交通】溝の口駅／梶が谷駅から徒歩 分
【条件など】上履き、昼食 必要時
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり ※月～土お問い合わせ頂き調整します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
介護老人福祉施設 すえながデイサービス
【担当】石崎知奈美
【住所】高津区末長
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～金
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●高齢者施設ボランティア大大大募集
沢山のボランティア活動の中で、自分に出来そうなもの
を選んで見学・体験をまずされては、いかがでしょうか？

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】運転ボランティア、フロアのお手伝い お茶出し
など 、園芸、草取り、お話し相手、入浴後のドライヤー
掛け、趣味活動 フラワーアレンジメント、おり紙、粘土、
アート のお手伝い、レクレーション 一芸の披露…コー
ラス、民謡、三味線、大道芸など 、他にもいろいろな活
動があります。

【日時】
【場所】金井原苑 ディサービス 特別養
護老人ホーム

【交通】栗平駅から徒歩 分
【条件など】動きやすい服装 エプロン貸出します
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金井原苑
【担当】新倉・小泉
【住所】麻生区片平
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～土

●病院ボランティア
利用者さんと一緒に楽しく過ごして下さる方を募
集しています。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①利用者の方とのお話し相手 ②レクレーション、
手芸、手作業などの補助、囲碁将棋のお相手、演芸、演
劇、趣味、特技などの披露 ③夏祭りなどのイベントのお
手伝い

【日時】平日 のうち応相談

【場所】馬嶋病院４階デイケアフロアーなど
【交通】八丁畷駅から徒歩３分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
馬嶋病院
【担当】宇佐見
【住所】川崎区日進町
【電話】
【 】
【受付時間】月～土

●高齢者施設でのボランティア募集
安心な生活・楽しい時間のお手伝いをお願いします。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】①話相手 ②オセロ・将棋・囲碁の相手 ③
車イスのメンテナンス

【日時】平日 のうちで応相談
【場所】陽だまりの園
【交通】二子新地駅から徒歩 分
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム 陽だまりの園
【担当】下島千洋
【住所】高津区諏訪
【電話】
【 】
【受付時間】平日

●高齢者施設・デイサービスのボランティ
ア募集
見学からでも です。まずはお気軽にお問合せ下さい。

【種別】高齢者／ボランティア・インターンシップ／単
発・短期・長期／平日・土日祝

【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・
大学生・一般

【内容】①施設内入居者対象の喫茶店準備から片付け ②
植木の手入れ、利用者の話し相手、お茶出し、プログラ
ム 作品作り等 の手伝い、囲碁・将棋・オセロの相手

【日時】①第３金曜日
② ※時間・曜日は応相談

【場所】特別養護老人ホームしゃんぐりら、デイサービス
【交通】鹿島田駅、矢向駅、新川崎駅から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎、上履き持参
【締切】随時
【申込方法】電話 メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム しゃんぐりら
【担当】伊藤・田嶋
【住所】幸区東小倉
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月曜日から土曜日

●高齢者施設ボランティア募集
駅から近く、明るい施設です。 高齢者の皆さんの生活
をお手伝い下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】居室の掃除、リネン交換、レクレーションの補助
【日時】平日
【場所】しおん
【交通】京急川崎駅から徒歩４分
【条件など】上履き、昼食※午前～午後を通して活動され
る方

【締切】随時
【申込方法】電話

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
高齢者福祉施設 しおん
【担当】古寺・伊藤
【住所】川崎区本町
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】平日

●整容・洗濯・レクレーション補助ボラン
ティア
利用者とおしゃべりしながら楽しく活動出来ます。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】入浴後のご利用者の整容、お茶出し、タオ
ル等の洗濯、レクリエーションの補助

【日時】 ※午前のみ、午後のみも可です。
【場所】介護老人福祉施設すえながデイサービス
【交通】溝の口駅／梶が谷駅から徒歩 分
【条件など】上履き、昼食 必要時
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】あり ※月～土お問い合わせ頂き調整します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
介護老人福祉施設 すえながデイサービス
【担当】石崎知奈美
【住所】高津区末長
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～金
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●老人保健施設でのボランティア
特別な資格が無くても出来るボランティアです。ご自身
のペースでご参加下さい。好きなことや得意なことから
始めて、無理なく続けて頂ければと思います。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①ご利用者 高齢者 とのお話し相手 ②見守り ③
入浴後のドライヤーかけ ④お茶入れ、配茶、配膳、下膳、
食器洗いのお手伝い ⑤クラブ活動 書道・手工芸 のお手
伝い ⑥レクレーションのお手伝い ご利用者様の誘導・
見守り ⑦シーツ交換 ⑧お散歩などの外出時のお手伝
い ⑨歌や演奏などの披露 一芸をお持ちの方

【日時】①と②：毎日 ※時間は相談に応じ
ます。 ③：月・木 ④毎日 お茶入れ・配茶

、昼食 、おやつ
⑤書道 第２・第４月曜日 、手工芸 第２・
第４木曜日 ⑥レクレーション 毎日

⑦毎日※時間は相談に応じます。 ⑧不定
期※①、②のボランティア活動時にお願い出来ればと思
います。 ⑨ご希望の日程で相談となります。

【場所】介護老人保健施設「葵の園・川崎」 ユニット
【交通】川崎駅からバス「渡田小学校前」下車徒歩５分
【条件など】ボランティア保険への加入をお願いします
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり ※ご相談下さい
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
介護老人保健施設 葵の園・川崎
【担当】前田宏美
【住所】川崎区小田栄
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】

●車イス・高齢者疑似体験研修ボランティ
ア募集
地域の自治会や学校などでボランティア活動を行ってい
ます。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日・
土日祝

【地域】全市
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】車イス体験、高齢者疑似体験学習・研修の
アシスタント ※できれば６月に行う「ボランテ
ィア養成研修」に参加して下さい。

【日時】依頼先によります。
【場所】依頼先によります。※川崎市内
【条件など】ヘルパー資格等
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】なし ※６月にボランティア養成研修があり
ます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎介護福祉士会
【担当】横手修治
【住所】宮前区初山
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】水

※急な場合は、日中 です。

●傾聴ボランティア募集
関心を持たれましたら、お気軽にお問い合わせく
ださい。

【種別】高齢者／それ以外の実働スタッフ／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】高齢者施設を訪問し、お話しをうかがう。
【日時】ご相談
【場所】活動地域として中原区、高津区、麻生区
【条件など】「傾聴ボランティア養成講座」等の講習を受
けられた方

【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
傾聴ボランティア五喜会
【住所】麻生区白鳥
【メール】
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●イベントボランティア募集
特技を活かして高齢者の方に楽しい時間を提供しません
か？グループでも個人でも、どんな特技でも歓迎です。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】踊り、歌、楽器の演奏、手品、似顔絵等々、趣味
や特技をご利用者に披露して、笑顔を届けて下さい。※
団体、個人は問いません。先ずはお問合せ下さい。

【日時】特に指定はありません。
【場所】梶ヶ谷ふれあいデイ第２
【交通】梶が谷駅から徒歩 分、またはバス「梶ヶ谷四
丁目」下車

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】応相談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
梶ヶ谷ふれあいデイ第２
【担当】鈴木
【住所】高津区梶ヶ谷 村田ビル
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月 金

●高齢者施設、デイサービスボランティア
お気軽にお問い合わせください。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生 高校生・専門
学校・短期大学・大学生・一般

【内容】入居者のお話し相手 レクリエーション等の手伝
い 行事の手伝い（誕生会、敬老会等）

【日時】平日 ※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和楽館デイサービスセンター
【交通】武蔵中原駅から、または鷺沼駅からバス「能満寺」
下車すぐ

【申込方法】電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム 和楽館
【担当】田中寛之
【住所】川崎市高津区千年
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月～金

●イベントボランティア募集
特技を活かして高齢者の方に楽しい時間を提供しません
か？グループでも個人でも、どんな特技でも歓迎です。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日・
土日祝

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】踊り、歌、楽器の演奏、手品、似顔絵等々、趣味
や特技をご利用者に披露して、笑顔を届けて下さい。※
団体、個人は問いません。先ずはお問合せ下さい。

【日時】月 土 ※日曜日以外
【場所】野川の里「利家庵」
【交通】梶ヶ谷駅、鷺沼駅からバス「上野川」下車３分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】応相談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
野川の里「利家庵」松の間・梅の間
【担当】嵯峨野
【住所】宮前区野川
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月 土

●老人保健施設でのボランティア
特別な資格が無くても出来るボランティアです。ご自身
のペースでご参加下さい。好きなことや得意なことから
始めて、無理なく続けて頂ければと思います。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①ご利用者 高齢者 とのお話し相手 ②見守り ③
入浴後のドライヤーかけ ④お茶入れ、配茶、配膳、下膳、
食器洗いのお手伝い ⑤クラブ活動 書道・手工芸 のお手
伝い ⑥レクレーションのお手伝い ご利用者様の誘導・
見守り ⑦シーツ交換 ⑧お散歩などの外出時のお手伝
い ⑨歌や演奏などの披露 一芸をお持ちの方

【日時】①と②：毎日 ※時間は相談に応じ
ます。 ③：月・木 ④毎日 お茶入れ・配茶

、昼食 、おやつ
⑤書道 第２・第４月曜日 、手工芸 第２・
第４木曜日 ⑥レクレーション 毎日

⑦毎日※時間は相談に応じます。 ⑧不定
期※①、②のボランティア活動時にお願い出来ればと思
います。 ⑨ご希望の日程で相談となります。

【場所】介護老人保健施設「葵の園・川崎」 ユニット
【交通】川崎駅からバス「渡田小学校前」下車徒歩５分
【条件など】ボランティア保険への加入をお願いします
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり ※ご相談下さい
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
介護老人保健施設 葵の園・川崎
【担当】前田宏美
【住所】川崎区小田栄
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】

●車イス・高齢者疑似体験研修ボランティ
ア募集
地域の自治会や学校などでボランティア活動を行ってい
ます。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日・
土日祝

【地域】全市
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】車イス体験、高齢者疑似体験学習・研修の
アシスタント ※できれば６月に行う「ボランテ
ィア養成研修」に参加して下さい。

【日時】依頼先によります。
【場所】依頼先によります。※川崎市内
【条件など】ヘルパー資格等
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】なし ※６月にボランティア養成研修があり
ます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎介護福祉士会
【担当】横手修治
【住所】宮前区初山
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】水

※急な場合は、日中 です。

●傾聴ボランティア募集
関心を持たれましたら、お気軽にお問い合わせく
ださい。

【種別】高齢者／それ以外の実働スタッフ／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】高齢者施設を訪問し、お話しをうかがう。
【日時】ご相談
【場所】活動地域として中原区、高津区、麻生区
【条件など】「傾聴ボランティア養成講座」等の講習を受
けられた方

【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
傾聴ボランティア五喜会
【住所】麻生区白鳥
【メール】
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●高齢者グループホーム内ボランティア
募集
犬を飼っている高齢者グループホームで、明るくのんび
りとした雰囲気です。犬の散歩や入居者様と触れ合って
下さる方を募集しています。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①施設犬の散歩 朝夕 朝のみ 夕のみ ②施設内の
清掃 ③入居者様と音楽を楽しむ 楽器演奏が出来る方
④入居者様と絵画や工作作り

【日時】 平日、土日祝日
【場所】第２バナナ園ホーム
【交通】元住吉駅からバス「小倉神社裏」下車、徒歩１分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
高齢者グループホーム 第２バナナ園
【担当】木村明美
【住所】幸区小倉
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 土

●庭仕事 草刈り、寄せ植え、植木せん定、
水やり のボランティア
庭の手入れをしたくても知識もなく、草花の好き
な方に教えて頂けると助かります。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】四季を通じて、草花、芝生の手入れをして頂けれ
ばと思っています。またグループホームのご入居者様と
一緒にお茶の時間を持てればと考えております。

【日時】週に１，２度 ※ 平日土日可
【場所】バナナ園生田ヒルズ
【交通】生田駅からバス「春秋苑入口」下車、徒歩５分

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
バナナ園生田ヒルズ
【担当】鈴木理恵子
【住所】多摩区三田
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】

●レクレーション・ボランティア募集
音楽や手工芸、ダンス、絵画、習字、囲碁・将棋など施
設入居者と楽しく過ごして頂ける方、大募集です。

【種別】高齢者／ボランティア・インターンシップ／単
発・短期・長期／平日・土日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】一般・専門学校生・短期大学生・大学生・
高校生・中学生・小学生 保護者同伴必須

【内容】高齢者施設でのレクレーション ①合唱や楽器演
奏、ダンス等の披露 ②習字や絵画、手工芸等の指導 ③
囲碁・将棋のお相手 ④高齢者とのお話し相手 傾聴ボラ
ンティア

【日時】日時はご相談下さい
【場所】特別養護老人ホーム「ヴィラージュ川崎」
【交通】宿河原駅から徒歩５分
【条件など】未経験者・学生さん歓迎します。
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎
【住所】多摩区宿河原
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月～金
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●傾聴ボランティア募集
ご利用者様のお話相手、一緒に歌ったり、ゲームに参加
して下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日・
土日祝

【地域】中原区 【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①お声かけ、お話相手 ②歌を歌ったり、ゲーム
などのレクリエーション ※高齢者向けグループホーム
です。

【日時】① ②
※ご都合の良い日を定期的にお願いします。

【場所】のんびりーす等々力
【交通】武蔵新城駅から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎します。
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
のんびりーす等々力
【住所】中原区上小田中
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】

●イベントボランティア募集
趣味や特技を生かして高齢者の方に楽しい時間を提供し
ませんか？グループでも個人でも、どんな特技でも歓迎
です。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】踊り、歌、楽器の演奏、手品、似顔絵等々、趣味
や特技をご利用者に披露して、笑顔を届けて下さい。※
団体／個人は問いません。先ずはお問い合わせ下さい。

【日時】特に指定はありません
【場所】井田老人デイサービスセンター
【交通】武蔵小杉または武蔵新城より、バス 分「井田
病院前」下車２分

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、

【見学など】応相談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
井田老人デイサービスセンター
【担当】田村
【住所】中原区井田
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月 土

●傾聴・誘導ボランティア、車イス清掃ボラ
ンティア
未経験者歓迎、スタッフが丁寧に説明します。お
気軽にご連絡下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①ご利用者のお話し相手、将棋の相手など ②浴
室からラウンジまでの誘導 ※可能であれば、髪をドライ
ヤーで乾かす作業 ③車いすの汚れ落とし※専門的な知
識は必要ありません。

【日時】月～土 、 ※時間の
指定はないので相談下さい

【場所】介護老人福祉施設みやうち
【交通】溝の口、小杉駅からバス 分「西下橋」下車、
徒歩 分

【条件など】資格の有無は問いません。※未経験者歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
介護老人福祉施設 みやうち
【担当】土屋
【住所】中原区宮内
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月 土

●高齢者グループホーム内ボランティア
募集
犬を飼っている高齢者グループホームで、明るくのんび
りとした雰囲気です。犬の散歩や入居者様と触れ合って
下さる方を募集しています。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①施設犬の散歩 朝夕 朝のみ 夕のみ ②施設内の
清掃 ③入居者様と音楽を楽しむ 楽器演奏が出来る方
④入居者様と絵画や工作作り

【日時】 平日、土日祝日
【場所】第２バナナ園ホーム
【交通】元住吉駅からバス「小倉神社裏」下車、徒歩１分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
高齢者グループホーム 第２バナナ園
【担当】木村明美
【住所】幸区小倉
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月 土

●庭仕事 草刈り、寄せ植え、植木せん定、
水やり のボランティア
庭の手入れをしたくても知識もなく、草花の好き
な方に教えて頂けると助かります。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期
／平日・土日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】四季を通じて、草花、芝生の手入れをして頂けれ
ばと思っています。またグループホームのご入居者様と
一緒にお茶の時間を持てればと考えております。

【日時】週に１，２度 ※ 平日土日可
【場所】バナナ園生田ヒルズ
【交通】生田駅からバス「春秋苑入口」下車、徒歩５分

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
バナナ園生田ヒルズ
【担当】鈴木理恵子
【住所】多摩区三田
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】

●レクレーション・ボランティア募集
音楽や手工芸、ダンス、絵画、習字、囲碁・将棋など施
設入居者と楽しく過ごして頂ける方、大募集です。

【種別】高齢者／ボランティア・インターンシップ／単
発・短期・長期／平日・土日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】一般・専門学校生・短期大学生・大学生・
高校生・中学生・小学生 保護者同伴必須

【内容】高齢者施設でのレクレーション ①合唱や楽器演
奏、ダンス等の披露 ②習字や絵画、手工芸等の指導 ③
囲碁・将棋のお相手 ④高齢者とのお話し相手 傾聴ボラ
ンティア

【日時】日時はご相談下さい
【場所】特別養護老人ホーム「ヴィラージュ川崎」
【交通】宿河原駅から徒歩５分
【条件など】未経験者・学生さん歓迎します。
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎
【住所】多摩区宿河原
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】月～金
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●配食の御弁当作りボランティア募集
毎週月曜日 祝祭日を除く に昼食弁当を作って配達して
います。お弁当作りに興味のある方、ぜひご参加下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①高齢者や障害者の方を対象に、毎週月曜
日 祝祭日を除く に見守りも兼ねて御弁当を配食
します。 ②２年１回利用者との交流を目的とした
会食を行います。③ 毎月第１月曜日に配食終了後、
定例会を行います。

【日時】毎週月曜日 祝祭日を除く
【場所】中丸子老人いこいの家
【交通】向河原駅から徒歩６分
【条件など】料理が作れること
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中原老後を良くする会
【担当】山 本 幸 彦
【住所】中原区下沼部
【電話】
【 】
【受付時間】随時

●舞台ご披露ボランティア募集 園芸ボラ
ンティア募集 運転ボランティア募集
一日体験や見学や話を聞いてみるだけでも結構です。お
気軽にお問合せくださいませ。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日・
土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①サークル・クラブ活動・愛好会・習い事・歌・
ダンスｅｔｃ…をご披露して頂ける方
②アルナ園敷地内の草刈り・園芸・開墾等のお手伝いなど
をして頂ける方。
③運転ボランティアによる利用者様の自宅からサロン（カ
フェ）までの送迎。

【日時】※日時は相談
【場所】アルナ園

【交通】柿生駅南口から徒歩 分
【条件など】普通自動車免許取得者 運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのみ
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】有り
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム 柿生アルナ園
【担当】木下
【住所】麻生区上麻生
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月～金 ： ～ ：

●デイサービスボランティア募集
デイサービス利用者に寄り添い、話しを聞いたり、一緒
にゲームなどをします。スタッフが丁寧に説明します。
一緒に楽しみましょう。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】デイサービスの利用者と一緒に過ごして頂きます。
お話を聞いたり、ゲームをして一緒に楽しみます。また
手芸や絵を一緒に作成したりもします。

【日時】特にありません
【場所】「ともの家」麻生区王禅寺西 「はなもも」
麻生区王禅寺西

【交通】①新百合ヶ丘駅からバス「王禅寺公園北」下車 徒
歩 分 ②新百合ヶ丘駅から徒歩 分またはバス「王
禅寺五差路」下車徒歩 分

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ワーカーズコレクティブ グループとも
【担当】三浦・小川
【住所】麻生区王禅寺西
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】平日
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●傾聴 お話し相手 ボランティア
傾聴を通して、人と人が支えあう活動をしている楽しい
仲間のグループです。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】各種老人施設や個人宅を月に１～２回、１回１時
間程度、定期的に訪問して傾聴 お話し相手 を通して、
心の支援をしています。

【日時】ご相談に応じます。
【場所】麻生区内
【交通】訪問先によって異なります。
【条件など】傾聴の講座を学習された方
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
傾聴あさお
【担当】小林雅子
【電話】
【受付時間】随時

●いつでも、少しの時間でもボランティア
活動をしませんか？
ご高齢者からたくさんの知恵を学びませんか？これから
は多世代交流の時代です、温かい心の通い合いで、皆さ
まの参加をお待ちしています。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日・
土日祝

【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】一般・専門学校生・短期大学生・大学生・高校生・
中学生

【内容】①話相手 ②レクレーション時の介助 ③室内清掃
④シーツ交換 ⑤容 ドライヤーかけ ⑥清掃 車イスほ
か ⑦行事のお手伝い

【日時】お問い合わせ下さい。
【場所】介護老人福祉施設鷲ヶ峰
【交通】溝の口、宮前平駅からバス「菅生３丁目」下車、
目前

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、 、直接来所

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
介護老人福祉施設 鷲ヶ峰
【担当】平山みちる
【住所】宮前区菅生ヶ丘
【電話】
【 】
【 】

● イベントボランティア募集
川崎野菜をテーマに食の提案 出店のサポート 運営に関
わり、地元を盛り上げるまちづくりの一助となって下さ
い。

【種別】経済活動／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】高津区、宮前区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①食ブース…販売の誘導、商品受渡し、清掃 ②
ステージ…演出者誘導、観客誘導、清掃 ③ ｒｔ…受付、
子ども誘導、清掃 ④癒ブース（出店）…誘導案内、全
体連携、清掃

【日時】①７月末の１日 ② 月末の１日 ホームページ
にて決定告知します

【場所】７月：高津区二子神社、 月：宮前区平、初山
周辺

【交通】７月：二子新地駅から徒歩７分、 月：または
溝の口駅からバス

【条件など】軍手、飲み物
【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

実行委員会
【担当】中村ふみよ
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●配食の御弁当作りボランティア募集
毎週月曜日 祝祭日を除く に昼食弁当を作って配達して
います。お弁当作りに興味のある方、ぜひご参加下さい。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①高齢者や障害者の方を対象に、毎週月曜
日 祝祭日を除く に見守りも兼ねて御弁当を配食
します。 ②２年１回利用者との交流を目的とした
会食を行います。③ 毎月第１月曜日に配食終了後、
定例会を行います。

【日時】毎週月曜日 祝祭日を除く
【場所】中丸子老人いこいの家
【交通】向河原駅から徒歩６分
【条件など】料理が作れること
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中原老後を良くする会
【担当】山 本 幸 彦
【住所】中原区下沼部
【電話】
【 】
【受付時間】随時

●舞台ご披露ボランティア募集 園芸ボラ
ンティア募集 運転ボランティア募集
一日体験や見学や話を聞いてみるだけでも結構です。お
気軽にお問合せくださいませ。

【種別】高齢者／ボランティア／単発・短期・長期／平日・
土日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①サークル・クラブ活動・愛好会・習い事・歌・
ダンスｅｔｃ…をご披露して頂ける方
②アルナ園敷地内の草刈り・園芸・開墾等のお手伝いなど
をして頂ける方。
③運転ボランティアによる利用者様の自宅からサロン（カ
フェ）までの送迎。

【日時】※日時は相談
【場所】アルナ園

【交通】柿生駅南口から徒歩 分
【条件など】普通自動車免許取得者 運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのみ
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】有り
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
特別養護老人ホーム 柿生アルナ園
【担当】木下
【住所】麻生区上麻生
【電話】
【 】
【 】

【受付時間】月～金 ： ～ ：

●デイサービスボランティア募集
デイサービス利用者に寄り添い、話しを聞いたり、一緒
にゲームなどをします。スタッフが丁寧に説明します。
一緒に楽しみましょう。

【種別】高齢者／ボランティア／長期／平日
【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】デイサービスの利用者と一緒に過ごして頂きます。
お話を聞いたり、ゲームをして一緒に楽しみます。また
手芸や絵を一緒に作成したりもします。

【日時】特にありません
【場所】「ともの家」麻生区王禅寺西 「はなもも」
麻生区王禅寺西

【交通】①新百合ヶ丘駅からバス「王禅寺公園北」下車 徒
歩 分 ②新百合ヶ丘駅から徒歩 分またはバス「王
禅寺五差路」下車徒歩 分

【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ワーカーズコレクティブ グループとも
【担当】三浦・小川
【住所】麻生区王禅寺西
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】平日
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●緑地ボランティア募集
月に１度、岡上の緑を楽しみながら一緒に活動しましょ
う。１回だけの参加でも歓迎です。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期・長期／土
日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【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。お
手伝い下さい。また近隣圃場において野菜作りもしてい
ます。

【日時】毎月第２日曜日 ～ （雨天の場合は翌
週に順延）

【場所】岡上（おかがみ）梨子ノ木（なしのき）特別緑地
保全地区

【交通】鶴川駅徒歩 分
【条件など】軍手、帽子、飲料などご持参ください。動き
やすく汚れても良い服装でご参加ください。

【締切】なし（随時募集）
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】岡上梨子ノ木特別緑地保全地区は一般公開さ
れているので、いつでも見学可。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき自然と共生の会
【担当】堂 前 雅 史
【電話】 内線
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●雑木林の手入れ（草刈り、落ち葉掻き、
竹木の伐採など）ご一緒に
小学生以下の子どもから大人までＯＫ。森をあそび学び、
守りましょう。まずは、森へどうぞ。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生 高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】生き物調査や森での遊びを取り入れながら、年間
を通して森の手入れをしています。春から秋は主に下草
刈り、冬は落ち葉掻きを中心に、倒木や落ち枝の処理な
ど適宜作業を行っています。老若男女、子どもから大人
まで、各々ができる作業を行います。ご家族連れや親子
での参加も歓迎です。毎月参加できなくても、来られる
ときだけでかまいません。道具は用意してあります。

【日時】毎月第 日曜日 （ただし、 月、 月、 月は
第 。また予定日が雨の場合は翌週の日曜）午前 時～
時時ごろ。途中参加、途中退出、ＯＫです。

【場所】南野川ふれあいの森（宮前区野川 ）出会い
の広場（テントウムシの掲示板のあるところ）

【交通】鷺沼駅からバス「稲荷坂」バス停下車徒歩 分
【条件など】季節を問わず、長袖長ズボン歩きやすい靴、
汚れてもよい服装で。軍手、飲み物、お弁当持参。

【締切】随時募集
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
野川はあも
【担当】伊 藤 菊 代
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】電話、 は夜 時まで。その他は随時
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●戸外での環境学習の企画、運営
休日の半日を・・・

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】「戸外での親子の環境学習」の企画ならびに運営
にあたって、スタッフの老齢化が進み、スタッフの若返
り並びに積極的にプラン作り、運営していける環境に興
味を持つ方を募集しています。すでに 年の実績があり
ます。川崎市全域に残る水と緑の環境の向上を目指して、
親子の学習のプラン作りから、その準備、実行、運営な
ど全般に関わります。

【日時】企画実施する段階で、月に ～ 回。土曜または
日曜の半日。

【場所】市民活動センターフリースペース。企画した活動
拠点の現地集合になります。

【交通】 南武線武蔵小杉、東横線武蔵小杉
※企画により活動拠点が移ります。
【条件など】なし
【締切】随時募集
【申込方法】メール
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
なかはら水と緑の環境ネット
【担当】青木昌夫
【メール】
【 】

【受付時間】随時

●川崎市地球温暖化防止活動推進センター
ボランティア募集
短期・長期何れでも構いません。お気軽にお問合せくだ
さい。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期・長期／平
日・土日祝

【地域】高津区
【募集人数】若干名
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】各種イベントや開催講座のお手伝い、センター窓
口業務等

【日時】休館日（月・火）以外
【場所】川崎市地球温暖化防止活動推進センター他
【交通】溝の口駅から徒歩 分

【締切】随時募集
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市地球温暖化防止活動推進センター
【住所】高津区溝口 ノクティ （高津市民館内）
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】水～日

●里山緑地保全ボランティア募集
心地よい自然豊かな雑木林づくりをめざし、楽しみなが
らの緑地保全作業に参加してみませんか。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期・長期／土
日祝

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】斜面緑地に広がる雑木林の下草刈り、枯れ木・枯
れ枝・樹木の間伐、植樹、多摩自然遊歩道・散策路の草
刈り・整備、休憩ベンチの設置、孟宗竹林の間伐・整理、
小学生への里山学習の実施など

【日時】毎月第２、第３日曜日 ※ ～
月は、

【場所】多摩自然遊歩道沿いの竹林近傍の扉口内の休憩所
に集合

【交通】小田急線読売ランド前駅から徒歩 分
【条件など】未経験者歓迎。会費無し。長袖・長ズボン、
帽子着用、作業しやすい靴。作業道具は会所有品を利用
できます。

【締切】随時
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多摩緑地保全地区こもれびの会
【担当】中村孝治
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】月 金

●緑地ボランティア募集
月に１度、岡上の緑を楽しみながら一緒に活動しましょ
う。１回だけの参加でも歓迎です。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期・長期／土
日祝

【地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【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。お
手伝い下さい。また近隣圃場において野菜作りもしてい
ます。

【日時】毎月第２日曜日 ～ （雨天の場合は翌
週に順延）

【場所】岡上（おかがみ）梨子ノ木（なしのき）特別緑地
保全地区

【交通】鶴川駅徒歩 分
【条件など】軍手、帽子、飲料などご持参ください。動き
やすく汚れても良い服装でご参加ください。

【締切】なし（随時募集）
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】岡上梨子ノ木特別緑地保全地区は一般公開さ
れているので、いつでも見学可。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき自然と共生の会
【担当】堂 前 雅 史
【電話】 内線
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●雑木林の手入れ（草刈り、落ち葉掻き、
竹木の伐採など）ご一緒に
小学生以下の子どもから大人までＯＫ。森をあそび学び、
守りましょう。まずは、森へどうぞ。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生 高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】生き物調査や森での遊びを取り入れながら、年間
を通して森の手入れをしています。春から秋は主に下草
刈り、冬は落ち葉掻きを中心に、倒木や落ち枝の処理な
ど適宜作業を行っています。老若男女、子どもから大人
まで、各々ができる作業を行います。ご家族連れや親子
での参加も歓迎です。毎月参加できなくても、来られる
ときだけでかまいません。道具は用意してあります。

【日時】毎月第 日曜日 （ただし、 月、 月、 月は
第 。また予定日が雨の場合は翌週の日曜）午前 時～
時時ごろ。途中参加、途中退出、ＯＫです。

【場所】南野川ふれあいの森（宮前区野川 ）出会い
の広場（テントウムシの掲示板のあるところ）

【交通】鷺沼駅からバス「稲荷坂」バス停下車徒歩 分
【条件など】季節を問わず、長袖長ズボン歩きやすい靴、
汚れてもよい服装で。軍手、飲み物、お弁当持参。

【締切】随時募集
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
野川はあも
【担当】伊 藤 菊 代
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】電話、 は夜 時まで。その他は随時
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●ミドリのボラ活参加者募集

毎月の第２日曜日、午前９時から２時間半ほどのボラン
ティア活動です。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生 高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】川のゴミ拾い＆下草刈りを中心に、春秋の森の音
楽会、ジャガイモ＆ダイコンの野菜づくりのボラ活に参
加ください。

【日時】作業日は毎月第２日曜日、午前９時から１１時半
まで

【場所】生田緑地・初山地区 宮前区初山１丁目初山幼稚園
マイクロバス車庫前

【交通】溝の口駅南口からバス鷲ヶ峰営業所行 菅生車庫、
マリアンナ医大、柿生、新百合ヶ丘）乗車時間１５分、
初山下車徒歩３分、または登戸駅南口からバス鷲ヶ峰営
業所行、乗車時間１５分、初山下車徒歩３分

【条件など】軍手 参加費無し 保険には加入しています
傷害保険）

【締切】随時募集
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
飛森谷戸 とんもりやと の自然を守る会
【担当】高木一弘
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～木 ： ～ ：

●里山作業ボランティア募集
幸区市民健康の森「加瀬山」（夢見ヶ崎公園）を年間通じ
て、親しみのある公園にするよう、公園作りに参加しま
せんか。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期／平日・土
日祝

【地域】幸区
【募集人数】 名
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】①通常の活動：雑木林の下草刈り 樹木の剪定 竹
林の整備 草花の手入れ イベント手伝い
②里山体験：林の手入れ、花がら摘み
【日時】毎月第 日曜日、第 ・第 水曜日
【場所】夢見ヶ崎動物公園事務所前
【交通】新川崎駅から徒歩 分、鹿島田駅から徒歩
分、または川崎駅から市バス ・ ・ ・ 夢見ヶ崎
動物公園前下車徒歩 分

【条件など】中学生以上 汚れてもいい服装 手袋 飲み物  
第 日曜日は小学生も保護者と同伴なら です。

【締切】随時
【申込方法】電話 直接来所
【見学など】あり。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市民健康の森さいわい加瀬山の会
【担当】成川
【電話】

●小黒恵子童謡記念館 ボランティア募集
２０１７年４月１日にリニューアルオープンしました。
詳細はお気軽にお問合せ下さい。

【種別】学術・文化・芸術／ボランティア／単発・短期・
長期／土日祝

【地域】高津区
【募集人数】若干名
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】各種イベントのお手伝い 館内整理など
【日時】基本開館日（土・日・月・祝 ： ～ ：

）内で詳細は別途ご相談。
【場所】小黒恵子童謡記念館
【交通】二子新地駅東口から徒歩約 分、高津駅西口か
ら徒歩約 分、溝の口駅正面口から徒歩約 分、また
は溝の口駅からバス「北見方」下車徒歩３分

【締切】随時募集
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
小黒恵子童謡記念館
【住所】川崎市高津区諏訪
【電話】
【 】
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【メール】
【 】 小黒恵子童謡記念館
【受付時間】（土・日・月・祝 ： ： ）

●コンサートボランティア募集
市民が企画運営するコンサートです。

【種別】学術・文化・芸術／ボランティア／長期／土日祝
【地域】高津区
【募集人数】若干
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】市民が企画運営する手作りのコンサート全般
【日時】月１回 第３日曜日 １０時～１４時
【場所】高津市民館
【交通】溝の口駅から、徒歩３分
【条件など】特になし
【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール、直接来所

【見学など】ご連絡下さい
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
たかつ・サロン コンサート実行委員会
【担当】大島
【電話】
【 】
【メール】
【受付時間】随時

●子ども向けコンサート出演者募集・
ボランティア募集
２～３歳児親子中心にミニコンサート、イベント、リト
ミックを行っています。演奏活動をされている方、発表
の場として参加されませんか。音大生や趣味の愛好家の
グループなども大歓迎です。

【種別】学術・文化・芸術／ボランティア／単発・短期／
平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①２～３歳児親子向け音楽サークルでのミニコン
サート、イベント出演（歌、ダンス、手品など。１ステ
ージ１５～２０分程度） ②ホームページ制作、管理

【日時】平日
【場所】多摩市民館大会議室または視聴覚室
【交通】登戸駅から徒歩８分 向ヶ丘遊園駅から徒歩５分

【条件など】人前で披露出来る技能をお持ちの方
【締切】イベントの３か月前（イベントの日程は４か月前
に決定します。）

【申込方法】電話、 、メール
【見学など】見学自由
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
リトミックゆかり会
【担当】小野塚
【電話】
【 】
【メール】
【 】

●日本民家園ボランティア「炉端の会」
古民家や昔の暮らしに関心がある方、博物館で学びなが
ら地域活動がしたい方など、ぜひご参加下さい。

【種別】学術・文化・芸術／ボランティア／長期／
平日・土日祝

【地域】多摩区
【募集人数】毎年、新規会員を 名程度募集します。
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】ボランティア講座受講後、曜日別班に所属して、
古民家の囲炉裏での火焚き、来園者への解説などに従事
していただきます。その他関心に応じて、ガイド（団体
向け、英語等）、畑・庭の環境整備、年中行事の展示、障
子張り、園の催事への協力などに御参加ください。

【日時】火～日曜日の同じ曜日で月 回以上の活動。時間
は原則 ～ （ ～ 月は まで）

【場所】川崎市立日本民家園
【交通】向ヶ丘遊園駅から、徒歩 分
【条件など】毎年 月中旬～ 月上旬に開催するボランテ
ィア講座に全日参加可能な方、 歳以上で人と話すのが
好きな方。交通費の支給や駐車場の減免等はありません。

【締切】毎年 月頃募集開始、 月中旬頃申込締切。詳
細は サイト等を御確認ください。

【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
川崎市立日本民家園
【住所】多摩区枡形
【 】
日本民家園
炉端の会
【受付時間】 ～ （ ～ 月は まで）

●ミドリのボラ活参加者募集

毎月の第２日曜日、午前９時から２時間半ほどのボラン
ティア活動です。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）・中学生 高校生・
専門学校・短期大学・大学生・一般

【内容】川のゴミ拾い＆下草刈りを中心に、春秋の森の音
楽会、ジャガイモ＆ダイコンの野菜づくりのボラ活に参
加ください。

【日時】作業日は毎月第２日曜日、午前９時から１１時半
まで

【場所】生田緑地・初山地区 宮前区初山１丁目初山幼稚園
マイクロバス車庫前

【交通】溝の口駅南口からバス鷲ヶ峰営業所行 菅生車庫、
マリアンナ医大、柿生、新百合ヶ丘）乗車時間１５分、
初山下車徒歩３分、または登戸駅南口からバス鷲ヶ峰営
業所行、乗車時間１５分、初山下車徒歩３分

【条件など】軍手 参加費無し 保険には加入しています
傷害保険）

【締切】随時募集
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
飛森谷戸 とんもりやと の自然を守る会
【担当】高木一弘
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】月～木 ： ～ ：

●里山作業ボランティア募集
幸区市民健康の森「加瀬山」（夢見ヶ崎公園）を年間通じ
て、親しみのある公園にするよう、公園作りに参加しま
せんか。

【種別】環境保全／ボランティア／単発・短期／平日・土
日祝

【地域】幸区
【募集人数】 名
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般

【内容】①通常の活動：雑木林の下草刈り 樹木の剪定 竹
林の整備 草花の手入れ イベント手伝い
②里山体験：林の手入れ、花がら摘み
【日時】毎月第 日曜日、第 ・第 水曜日
【場所】夢見ヶ崎動物公園事務所前
【交通】新川崎駅から徒歩 分、鹿島田駅から徒歩
分、または川崎駅から市バス ・ ・ ・ 夢見ヶ崎
動物公園前下車徒歩 分

【条件など】中学生以上 汚れてもいい服装 手袋 飲み物  
第 日曜日は小学生も保護者と同伴なら です。

【締切】随時
【申込方法】電話 直接来所
【見学など】あり。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市民健康の森さいわい加瀬山の会
【担当】成川
【電話】

●小黒恵子童謡記念館 ボランティア募集
２０１７年４月１日にリニューアルオープンしました。
詳細はお気軽にお問合せ下さい。

【種別】学術・文化・芸術／ボランティア／単発・短期・
長期／土日祝

【地域】高津区
【募集人数】若干名
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】各種イベントのお手伝い 館内整理など
【日時】基本開館日（土・日・月・祝 ： ～ ：

）内で詳細は別途ご相談。
【場所】小黒恵子童謡記念館
【交通】二子新地駅東口から徒歩約 分、高津駅西口か
ら徒歩約 分、溝の口駅正面口から徒歩約 分、また
は溝の口駅からバス「北見方」下車徒歩３分

【締切】随時募集
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
小黒恵子童謡記念館
【住所】川崎市高津区諏訪
【電話】
【 】
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●久地円筒分水美化清掃活動
メンバーが丁寧に説明します、お気軽にご参加下さい。

【種別】まちづくり／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】 名
【対象】一般
【内容】久地円筒分水広場や水路の雑草取り、芝刈り、清
掃などや広場利用のルール作りなど

【日時】毎月第４月曜日 雨天順延 ※６月
から９月は、第２水曜日も実施します。※７月から９月
は、 から実施します。

【場所】久地円筒分水広場 高津区久地
【交通】溝の口駅から徒歩 分、またはバス「新平瀬橋」
下車、徒歩２分

【条件など】未経験者歓迎します。用具は貸与します。ボ
ランティア保険加入済みです。

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
久地円筒分水サポートクラブ
【担当】石丸
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】平日

●バリアフリーマップ調査ボランティア
スマホやタブレットの操作はサポートします

【種別】まちづくり／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】スマホやタブレットを使ってバリアフリー状況を
写真にとってホームページにアップするボランティア

【日時】 年 月から 年 月末まで毎月土曜
日の朝 時から 時頃まで（ 月 日、 月 日、

月 日、 月 日、 月 日）および、操作を覚
えれえばご自分の好きに時間でボランティア可能です。

【場所】川崎区社会福祉協議会 ボランティアコー
ナー 川崎駅東口 ルフロン 階

【条件など】スマホやタブレット（ から貸出可能）、
ボランティア保険加入、開催日のみ交通費程度支給あり

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】調査前に操作方法の説明あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

福祉支援ゆうやけネット
【担当】程田和義
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●コミュニティバスの運営ボランティア募集
長尾台コミュニティバス利用者協議会では、本来バス会
社が提供する機能の一部を住民が代行しています。交通
に興味のある方には面白いテーマではないでしょうか？
お気軽にお問合せ下さい。

【種別】まちづくり／ボランティア／長期／平日・土日祝
【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①緊急時 バスノ遅延時、運休時 の利用者への周
知 ②利用者からの問い合わせ対応 随時 ③市・バス
会社との定例会議 回 月 ④利用状況の調査 回 年
⑤広告獲得活動 随時 ⑥広報活動 随時 ⑦その他バス
の円滑な運行や利用者増に必要な作業

【日時】随時
【場所】運行路線周辺 多摩区長尾６丁目 ほか
【条件など】多摩区長尾６丁目在住の方のみに限定してい
ます。

【締切】随時
【申込方法】直接来所
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
長尾台コミュニティバス利用者協議会
【受付時間】随時
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●花壇のボランティア募集
お花の好きな方、多摩区役所や多摩図書館をよく利用さ
れる方、 か月に１度だけでも です。気軽にお問い
合わせください。

【種別】まちづくり／ボランティア／単発・短期・長期／
平日

【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】全員で、年に２回の花の植え替えを行います。そ
の後の花の水やり、花がら摘みに、年間を通して人の手
が必要です。月に１回でも、水やりだけでも参加してく
ださる方、是非ご連絡ください。お待ちしております。

【日時】毎月１回の定例会：第３木曜日（原則）午前 ：
～ ： ※夏と冬には変更もあります。

【場所】多摩区役所７階 区民活動交流センター会議室
または、市民館２階グループ室になることもあります。

【交通】向ヶ丘遊園駅から多摩区役所へ徒歩５分
【条件など】花の植え替えの時は、シャベルをお持ちくだ
さい。他は特にありません。会費：年 円

【締切】なし 随時ご連絡ください。
【申込方法】直接来所
【見学など】多摩区役所のコンテナ花壇を実際にご覧にな
って下さい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ボランティアグループ 多摩区役所コンテナ花壇の会
【担当】古川紀代子
【受付時間】随時

●「にこぷら新地」サポーター募集
様々な世代の楽しい仲間と市民活動、ボランティア活動
ができます。お気軽にお問合せ、ご見学ください。

【種別】まちづくり／ボランティア／単発・短期・長期／
平日・土日祝

【地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】コミュニティスペースの受付事務、管理業務、ま
ちづくりや市民活動、アートに関するイベントのお手伝
いなど

【日時】平日・休日 ～ ご都合のよい日にち
（曜日）、時間帯を選んでシフト制でお手伝いをしていた
だきます。※ご都合のよい時間帯を選んでシフトに入る
ことができます。

【場所】アート×コミュニティスペース「にこぷら新地」
【交通】二子新地駅西口から、徒歩２分
【条件など】特にありません。
【締切】随時募集
【申込方法】電話、メール
【見学など】お気軽にご来館ください。（開館が不定期の
ため、事前にメールまたは電話でご連絡ください）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ＤＴ０８
【担当】川崎泰之
【住所】高津区二子２－６－４７ にこぷら新地
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】 ～ （開館時間、曜日は不定期の
ため、メールでのお問い合わせを推奨します。）

●森とせせらぎ・灯ろう流し「せせらぎ祭
りスタッフ募集」
子ともの未来、地域のふれあい、水と緑のふるさとづく
りを目指した活動を行っています。

【種別】まちづくり／ボランティア／単発・短期・長期／
土日祝

【地域】中原区・高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】①灯ろう流しチラシ作り、灯ろうキット作り、当
日の着火指導・安全確保など ②せせらぎ祭りチラシ作り、
宣伝活動、テント搬入、舞台設置、記念品配布など

【日時】別途お知らせします。
【場所】江川せせらぎ遊歩道、橘公園
【交通】新城駅から徒歩 分、またはバスにて 分
【条件など】特にありません
【締切】随時
【申込方法】電話、
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
森とせせらぎネットワーク
【担当】田辺勝義
【電話】
【 】
【 】
【受付時間】随時

●久地円筒分水美化清掃活動
メンバーが丁寧に説明します、お気軽にご参加下さい。

【種別】まちづくり／ボランティア／長期／平日
【地域】高津区
【募集人数】 名
【対象】一般
【内容】久地円筒分水広場や水路の雑草取り、芝刈り、清
掃などや広場利用のルール作りなど

【日時】毎月第４月曜日 雨天順延 ※６月
から９月は、第２水曜日も実施します。※７月から９月
は、 から実施します。

【場所】久地円筒分水広場 高津区久地
【交通】溝の口駅から徒歩 分、またはバス「新平瀬橋」
下車、徒歩２分

【条件など】未経験者歓迎します。用具は貸与します。ボ
ランティア保険加入済みです。

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
久地円筒分水サポートクラブ
【担当】石丸
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】平日

●バリアフリーマップ調査ボランティア
スマホやタブレットの操作はサポートします

【種別】まちづくり／ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】川崎区
【募集人数】不問
【対象】高校生・専門学校生・短期大学生・大学生・一般
【内容】スマホやタブレットを使ってバリアフリー状況を
写真にとってホームページにアップするボランティア

【日時】 年 月から 年 月末まで毎月土曜
日の朝 時から 時頃まで（ 月 日、 月 日、

月 日、 月 日、 月 日）および、操作を覚
えれえばご自分の好きに時間でボランティア可能です。

【場所】川崎区社会福祉協議会 ボランティアコー
ナー 川崎駅東口 ルフロン 階

【条件など】スマホやタブレット（ から貸出可能）、
ボランティア保険加入、開催日のみ交通費程度支給あり

【締切】随時
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】調査前に操作方法の説明あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

福祉支援ゆうやけネット
【担当】程田和義
【電話】
【 】
【メール】
【 】
【受付時間】随時

●コミュニティバスの運営ボランティア募集
長尾台コミュニティバス利用者協議会では、本来バス会
社が提供する機能の一部を住民が代行しています。交通
に興味のある方には面白いテーマではないでしょうか？
お気軽にお問合せ下さい。

【種別】まちづくり／ボランティア／長期／平日・土日祝
【地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①緊急時 バスノ遅延時、運休時 の利用者への周
知 ②利用者からの問い合わせ対応 随時 ③市・バス
会社との定例会議 回 月 ④利用状況の調査 回 年
⑤広告獲得活動 随時 ⑥広報活動 随時 ⑦その他バス
の円滑な運行や利用者増に必要な作業

【日時】随時
【場所】運行路線周辺 多摩区長尾６丁目 ほか
【条件など】多摩区長尾６丁目在住の方のみに限定してい
ます。

【締切】随時
【申込方法】直接来所
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
長尾台コミュニティバス利用者協議会
【受付時間】随時
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●発送作業ボランティア（月 回）
毎月発行している情報紙「ナンバーゼロ」の仕分け作業
をお手伝いください。気軽にできるボランティアです。
回だけの参加も ！
【種別】ボランティア／単発・短期・長期・平日
【地域】中原区
【募集人数】各回 ～ 名
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般
【内容】情報紙の仕分け、封筒詰め、ラベル貼り等
【日時】毎月第 または第 水曜日（事前にお問い合わ
せください）
【場所】かわさき市民活動センター内
【交通】武蔵小杉駅より徒歩 分
【条件など】事前にご連絡ください
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター
【担当】人見
【住所】中原区新丸子東
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】 ～ （休館日を除く）

●イベントボランティア（ごえん楽市）
年に一度の市民活動のお祭りをお手伝い。毎年リピータ
ーが多いボランティア活動です。
【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】中原区
【募集人数】 名
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般
【内容】イベントの設営・受付・案内・着ぐるみ・
パンフレット配布など
【日時】 年２月上旬

【場所】中原市民館、かわさき市民活動センター
【交通】武蔵小杉駅より徒歩 分
【条件など】薄謝あり
【締切】毎年 月～ 月中旬くらいに募集してい
ます。詳細はお問い合わせください。
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】前日にオリエンテーションあり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター
【担当】人見
【住所】中原区新丸子東
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】 ～ （休館日を除く）
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自宅で！ 自分で！ ボランティア 今日からできる「集めて支援」

家にあって使わないものを寄付することで、市民活動団体などの支援になります。かわさき
市民活動センターでは、使用済み切手、書き損じハガキ、古本、 ・ などを回収し、
まとまった量を換金、センター備品の充実や事業に活かしています。あなたも、今日からで
きるボランティアを始めてみませんか？

◆書き損じハガキ・未使用ハガキ
◆プリペイドカード・入場券類
◆古切手・未使用切手
◆古本・ ・ ・ゲームソフト・ゲーム機

対象外のものもありますので、詳しくはかわさき市民活動センターのホームページでご確認
いただくか、電話でお問い合わせください。

●発送作業ボランティア（月 回）
毎月発行している情報紙「ナンバーゼロ」の仕分け作業
をお手伝いください。気軽にできるボランティアです。
回だけの参加も ！
【種別】ボランティア／単発・短期・長期・平日
【地域】中原区
【募集人数】各回 ～ 名
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般
【内容】情報紙の仕分け、封筒詰め、ラベル貼り等
【日時】毎月第 または第 水曜日（事前にお問い合わ
せください）
【場所】かわさき市民活動センター内
【交通】武蔵小杉駅より徒歩 分
【条件など】事前にご連絡ください
【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター
【担当】人見
【住所】中原区新丸子東
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】 ～ （休館日を除く）

●イベントボランティア（ごえん楽市）
年に一度の市民活動のお祭りをお手伝い。毎年リピータ
ーが多いボランティア活動です。
【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】中原区
【募集人数】 名
【対象】中学生・高校生・専門学校・短期大学・大学生・
一般
【内容】イベントの設営・受付・案内・着ぐるみ・
パンフレット配布など
【日時】 年２月上旬

【場所】中原市民館、かわさき市民活動センター
【交通】武蔵小杉駅より徒歩 分
【条件など】薄謝あり
【締切】毎年 月～ 月中旬くらいに募集してい
ます。詳細はお問い合わせください。
【申込方法】電話、 、メール
【見学など】前日にオリエンテーションあり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
かわさき市民活動センター
【担当】人見
【住所】中原区新丸子東
【電話】
【 】
【メール】
【 】

【受付時間】 ～ （休館日を除く）
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ボランティア活動について相談する

各施設のスタッフや相談員が、ボランティアに関する各種相談に応じています。
活動開始後の相談、団体の立ち上げや運営についての相談も受け付けています。
対応日時については、各施設にお問い合わせください。

ボランティア･市民活動に関する相談機関一覧（平成 年 月現在）
施設名 所在地 電 話

かわさき市民活動センター 中原区新丸子東

川崎市社会福祉協議会
ボランティア活動振興センター

中原区上小田中
川崎市総合福祉センター

川崎区社会福祉協議会
川崎区ボランティアセンター

川崎区日進町
川崎ルフロン

幸区社会福祉協議会
幸区社協ボランティアセンター

幸区戸手本町
さいわい健康福祉プラザ

中原区社会福祉協議会
なかはらボランティアセンター

中原区今井上町 －
和田ビル

高津区社会福祉協議会
高津区ボランティアセンター

高津区溝口
てくのかわさき

宮前区社会福祉協議会
ボランティア活動振興センター

宮前区宮崎
宮崎台ガーデンオフィス

多摩区社会福祉協議会
多摩区ボランティアセンター

多摩区登戸
ライフガーデン向ヶ丘

麻生区社会福祉協議会
ボランティア活動振興センター

麻生区万福寺
新百合 ビル
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インターネットで情報を探す
以下の つのサイトを通じて、市内のボランティア情報を検索することができます。
インターネットでは最新の情報を入手することができます。

かわさき市民活動ポータルサイト 応援ナビかわさき

川崎市内のボランティア・市民活動の“今”がわかるサイトで

す。ボランティア情報を探している人、今活動している団体両

方に役立つ情報がたくさん！

＜募集情報＞

ボランティア募集（長期、単発）、メンバー募集などの情報があります。

＜団体一覧＞

かわさき市民活動センターに登録している団体の情報が検索できます。

＜イベント情報＞

市民活動団体による催し物の情報です。

＜講座・研修情報＞

ボランティア養成のための講座、活動団体による講座など。

＜お役立ち情報＞

市民活動団体が提供しているサービスの情報など。

＜団体支援情報＞

川崎市内をはじめ、さまざまな助成金の情報、団体運営に役立つ情報を掲載しています。

＜チラシ＞

かわさき市民活動センターに届いたチラシをインターネットでご紹介しています。

かわさき福祉情報サイト ふくみみ

「ふくみみ」では、地域福祉情報バンクが蓄積した福祉情報を、多く

の方々に利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供

者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供して

います。行政などから配信される、福祉や生活などに関する情報

や団体などから発信される情報を掲載しています！

＜サービス検索＞

調べたい地域やカテゴリーを選び進むと、サービスの一覧が表示されます。また、「サービス一覧検索」ではキー

ワードによる検索も可能です。

＜団体検索＞

対象や活動分野のカテゴリーを選び進むと、団体の一覧が表示されます。また、団体名がわかっている揚合は、

「団体一覧検索」が便利です。

＜図書・ビデオ検索＞

地域福祉情報バンクと高齢社会福祉総合センタ一所蔵の図書やビデオ・ の検索ができます。

＜講師検索＞

分野別力テゴリーを選び進むと、該当する講師名が表示されます。また、「講師一覧検索」ではキーワードによる

検索も可能です。

＜ふくし教育＞

「福祉教育について」をはじめ、福祉教育関連事業や福祉教育実践協力校の紹介などを掲載しています。

ボランティア活動について相談する

各施設のスタッフや相談員が、ボランティアに関する各種相談に応じています。
活動開始後の相談、団体の立ち上げや運営についての相談も受け付けています。
対応日時については、各施設にお問い合わせください。

ボランティア･市民活動に関する相談機関一覧（平成 年 月現在）
施設名 所在地 電 話

かわさき市民活動センター 中原区新丸子東

川崎市社会福祉協議会
ボランティア活動振興センター

中原区上小田中
川崎市総合福祉センター

川崎区社会福祉協議会
川崎区ボランティアセンター

川崎区日進町
川崎ルフロン

幸区社会福祉協議会
幸区社協ボランティアセンター

幸区戸手本町
さいわい健康福祉プラザ

中原区社会福祉協議会
なかはらボランティアセンター

中原区今井上町 －
和田ビル

高津区社会福祉協議会
高津区ボランティアセンター

高津区溝口
てくのかわさき

宮前区社会福祉協議会
ボランティア活動振興センター

宮前区宮崎
宮崎台ガーデンオフィス

多摩区社会福祉協議会
多摩区ボランティアセンター

多摩区登戸
ライフガーデン向ヶ丘

麻生区社会福祉協議会
ボランティア活動振興センター

麻生区万福寺
新百合 ビル
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区 所 在 地 電　話

旭 町 川崎区旭町2-1-5 旭町、宮前

日 進 町
川崎区堤根34-15
ふれあいプラザかわさき３階

川崎、京町

渡 田 川崎区渡田1-15-5 田島、向

大 師 川崎区大師公園1-4 大師、四谷

藤 崎 川崎区藤崎4-17-6 藤崎、川中島

殿 町 川崎区殿町1-18-13 殿町、東門前

田 島 川崎区田島町20-23 渡田

浅 田 川崎区浅田3-7-10 浅田、小田

小 田 川崎区小田2-16-9 新町、東小田

南 河 原 幸区都町74-2 南河原、幸町

幸 幸区戸手本町1-11-5 戸手、御幸、西御幸

下 平 間 幸区下平間70-1 下平間、古市場、古川

南 加 瀬 幸区南加瀬2-19-3 南加瀬、夢見ヶ崎

小 倉 幸区小倉5-17-59 小倉、東小倉

北 加 瀬 幸区北加瀬2-12-12 日吉

新 丸 子 中原区新丸子町691-7 上丸子、西丸子、今井

住 吉 中原区木月祇園町17-6 住吉、東住吉

井 田 中原区井田杉山町16-38 井田、下小田中

平 間 中原区上平間1323 平間、下河原

玉 川 中原区市ノ坪464-2 玉川、下沼部

西 加 瀬 中原区西加瀬10-5 苅宿、木月

新 城 中原区下新城1-2-4 新城

大 戸 中原区上小田中2-24-1 大戸、大谷戸

宮 内 中原区宮内3-4-3 宮内、中原

上 作 延 高津区上作延1142-4 上作延、南原

高 津 高津区溝口3-10-8 高津、下作延、久地

二 子 高津区二子5-14-61 坂戸、久本

　　　　　　　こども文化センター･わくわくプラザ（平成30年1月現在）

川崎区

幸区

こども文化センター わくわくプラザ
小学校名

中原区

高津区

64



区 所 在 地 電　話

こども文化センター わくわくプラザ
小学校名

東 高 津 高津区下野毛1-3-2 東高津

末 長 高津区末長3-25-8 末長、新作、橘

子 母 口 高津区子母口983 久末、子母口

梶 ヶ 谷 高津区梶ケ谷6-1-10 梶ヶ谷、西梶ヶ谷

宮 崎 宮前区宮崎1-7 宮崎、宮崎台

有 馬 宮前区有馬4-5-2 西有馬、有馬、鷺沼

野 川 宮前区野川3182-1 西野川、野川、南野川

宮 前 平 宮前区宮崎6-2 富士見台、宮前平、土橋

平 宮前区平2-13-1 向丘

白 幡 台 宮前区白幡台1-13-1 白幡台、平

枡 形 多摩区枡形6-3-1 東生田

長 尾 多摩区長尾1-12-7 稲田、長尾

錦 ヶ 丘 多摩区栗谷3-28-2 南生田、生田

三 田 多摩区三田3-7-4 三田

菅 多摩区菅北浦3-11-1 菅、東菅

中 野 島 多摩区中野島4-22-7 中野島、下布田

南 菅 多摩区菅馬場3-26-1 南菅、西菅

百 合 丘 麻生区百合丘1-11-2 百合丘、西生田

東 百 合 丘 麻生区東百合丘3-1-10 長沢、南百合丘

千 代 ヶ 丘 麻生区千代ヶ丘1-20-60 金程、千代ヶ丘

王 禅 寺 麻生区王禅寺東5-32-15 王禅寺中央、東柿生

虹 ヶ 丘 麻生区虹ヶ丘1-22-1 虹ヶ丘

柿 生 麻生区上麻生7-18-32 柿生

白 山 麻生区白山4-2-2 真福寺

麻 生 麻生区上麻生4-32-2 麻生

麻生区

高津区

宮前区

多摩区

区 所 在 地 電　話

旭 町 川崎区旭町2-1-5 旭町、宮前

日 進 町
川崎区堤根34-15
ふれあいプラザかわさき３階

川崎、京町

渡 田 川崎区渡田1-15-5 田島、向

大 師 川崎区大師公園1-4 大師、四谷

藤 崎 川崎区藤崎4-17-6 藤崎、川中島

殿 町 川崎区殿町1-18-13 殿町、東門前

田 島 川崎区田島町20-23 渡田

浅 田 川崎区浅田3-7-10 浅田、小田

小 田 川崎区小田2-16-9 新町、東小田

南 河 原 幸区都町74-2 南河原、幸町

幸 幸区戸手本町1-11-5 戸手、御幸、西御幸

下 平 間 幸区下平間70-1 下平間、古市場、古川

南 加 瀬 幸区南加瀬2-19-3 南加瀬、夢見ヶ崎

小 倉 幸区小倉5-17-59 小倉、東小倉

北 加 瀬 幸区北加瀬2-12-12 日吉

新 丸 子 中原区新丸子町691-7 上丸子、西丸子、今井

住 吉 中原区木月祇園町17-6 住吉、東住吉

井 田 中原区井田杉山町16-38 井田、下小田中

平 間 中原区上平間1323 平間、下河原

玉 川 中原区市ノ坪464-2 玉川、下沼部

西 加 瀬 中原区西加瀬10-5 苅宿、木月

新 城 中原区下新城1-2-4 新城

大 戸 中原区上小田中2-24-1 大戸、大谷戸

宮 内 中原区宮内3-4-3 宮内、中原

上 作 延 高津区上作延1142-4 上作延、南原

高 津 高津区溝口3-10-8 高津、下作延、久地

二 子 高津区二子5-14-61 坂戸、久本

　　　　　　　こども文化センター･わくわくプラザ（平成30年1月現在）
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表紙の団体・施設紹介

                                  

                               

 

① 多摩川エコミュージアム ⑪ ワークルールと若者支援を結ぶ会

② 地球市民交流会 ⑫ 身体障害者等慰問団 サンゴ会

③ かわさき自然と共生の会 ⑬ かわさき七和会

④ 多摩すかいきっず ⑭ インターネット川崎ガイド

⑤ 中原区原水協 ⑮ 福祉支援ゆうやけネット

⑥ ワールドランアーズ・ジャパン ⑯ 地域活動センター いっぽ舎

⑦ なかはら水と緑の環境ネット ⑰ 野川はあも

⑧ たかつ・サロン コンサート実行委員会 ⑱ 日本語クラス せかいじん

⑨ 朗読ボランティアグループ ひいらぎ ⑲ 川崎スマートライフ推進会

⑩ ゆずりは園 ⑳ 実行委員会

 
 
ボラ・ナビ を最後までご覧いただき、ありがとうございます。今回は 団体・施設から 件の情

報が集まりました。ボランティアを通しての出会いや発見は、かけがえのない財産になることでしょう。ボラ・
ナビ をきっかけに、あたたかい心の交流をひろげたり、地域の課題に気づいたりしていただければと思
います。最後になりましたが、情報提供にご協力いただいた団体の皆様にも感謝申し上げます。
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