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【表示例】 

○○○○○ボランティア募集中 
参加者へひとこと 
【主な分野】 幼児・児童 
【種別】 ボランティア／短期(活動期間)/平日(活動曜日) 
【主な地域】 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】 傾聴活動 
【日時】 土 10:00～15:00（応相談） 
【場所】 中原市民館 
【交通】 南武線「武蔵小杉」駅徒歩 3 分 
【条件など】 各自で保険加入 
【申込】 随時 
【申込方法】 電話、メール 
【見学など】 あり 
==================================================== 

【団体名】 △△△の会 
【所在地】 中原区○○1-2-3 
【電話】 △△△-×××× 
【メール】 △△△@mail.com 
【URL】 http://www.______.com/ 
【受付時間】 月～金 10:00～18:00 

【種別】 

 ボランティア    ・・・活動支援／協力者 

 インターンシップ ・・・就業体験として受け入れ 

 実働スタッフ    ・・・活動を中心的に担うスタッフ 

              ※有償(賃金支払い)がある場合があります。 

【交通】 

最寄り駅標記について 

「川崎」駅は“ＪＲ”、 「武蔵小杉」「武蔵溝ノ口」駅は“南武線”で統一しています。  
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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？ 

P.1「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、p.4-p.7 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。1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。⇒p.10へ 
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単発 長期

兄弟児　保育ボランティア 南部地域療育センター 〇 川崎

元気いっぱいな子どもたちとすごしてみませんか！ ゆめいく日進町保育園 〇 全市

てんとう虫ハウス（子ども食堂）ボランティア募集 てんとう虫ハウス（たじま家庭支援センター） 〇 川崎

保育ボランティア募集 ふくじゅ保育園 〇 〇 幸

運営ボランティア募集 国際子育てひろば「コアラ」 〇 中原

地域子育て支援センターおおと　子育て支援ボランティア募集 地域子育て支援センターおおと 〇 〇 中原

地域子育て支援センターしんまるこ　子育て支援ボランティア募集 地域子育て支援センターしんまるこ 〇 〇 中原

みどりなくらしと一緒に活動してみませんか？ みどりなくらし 〇 〇 中原

地域子育て支援センター 学生ボランティア募集！ 子育て支えあいネットワーク満 〇 高津

保育士の仕事、体験してみませんか ティンクル上野川保育園 〇 宮前

保育ボランティア募集 野川南台保育園 〇 宮前

保育ボランティア募集 三田かしのみ保育園 〇 多摩

保育園での作業ボランティア募集 西しゅくマーノ保育園 〇 多摩

保育園でのボランティア募集 菅保育園 〇 〇 多摩

保育ボランティア募集 第二厚生館愛児園 〇 〇 多摩

赤ちゃんを抱っこする・遊ぶボランティア募集 いなだ助産院（おしゃべりサロン） 〇 多摩

お楽しみ会ボランティア募集 中野島のはら保育園 〇 多摩

絵本修理・花植え・園庭そうじ　ボランティア募集 虹ヶ丘保育園 〇 麻生

「オモチャとしょかん」ボランティア募集 麻生区社会福祉協議会 〇 麻生

子どもが大好きなボランティア募集 ヒルズすえなが 〇 〇 高津

保育補助ボランティア すこやか溝の口保育園 〇 〇 高津

児童の遊び・見守り支援ボランティア募集 ＫＦＪ多摩すかいきっず 〇 〇 多摩

昼食時にお手伝いしてくれる方募集 ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 〇 川崎

☆ボランティアスタッフ募集☆ 特別養護老人ホームゆとりあ 〇 〇 川崎

利用者との話し相手ボランティア、花壇の手入れボランティア 川崎大師バナナ園 〇 〇 川崎

入所者と一緒に楽しんでくださるボランティア募集 特別養護老人ホーム ビオラ川崎 〇 〇 川崎

デイケアでのボランティア募集 馬嶋病院 〇 〇 川崎

デイサービスボランティア 生活リハビリクラブ幸 〇 〇 幸

高齢者施設・デイサービスのボランティア募集 特別養護老人ホーム しゃんぐりら 〇 〇 幸

見守り・傾聴・レクリエーション　ボランティア 介護老人保健施設　千の風・川崎 〇 〇 幸

傾聴ボランティア募集 傾聴ボランティアさいわい 〇 幸

高齢者デイサービスボランティア募集 ホッとスペース中原 〇 〇 中原

お話し相手やお手伝いのボランティア募集 グループホーム中原 〇 〇 中原

ご利用者様のお話し相手等のボランティア こはるびより 〇 〇 中原

1日だけでも見学のみでもオッケーです！！ 特別養護老人ホームひらまの里 〇 〇 中原

レクリエーション(作業)ボランティア募集 介護老人福祉施設すみよし 〇 〇 中原

傾聴ボランティア（お話し相手）の募集 傾聴わた雲 〇 中原

配食活動ボランティア 中原老後を良くする会 〇 中原

レクリエーション補助、居室清掃ボランティア 介護老人福祉施設すえなが 〇 高津

整容・洗濯、レクリエーション補助ボランティア 介護老人福祉施設すえながデイサービスセンター 〇 〇 高津

団体名称

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

幼児・
児童

高齢者
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単発 長期

洗濯・通院付き添いボランティアお願いします 養護老人ホーム川崎市恵楽園 〇 〇 高津

ご自身のペースで楽しくボランティア活動を！ 恵楽園デイサービスセンター 〇 〇 高津

車いすのメンテナンスとカラオケ 特別養護老人ホーム陽だまりの園 〇 〇 高津

ピアノ音楽演奏ボランティア募集 クロスハート 宮前・川崎 〇 宮前

いつでも、少しの時間でもボランティア活動しませんか？ 介護老人福祉施設 鷲ヶ峰 〇 〇 宮前

歌や演奏のボランティア募集 デイサービスリ・ケア東有馬 〇 〇 宮前

園芸と午後のお茶を楽しむ方募集 バナナ園　生田ヒルズ 〇 〇 多摩

趣味を活かしたボランティア募集 特別養護老人ホームよみうりランド花ハウス 〇 〇 多摩

車いす散歩ボランティア 上布田つどいの家 〇 〇 多摩

広場の風ボランティア募集 特別養護老人ホーム 生田広場 〇 〇 多摩

傾聴とアクティビティ活動の付き添いボランティア募集 そんぽの家　生田 〇 〇 多摩

有給メンバー募集 ワーカーズ・コレクティブあいあい 〇 〇 麻生

デイサービス利用者の話し相手・イベントボランティア募集 ワーカーズコレクティブ　グループとも 〇 〇 麻生

居住区（ポプラ街区）内におけるボランティア募集 ポプラ・ささえあい 〇 麻生

学生ボランティアいらっしゃい！ ささえあい麻生（くるみの家） 〇 麻生

高齢者施設ボランティア募集 特別養護老人ホーム かないばら苑 〇 〇 麻生

傾聴（お話相手）ボランティア 傾聴あさお 〇 麻生

運転ボランティア募集（サロン参加者の送迎ボランティア） 特別養護老人ホーム虹の里 〇 麻生

車いす・高齢者疑似体験研修ボランティア 川崎介護福祉士会 〇 全市

ゆずりは園で一緒に活動する方募集中 ゆずりは園 〇 川崎

作業ボランティア募集 視覚障害者情報文化センター 〇 全市

視覚障害者のためのパソコンサポーター 川崎パソコンユーザー会 〇 川崎

施設ボランティア 地域活動支援センター・フォーラム幸 〇 幸

障害者施設レクボラ・お散歩ボラ募集 こぶし園 〇 幸

日中活動のボランティア募集中 小向このはな園 〇 〇 幸

障がい児サポート　ボランティア募集 ライズ児童デイサービス平間 〇 〇 中原

特別支援学校　ボランティア募集 中原養護学校 〇 〇 中原

手話の好きな人集まれ！ 川崎市ろう者協会 〇 中原

障害者施設での活動のお手伝いをしていただける方募集 白楊園 〇 〇 中原

行事(旅行・お祭り)、陶芸ボランティア募集 中部身体障害者福祉会館作業室こすぎ 〇 〇 中原

手しごと・イベントボランティア 地域活動支援センター夢屋 〇 〇 中原

特例認定NPO法人くるみー来未の事業企画・広報スタッフを募集 くるみ―来未 〇 中原

視覚障害者のためのパソコン及びスマートフォンのサポーター ＫＰＣ 〇 中原

日中活動のボランティア募集 マイWay 〇 〇 高津

日中作業ボランティア、行事参加ボランティア募集 障害者福祉サービス事業所すえなが 〇 〇 高津

行事ボランティア募集 川崎市わーくす高津 〇 高津

障害者デイサービス活動支援ボランティア募集 かじがや障害者デイサービスセンター 〇 〇 高津

障がい児・者の支援ボランティア募集 フルライフスマートケア川崎 〇 〇 高津

行事・作業ボランティア募集 わかたけ作業所 〇 〇 高津

ボランティア募集 作業室あゆみ 〇 〇 高津

　　　　　　　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

区
募集種別

団体名称募集タイトル分野

高齢者

障がい
者・児

単発 長期

兄弟児　保育ボランティア 南部地域療育センター 〇 川崎

元気いっぱいな子どもたちとすごしてみませんか！ ゆめいく日進町保育園 〇 全市

てんとう虫ハウス（子ども食堂）ボランティア募集 てんとう虫ハウス（たじま家庭支援センター） 〇 川崎

保育ボランティア募集 ふくじゅ保育園 〇 〇 幸

運営ボランティア募集 国際子育てひろば「コアラ」 〇 中原

地域子育て支援センターおおと　子育て支援ボランティア募集 地域子育て支援センターおおと 〇 〇 中原

地域子育て支援センターしんまるこ　子育て支援ボランティア募集 地域子育て支援センターしんまるこ 〇 〇 中原

みどりなくらしと一緒に活動してみませんか？ みどりなくらし 〇 〇 中原

地域子育て支援センター 学生ボランティア募集！ 子育て支えあいネットワーク満 〇 高津

保育士の仕事、体験してみませんか ティンクル上野川保育園 〇 宮前

保育ボランティア募集 野川南台保育園 〇 宮前

保育ボランティア募集 三田かしのみ保育園 〇 多摩

保育園での作業ボランティア募集 西しゅくマーノ保育園 〇 多摩

保育園でのボランティア募集 菅保育園 〇 〇 多摩

保育ボランティア募集 第二厚生館愛児園 〇 〇 多摩

赤ちゃんを抱っこする・遊ぶボランティア募集 いなだ助産院（おしゃべりサロン） 〇 多摩

お楽しみ会ボランティア募集 中野島のはら保育園 〇 多摩

絵本修理・花植え・園庭そうじ　ボランティア募集 虹ヶ丘保育園 〇 麻生

「オモチャとしょかん」ボランティア募集 麻生区社会福祉協議会 〇 麻生

子どもが大好きなボランティア募集 ヒルズすえなが 〇 〇 高津

保育補助ボランティア すこやか溝の口保育園 〇 〇 高津

児童の遊び・見守り支援ボランティア募集 ＫＦＪ多摩すかいきっず 〇 〇 多摩

昼食時にお手伝いしてくれる方募集 ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 〇 川崎

☆ボランティアスタッフ募集☆ 特別養護老人ホームゆとりあ 〇 〇 川崎

利用者との話し相手ボランティア、花壇の手入れボランティア 川崎大師バナナ園 〇 〇 川崎

入所者と一緒に楽しんでくださるボランティア募集 特別養護老人ホーム ビオラ川崎 〇 〇 川崎

デイケアでのボランティア募集 馬嶋病院 〇 〇 川崎

デイサービスボランティア 生活リハビリクラブ幸 〇 〇 幸

高齢者施設・デイサービスのボランティア募集 特別養護老人ホーム しゃんぐりら 〇 〇 幸

見守り・傾聴・レクリエーション　ボランティア 介護老人保健施設　千の風・川崎 〇 〇 幸

傾聴ボランティア募集 傾聴ボランティアさいわい 〇 幸

高齢者デイサービスボランティア募集 ホッとスペース中原 〇 〇 中原

お話し相手やお手伝いのボランティア募集 グループホーム中原 〇 〇 中原

ご利用者様のお話し相手等のボランティア こはるびより 〇 〇 中原

1日だけでも見学のみでもオッケーです！！ 特別養護老人ホームひらまの里 〇 〇 中原

レクリエーション(作業)ボランティア募集 介護老人福祉施設すみよし 〇 〇 中原

傾聴ボランティア（お話し相手）の募集 傾聴わた雲 〇 中原

配食活動ボランティア 中原老後を良くする会 〇 中原

レクリエーション補助、居室清掃ボランティア 介護老人福祉施設すえなが 〇 高津

整容・洗濯、レクリエーション補助ボランティア 介護老人福祉施設すえながデイサービスセンター 〇 〇 高津

団体名称

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

幼児・
児童

高齢者
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単発 長期

知的障がいのある方の福祉に興味のあるボランティア募集 あかしあ園 〇 高津

給食配膳ボランティア募集 高津養護学校 〇 高津

行事ボランティア募集 川崎市くさぶえの家 〇 高津

音訳・ＣＤ作成などのボランティア募集 朗読ボランティアグループ　ひいらぎ 〇 高津

スポーツしよう！きみと　あなたと　みんなと　いつもの場所で！ 自主活動グループTow3（ツースリー） 〇 全市、他

収穫ボランティア募集（ブルーベリー・梅・キウイ・ミカン等） 地域活動支援センター 宮前ふれあいの家 〇  宮前

軽作業・利用者見守りボランティア 障害者福祉サービス事業所しらはた 〇  宮前

簡単な勉強を教えてくれる方・手芸の得意な方募集 セルプ宮前こばと 〇 〇  宮前

知的障がい者支援ボランティア募集 厨房じんべい 〇  宮前

外出のお手伝い、特技を披露してくれる方募集 いぬくら 〇 〇  宮前

作業補助など 障害者福祉サービス事業所長尾けやきの里 〇  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 川崎市れいんぼう川崎 〇 〇  宮前

検品作業・傾聴ボランティア ＫＦＪ多摩はなみずき 〇 〇 多摩

利用者の活動のお手伝いをしてくださる方を募集 障害者福祉サービス事業所ＫＦＪ多摩はなもも 〇 〇 多摩

利用者とお話したり作業補助をしてくださる方を募集 なしの実 〇 多摩

利用者と一緒に作業をしてくださるボランティア募集 多摩川あゆ工房 〇 〇 多摩

一緒に楽しく活動に参加できる方、大募集！ 地域活動支援センターいっぽ舎 〇 〇 多摩

布のえほんや布のおもちゃを一緒に作りましょう！ ぐるーぷ・もこもこ 〇 麻生

朗読・音訳ボランティア募集 朗読ボランティアグループ　さんざし 〇 多摩、麻生

失語症のある方のグループのお手伝いスタッフ募集 会話サロン 〇 〇 多摩、麻生

施設ボランティア(散歩、運動、裁縫、さをり織り、ビーズ、押花、等) 障害者支援施設（通所）しんゆり 〇 〇 麻生

知的障害者の付き添い／活動補助／行事・イベントボラ募集 川崎授産学園 〇 〇 麻生

生活のお手伝いをしてくれるボランティア募集中 重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎 〇 〇 麻生

発達障害者の日中活動のボランティア募集 発達障害地域活動支援センターゆりの木 〇 〇 麻生

ほくほく-ひろば(施設開放時)のお手伝い 北部地域療育センター 〇 〇 麻生

日中活動ボランティア募集 地域活動支援センター日だまり工房 〇 〇 麻生

車いすダンス・介護予防ダンスイベントのボランティア募集 全日本車いすダンスネットワーク 〇 全市

脳卒中後遺症者の自主グループです かわさき七和会 〇 〇 川崎、中原、高津、

宮前、多摩、麻生

精神保健福祉ボランティア募集（コミュニケーション活動） 精神保健福祉ボランティアグループねくすと２２ 〇 高津

若年認知症当事者の見守り支援者募集 若年認知症グループどんどん 〇 高津

病院ボランティアを募集！ 病院ボランティア会 ランパス 〇 宮前

うつ病支援ボランティア募集 うつ病支援の会あさお 〇 麻生

電話相談ボランティア募集 川崎いのちの電話 〇 全市

社会教育 多摩市民館青年教室ボランティア募集 多摩市民館 〇 多摩

「まちのニュース映像」「地域PR映像」取材メンバー募集 かわさきキネマサークル 〇 幸

和太鼓公演、出演時の受付、裏方さん募集 和太鼓祭音・平間わんぱく少年団 〇 中原

楽器演奏者、ＰＡ機材操作者を募集 白南ライトミュージッククラブ 〇 〇 幸

乙女文楽公演、乙女文楽教室の受付及び作業ボランティア募集 現代人形劇センター 〇 中原

なかはらミュージカル　ボランティア大募集！ なかはらミュージカル実行委員会 〇 中原

サロンDEコンサート　おやこDEコンサート　ボランティア募集 たかつサロンDEコンサート実行委員会 〇 〇 高津

まちづくり

学術・
文化・
芸術

募集タイトル

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

募集種別
区団体名称

疾病・
医療

障がい
者・児

分野
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単発 長期

学術・文化・芸術 音楽イベントボランティアの募集 音楽のまち・かわさき推進協議会 〇 〇
川崎、高津、

宮前、麻生

里山作業ボランティア 幸区市民健康の森 さいわい加瀬山の会 〇 幸

人にやさしく、地球にやさしく（紙芝居に興味のある方） 環境紙芝居エコ座 〇 幸、中原

とんもり谷戸で楽しく緑のボラ活をしてみませんか？ 飛森谷戸の自然を守る会 〇 宮前

雑木林の手入れをいっしょにしませんか。 野川はあも 〇 〇 宮前

多摩川及びニヶ領用水のクリーンアップ、美化活動に参加されませんか？ 多摩川エコミュージアム 〇 多摩

平和をねがう灯ろう流し 平和をねがう灯ろう流し実行委員会 〇 中原

女性支援ボランティア募集 ウィメンズハウス・花みずき 〇 〇 全市

リサイクルショップで楽しくボランティア ＷＥ21ジャパンたま 〇 多摩

日本語ボランティア募集 日本語クラス「せかいじん」 〇 中原

日本語学習ボランティア募集 国際交流あさお 〇 麻生

外国人の為の日本語学習支援活動 あさお　にほんご　すいようクラス 〇 麻生

日本語ボランティア募集 柿生にほんご どようきょうしつ 〇 麻生

不登校の親御さんのおはなしを聞いてくれる方 不登校を考える親の会　川崎の会 〇 中原

おもちゃ病院（おもちゃ修理）のおもちゃドクター 柿生おもちゃ病院 〇 麻生

調理・片づけボランティア募集 まぶね食堂 〇 〇 麻生

高校生等へワークルールなどを伝える活動をしませんか？ ワークルールと若者支援を結ぶ会 〇 全市、他

こども文化センター　わくわくプラザ　ボランティア かわさき市民活動センター 〇 〇 全市

発送作業ボランティア（隔月１回） かわさき市民活動センター 〇 中原

プロボノワーカー募集 みんなのさいわい 〇 全市

　　　　　　　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

団体名称募集タイトル
募集種別

区

国際
協力・
交流

在日
外国人
支援

ＮＰＯ
支援

人権・
平和

分野

子どもの
健全
育成

環境
保全

単発 長期

知的障がいのある方の福祉に興味のあるボランティア募集 あかしあ園 〇 高津

給食配膳ボランティア募集 高津養護学校 〇 高津

行事ボランティア募集 川崎市くさぶえの家 〇 高津

音訳・ＣＤ作成などのボランティア募集 朗読ボランティアグループ　ひいらぎ 〇 高津

スポーツしよう！きみと　あなたと　みんなと　いつもの場所で！ 自主活動グループTow3（ツースリー） 〇 全市、他

収穫ボランティア募集（ブルーベリー・梅・キウイ・ミカン等） 地域活動支援センター 宮前ふれあいの家 〇  宮前

軽作業・利用者見守りボランティア 障害者福祉サービス事業所しらはた 〇  宮前

簡単な勉強を教えてくれる方・手芸の得意な方募集 セルプ宮前こばと 〇 〇  宮前

知的障がい者支援ボランティア募集 厨房じんべい 〇  宮前

外出のお手伝い、特技を披露してくれる方募集 いぬくら 〇 〇  宮前

作業補助など 障害者福祉サービス事業所長尾けやきの里 〇  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 川崎市れいんぼう川崎 〇 〇  宮前

検品作業・傾聴ボランティア ＫＦＪ多摩はなみずき 〇 〇 多摩

利用者の活動のお手伝いをしてくださる方を募集 障害者福祉サービス事業所ＫＦＪ多摩はなもも 〇 〇 多摩

利用者とお話したり作業補助をしてくださる方を募集 なしの実 〇 多摩

利用者と一緒に作業をしてくださるボランティア募集 多摩川あゆ工房 〇 〇 多摩

一緒に楽しく活動に参加できる方、大募集！ 地域活動支援センターいっぽ舎 〇 〇 多摩

布のえほんや布のおもちゃを一緒に作りましょう！ ぐるーぷ・もこもこ 〇 麻生

朗読・音訳ボランティア募集 朗読ボランティアグループ　さんざし 〇 多摩、麻生

失語症のある方のグループのお手伝いスタッフ募集 会話サロン 〇 〇 多摩、麻生

施設ボランティア(散歩、運動、裁縫、さをり織り、ビーズ、押花、等) 障害者支援施設（通所）しんゆり 〇 〇 麻生

知的障害者の付き添い／活動補助／行事・イベントボラ募集 川崎授産学園 〇 〇 麻生

生活のお手伝いをしてくれるボランティア募集中 重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎 〇 〇 麻生

発達障害者の日中活動のボランティア募集 発達障害地域活動支援センターゆりの木 〇 〇 麻生

ほくほく-ひろば(施設開放時)のお手伝い 北部地域療育センター 〇 〇 麻生

日中活動ボランティア募集 地域活動支援センター日だまり工房 〇 〇 麻生

車いすダンス・介護予防ダンスイベントのボランティア募集 全日本車いすダンスネットワーク 〇 全市

脳卒中後遺症者の自主グループです かわさき七和会 〇 〇 川崎、中原、高津、

宮前、多摩、麻生

精神保健福祉ボランティア募集（コミュニケーション活動） 精神保健福祉ボランティアグループねくすと２２ 〇 高津

若年認知症当事者の見守り支援者募集 若年認知症グループどんどん 〇 高津

病院ボランティアを募集！ 病院ボランティア会 ランパス 〇 宮前

うつ病支援ボランティア募集 うつ病支援の会あさお 〇 麻生

電話相談ボランティア募集 川崎いのちの電話 〇 全市

社会教育 多摩市民館青年教室ボランティア募集 多摩市民館 〇 多摩

「まちのニュース映像」「地域PR映像」取材メンバー募集 かわさきキネマサークル 〇 幸

和太鼓公演、出演時の受付、裏方さん募集 和太鼓祭音・平間わんぱく少年団 〇 中原

楽器演奏者、ＰＡ機材操作者を募集 白南ライトミュージッククラブ 〇 〇 幸

乙女文楽公演、乙女文楽教室の受付及び作業ボランティア募集 現代人形劇センター 〇 中原

なかはらミュージカル　ボランティア大募集！ なかはらミュージカル実行委員会 〇 中原

サロンDEコンサート　おやこDEコンサート　ボランティア募集 たかつサロンDEコンサート実行委員会 〇 〇 高津

まちづくり

学術・
文化・
芸術

募集タイトル

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

募集種別
区団体名称

疾病・
医療

障がい
者・児

分野
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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・地震保障プラン」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
※参加者の実習を伴う行事の場合は、参加
者個人の実習中の損害賠償責任も対象
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◆001 

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

ィアです。子どもと楽しく遊んでください。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】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 15：00～16：30、月～金曜 10：

00～12：00に療育を必要とする親子が来所し、

療育を実施します。その際に兄弟児を預かって

遊び等を行い、親子で療育に参加できるように

します。 

【日時】毎週水曜 15：00～16：30 または毎週

月～金曜 10：00～12：00 の週 1 日でも可 

【場所】川崎市南部地域療育センター 

【交通】JR「川崎」駅からバス「川崎高校」下

車 

【条件など】資格なし。エプロン持参。動きや

すい服装で。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市南部地域療育センター 

【所在地】川崎区中島 3-3-1 

【電話】044-211-3181 

【ＦＡＸ】044-230-1945 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆002 

元気いっぱいな子どもたちとすごして

みませんか！ 
 元気いっぱい楽しいことが大好きな子どもた

ちと遊んだり、絵本を読んだり、着替えを手伝

ったり、時にはケンカの仲裁をしたり、皆さん

の温かいまなざしと優しい手を差し伸べ、幼い

子どもたちとすごしてみませんか？ 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】全市 

【募集人数】2～3 名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】保育補助。環境整備（保育準備の作業、

掃除など）。 

【日時】月～金曜 9：00～16：00 

【場所】ゆめいく日進町保育園 

【交通】京急線「八丁畷」駅徒歩 3 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】オリエンテーションあり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ゆめいく日進町保育園 

【担当】関田美穂 

【所在地】川崎区日進町 20-3 

【電話】044-221-7035 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児・児童 

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・地震保障プラン」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
※参加者の実習を伴う行事の場合は、参加
者個人の実習中の損害賠償責任も対象
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◆003 

てんとう虫ハウス（子ども食堂）ボラン

ティア募集 
 てんとう虫ハウスは、共同食堂になり未就学

～小中学生の子どもが、60 名弱参加され、大人

も 15 名参加され、にぎやかな子ども食堂にな

っています。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】川崎区 

【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】子ども食堂での調理活動。子どもの見

守りと一緒に遊ぶ等。 

【日時】毎月第 3 水曜 15：30～18：30 

【場所】かわさき障害者福祉施設たじま（川崎

区田島町 20-10） 

【交通】JR「川崎」駅からバス「鋼管通 2 丁目」

下車徒歩 8 分 

【条件など】エプロン、三角巾持参。動きやす

い服装で。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】てんとう虫ハウス（たじま家庭支援

センター） 

【担当】江良、島津、森田 

【電話】044-276-9689 

【ＦＡＸ】044-276-9619 

【メール】tajimakatei@ba.wakwak.com 

【受付時間】平日 9：00～17：00 

 

 

 

◆004 

保育ボランティア募集 
 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。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】乳幼児の保育補助としてオムツ替えや 

 

散歩の付き添い、保育園内の環境整備、清掃等。 

【日時】平日 9：00～16：00（一般の方は応相

談） 

【場所】ふくじゅ保育園 

【交通】南武線「鹿島田」駅徒歩 5 分 

【条件など】エプロン、三角巾、箸、コップ、水

筒、上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】事前にオリエンテーション実施 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ふくじゅ保育園 

【所在地】幸区鹿島田 1-21-8 

【電話】044-201-8080 

【受付時間】平日 9：00～17：00 

 

 

 

◆005 

運営ボランティア募集 
 50 歳までの方でパソコンのできる方 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア長期平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】1 名 

【対象】一般 

【内容】0～3 歳までの子育てをしている日本人

と外国人が来ますので、10 時までに受入準備を

します。またイベントで着物の着付があり、ゆ

かたを着せられる方を募っています。パソコン

操作ができる方も大募集。 

【日時】毎月 2 回木曜 

【場所】福祉パルなかはら（中原区今井上町 1-

34） 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 8 分 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】国際子育てひろば「コアラ」 

【担当】米澤悦子 

【メール】 

【ＵＲＬ】https://ikuji-koala.blogspot.com/ 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 
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◆006 

地域子育て支援センターおおと 子育

て支援ボランティア募集 
 赤ちゃん～未就学児とお母さんが来所します。

絵本を読んだり来所親子とお話をして子育ての

お手伝いをしてみませんか？ お気軽にお問い

合わせください。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】中原区 【募集人数】不問 

【対象】小学生（保護者同伴不要）、中学生、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。利用者との交流。

室内・おもちゃの清掃。 

【日時】月・火・木曜 9：30～13：00 

【場所】大戸こども文化センター内（中原区上

小田中 2-24-1） 

【交通】南武線「武蔵新城」「武蔵中原」駅徒歩

10 分 

【条件など】小学 5 年生以上。未経験者歓迎。

動きやすい服装で。エプロン持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】地域子育て支援センターおおと 

【電話】070-5454-1415 

【ＵＲＬ】http://kosodateooto.blog.fc2.com/ 

【受付時間】月・火・木 9：30～12：30 

 

 

 

◆007 

地域子育て支援センターしんまるこ 

子育て支援ボランティア募集 
 赤ちゃん～未就学児とお母さんが来所します。

絵本を読んだり来所親子とお話をして子育ての

お手伝いをしてみませんか？ お気軽にお問合

せください。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】中原区 【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】絵本の読み聞かせ。利用者との交流。

室内・おもちゃの清掃。 

【日時】月・水・金曜 9：30～13：00 

 

【場所】新丸子こども文化センター（中原区新

丸子町 691-7） 

【交通】東横線「新丸子」駅徒歩５分 

【条件など】小学 5 年生以上。未経験者歓迎。

動きやすい服装で。エプロン持参。 

【申込】随時 【申込方法】電話、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】地域子育て支援センターしんまるこ 

【電話】070-3343-9880 

【メール】kosodate.shinmaruko@gmail.com 

【ＵＲＬ】http://kosodateshinmaruko.blog.fc2. 

com/ 

【受付時間】平日 9：30～17：00 

 
 

 

◆008 

みどりなくらしと一緒に活動してみま

せんか？ 
 みんなで一緒に楽しく、川崎の子育て世代の

方に心豊かなくらしを提案しましょう。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日、土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】農作業や自然観察会など、親子対象の

野外活動の見守り、運営補助。調理企画や食の

提供の際、調理の手伝い。親子広場での見守り。

使用するものの作成。材料の運搬。会計に関わ

ること。 

【日時】親子広場は水曜午前。その他イベント

は土日。 

【場所】NAYA enjoyspace（中原区）、トカイナ

カヴィレッジ（多摩区）など 

【交通】NAYA：南武線「武蔵新城」駅徒歩 5 分、

トカイナカ：南武線「武蔵溝ノ口」駅からバス

15 分 

【条件など】子どもが好きな方。当日持ち物は

その企画によって。 

【申込方法】メール 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人みどりなくらし 

【メール】midorinakurashi@gmail.com 

【ＵＲＬ】http://midorinakurashi.jimdo.com/ 

 

 

 

◆003 

てんとう虫ハウス（子ども食堂）ボラン

ティア募集 
 てんとう虫ハウスは、共同食堂になり未就学

～小中学生の子どもが、60 名弱参加され、大人

も 15 名参加され、にぎやかな子ども食堂にな

っています。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】川崎区 

【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】子ども食堂での調理活動。子どもの見

守りと一緒に遊ぶ等。 

【日時】毎月第 3 水曜 15：30～18：30 

【場所】かわさき障害者福祉施設たじま（川崎

区田島町 20-10） 

【交通】JR「川崎」駅からバス「鋼管通 2 丁目」

下車徒歩 8 分 

【条件など】エプロン、三角巾持参。動きやす

い服装で。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】てんとう虫ハウス（たじま家庭支援

センター） 

【担当】江良、島津、森田 

【電話】044-276-9689 

【ＦＡＸ】044-276-9619 

【メール】tajimakatei@ba.wakwak.com 

【受付時間】平日 9：00～17：00 

 

 

 

◆004 

保育ボランティア募集 
 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。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】乳幼児の保育補助としてオムツ替えや 

 

散歩の付き添い、保育園内の環境整備、清掃等。 

【日時】平日 9：00～16：00（一般の方は応相

談） 

【場所】ふくじゅ保育園 

【交通】南武線「鹿島田」駅徒歩 5 分 

【条件など】エプロン、三角巾、箸、コップ、水

筒、上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】事前にオリエンテーション実施 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ふくじゅ保育園 

【所在地】幸区鹿島田 1-21-8 

【電話】044-201-8080 

【受付時間】平日 9：00～17：00 

 

 

 

◆005 

運営ボランティア募集 
 50 歳までの方でパソコンのできる方 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア長期平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】1 名 

【対象】一般 

【内容】0～3 歳までの子育てをしている日本人

と外国人が来ますので、10 時までに受入準備を

します。またイベントで着物の着付があり、ゆ

かたを着せられる方を募っています。パソコン

操作ができる方も大募集。 

【日時】毎月 2 回木曜 

【場所】福祉パルなかはら（中原区今井上町 1-

34） 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 8 分 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】国際子育てひろば「コアラ」 

【担当】米澤悦子 

【メール】 

【ＵＲＬ】https://ikuji-koala.blogspot.com/ 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 
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◆009 

地域子育て支援センター学生ボランテ

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。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土

日祝日 

【主な地域】高津区 

【募集人数】不問 

【対象】専門学校・短期大学・大学生 

【内容】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】（1）地域子育て支援センターかみさく

のべ…長期休暇中の火・木・金（9：30～13：00）

2 日間、（2）地域子育て支援センターすえなが

…長期休暇中の火・木・金（9：30～13：00）2

日間、（3）地域子育て支援センターしぼくち…

長期休暇中の火・水・木（9：30～13：00）2 日

間、（4）地域子育て支援センターひがしたかつ

…長期休暇中の火・水・金（9：30～13：00）2

日間、（5）地域子育て支援センターみやうち…

長期休暇中の水・木・金（9：30～13：00）2 日

間 

【場所】（1）地域子育て支援センターかみさく

のべ（高津区上作延 1142-4 上作延こども文化

センター内）、（2）地域子育て支援センターすえ

なが（高津区末長 3-25-8 末長こども文化セン

ター内）、（3）地域子育て支援センターしぼくち

（高津区子母口 983子母口こども文化センター

内）、（4）地域子育て支援センターひがしたかつ

（高津区下野毛 1-3-2 東高津こども文化セン

ター内）、（5）地域子育て支援センターみやうち

（中原区宮内 3-4-3 宮内こども文化センター

内） 

【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。 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人子育て支えあいネットワー

ク満 

【担当】河村麻莉子 

【メール】kosodate@man-kawasaki.org 

【ＵＲＬ】https://www.man-kawasaki.org/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 

 

 

 

◆010 

保育士の仕事、体験してみませんか 
【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】宮前区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】こどもと散歩など。園内の掃除。 

【日時】平日 9：00～17：00 

【場所】ティンクル上野川保育園 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅からバス「上

野川」下車徒歩 1 分 

【条件など】動きやすい服装で。エプロン 2 枚、

三角巾持参。給食費 300 円自己負担。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ティンクル上野川保育園 

【所在地】宮前区西野川 2-37-13 

【電話】044-752-2868 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 
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◆011 

保育ボランティア募集 
 元気いっぱいのこどもたちの保育のお手伝い

をしてみませんか？ 日数・時間お気軽にご相

談ください。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期／平日 

【主な地域】宮前区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、 

高校生 

【内容】保育のお手伝い（こどもと遊ぶ、着替

え等の手伝いなど）。保育の準備や環境整備のお

手伝い。 

【日時】月～金曜 9：00～17：00 

【場所】野川南台保育園 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅からバス「山崎」

下車徒歩 10 分 

【条件など】健康で人と関わることが好きな方。

上履き、エプロン、三角巾持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】野川南台保育園 

【担当】長田 

【所在地】宮前区野川 2252-6 

【電話】044-740-1833 

【受付時間】平日 9：00～17：00 

 

 

 

◆012 

保育ボランティア募集 
 生後 5 ヶ月～就学前の子ども達と遊んだり、

身の回りのお世話をしたり、保育上のお手伝い

をしていただきます。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期／平日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】子どもと遊ぶ、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】随時調整（平日） 

【場所】三田かしのみ保育園 

【交通】小田急線「生田」駅から徒歩 5 分 

【条件など】資格不問。上履き、エプロン、三

角巾（バンダナ等）持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】三田かしのみ保育園 

【担当】唐澤幸貴 

【所在地】多摩区三田 1-18-3 

【電話】044-932-2111 

【ＵＲＬ】http://www.mitakashinomi.jp/ 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 

 

 

 

◆013 

保育園での作業ボランティア募集 
 お気軽にお問い合わせください。１日だけの

参加もＯＫです。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期／平日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】保育士補助（子どもの着替え、一緒に

遊ぶ、絵本読み）。園内や園庭の清掃など。 

【日時】平日 9：30～16：30 の間 

【場所】西しゅくマーノ保育園 

【交通】小田急線「向ケ丘遊園」駅または「登

戸」駅徒歩 6～7 分 

【条件など】着替え（動きやすい服装） 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】西しゅくマーノ保育園 

【担当】八巻利恵子 

【所在地】多摩区宿河原 2-19-6 

【電話】044-933-1152 

【メール】ma-no2541@bc.wakwak.com 

【ＵＲＬ】https://meishinkai.jp/nishishukumano/ 

【受付時間】月～金 10：00～16：00 

 

 

◆009 

地域子育て支援センター学生ボランテ

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。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土

日祝日 

【主な地域】高津区 

【募集人数】不問 

【対象】専門学校・短期大学・大学生 

【内容】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】（1）地域子育て支援センターかみさく

のべ…長期休暇中の火・木・金（9：30～13：00）

2 日間、（2）地域子育て支援センターすえなが

…長期休暇中の火・木・金（9：30～13：00）2

日間、（3）地域子育て支援センターしぼくち…

長期休暇中の火・水・木（9：30～13：00）2 日

間、（4）地域子育て支援センターひがしたかつ

…長期休暇中の火・水・金（9：30～13：00）2

日間、（5）地域子育て支援センターみやうち…

長期休暇中の水・木・金（9：30～13：00）2 日

間 

【場所】（1）地域子育て支援センターかみさく

のべ（高津区上作延 1142-4 上作延こども文化

センター内）、（2）地域子育て支援センターすえ

なが（高津区末長 3-25-8 末長こども文化セン

ター内）、（3）地域子育て支援センターしぼくち

（高津区子母口 983子母口こども文化センター

内）、（4）地域子育て支援センターひがしたかつ

（高津区下野毛 1-3-2 東高津こども文化セン

ター内）、（5）地域子育て支援センターみやうち

（中原区宮内 3-4-3 宮内こども文化センター

内） 

【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。 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人子育て支えあいネットワー

ク満 

【担当】河村麻莉子 

【メール】kosodate@man-kawasaki.org 

【ＵＲＬ】https://www.man-kawasaki.org/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 

 

 

 

◆010 

保育士の仕事、体験してみませんか 
【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】宮前区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】こどもと散歩など。園内の掃除。 

【日時】平日 9：00～17：00 

【場所】ティンクル上野川保育園 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅からバス「上

野川」下車徒歩 1 分 

【条件など】動きやすい服装で。エプロン 2 枚、

三角巾持参。給食費 300 円自己負担。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ティンクル上野川保育園 

【所在地】宮前区西野川 2-37-13 

【電話】044-752-2868 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 
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◆014 

保育園でのボランティア募集 
 保育園の仕事に興味のある方、保育士を目指

している方大歓迎です。お気軽にお問い合わせ

下さい。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、 

長期／平日 

【主な地域】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】絵本の読み聞かせ。園庭・遊具の整備

（ペンキ塗りなど）。花壇の整備と手入れ。縫い

物。 

【日時】月～金曜 9：30～11：30 の中で 1～2

時間程度 

【場所】川崎市菅保育園 

【交通】南武線「稲田堤」駅徒歩 4 分 

【条件など】動きやすい服装と靴。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】菅保育園 

【所在地】多摩区菅 1-5-24 

【電話】044-945-5109 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 

 

 

 

◆015 

保育ボランティア募集 
 保育園の仕事に興味がある方、保育士を志し

ている方大歓迎です。かわいい子どもたちと触

れ合いませんか？ 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】専門学校・短期大学・大学生、高校生、

中学生 

【内容】子どもたちに絵本を読んだり、一緒に

遊びながら子どもたちと触れ合ってくださるボ

ランティアを募集しています。園内の掃除や簡

単な作業（絵本の直しや紙を切る作業など）の

お手伝いをお願いすることもあります。 

【日時】個別に相談  

※基本は平日 9：00～17：00（休憩 1 時間） 

【場所】第二厚生館愛児園 

【交通】小田急線「読売ランド前」駅徒歩７分 

【条件など】ボランティア前に、事前オリエン

テーションを必ず行わせていただきます。昼食

をはさむ場合は給食費 300円自己負担いただき

ます。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】第二厚生館愛児園 

【担当】谷岡将行 

【所在地】多摩区寺尾台 1-1-19 

【電話】044-955-2933 

 

 

 

◆016 

赤ちゃんを抱っこする・遊ぶボランティ

ア募集 
 生後 2 週間～2 歳児くらいまでの赤ちゃんの

ママが母乳ケアを受けている時のボランティア

です。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】生後 2 週間から 2 歳児くらいまでの児

を持つママが、母乳ケアを受けている時に、赤

ちゃんを抱っこしたり、一緒に遊んだりする。

各回 1 名いればＯＫです。 

【日時】原則第 2・4 木曜 10：00～12：00 

【場所】いなだ助産院（おしゃべりサロン） 

【交通】南武線「稲田堤」駅徒歩 6 分 

【条件など】エプロン持参。 

【申込】随時【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】いなだ助産院（おしゃべりサロン） 

【担当】岩田美也子 

【所在地】多摩区菅稲田堤 3-4-1 

【電話】044-945-5560 

【ＦＡＸ】044-949-1103 

【メール】info@inada-j.com 

【ＵＲＬ】http://www.inada-j.com 

【受付時間】9：00～17：00  
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◆017 

お楽しみ会ボランティア募集 
 サークルや趣味（子ども向けの劇や楽器演奏

等の表現）で日頃の活動を子どもたちにお楽し

み会の中でご披露してください。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期／平日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】30 分程度の時間内で、子ども向け（保

育園児）に楽しい時間を提供してください。演

目内容はご相談に乗ります。できましたら全園

児（0～5 才）向けのものが好ましいです。 

【日時】日程等は未定（2019 年は 10 月に開催）。

時間は 10：00～10：30。 

【場所】中野島のはら保育園 

【交通】小田急線「登戸」または南武線「中野

島」駅徒歩 20 分 

【条件など】平日行っていただける方歓迎しま

す。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】オリエンテーションあり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】中野島のはら保育園 

【担当】住𠮷𠮷久枝 

【所在地】多摩区中野島 4-4-15 

【電話】044-455-5510 

【ＦＡＸ】044-455-5535 

【メール】nakanoshimanohara@daijikai.com 

【受付時間】月～金 8：30～17：00（電話） 

 

 

 

◆018 

絵本修理・花植え・園庭そうじ ボラン

ティア募集 
 お気軽にお問合せください。1 回だけの参加

も OK です。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】破損した絵本の修理。花壇の手入れ。

落ち葉掃き。 

【日時】毎月第 2 月曜 9：30～10：30 

【場所】虹ヶ丘保育園 

【交通】田園都市線「たまプラーザ」「あざみ野」

駅からバス「虹ヶ丘営業所」下車徒歩 5 分 

【条件など】水分補給できるもの。 

【申込】随時 

【申込方法】直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】虹ヶ丘保育園 

【担当】芦沢史絵 

【所在地】麻生区虹ヶ丘 2-2-20 

【電話】044-987-1771 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆019 

「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ともに育ち合う

場として、ボランティアによる実施委員会が運

営しています。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】オモチャの準備。じゅうたんなどの会

場設営及び片付け。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 10：30～12：30、13：

30～16：00 

【場所】麻生区役所柿生分庁舎ホール 

【交通】小田急線「柿生」駅徒歩 5 分 

【条件など】上履き、エプロン持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市麻生区社会福祉協議会 

【担当】常盤 

【電話】044-952-5500 

【ＵＲＬ】http://www.kawasaki-shakyo.jp/ 

asao/ 

【受付時間】月～土 8：30～17：00 

 

◆014 

保育園でのボランティア募集 
 保育園の仕事に興味のある方、保育士を目指

している方大歓迎です。お気軽にお問い合わせ

下さい。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、 

長期／平日 

【主な地域】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】絵本の読み聞かせ。園庭・遊具の整備

（ペンキ塗りなど）。花壇の整備と手入れ。縫い

物。 

【日時】月～金曜 9：30～11：30 の中で 1～2

時間程度 

【場所】川崎市菅保育園 

【交通】南武線「稲田堤」駅徒歩 4 分 

【条件など】動きやすい服装と靴。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】菅保育園 

【所在地】多摩区菅 1-5-24 

【電話】044-945-5109 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 

 

 

 

◆015 

保育ボランティア募集 
 保育園の仕事に興味がある方、保育士を志し

ている方大歓迎です。かわいい子どもたちと触

れ合いませんか？ 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】専門学校・短期大学・大学生、高校生、

中学生 

【内容】子どもたちに絵本を読んだり、一緒に

遊びながら子どもたちと触れ合ってくださるボ

ランティアを募集しています。園内の掃除や簡

単な作業（絵本の直しや紙を切る作業など）の

お手伝いをお願いすることもあります。 

【日時】個別に相談  

※基本は平日 9：00～17：00（休憩 1 時間） 

【場所】第二厚生館愛児園 

【交通】小田急線「読売ランド前」駅徒歩７分 

【条件など】ボランティア前に、事前オリエン

テーションを必ず行わせていただきます。昼食

をはさむ場合は給食費 300円自己負担いただき

ます。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】第二厚生館愛児園 

【担当】谷岡将行 

【所在地】多摩区寺尾台 1-1-19 

【電話】044-955-2933 

 

 

 

◆016 

赤ちゃんを抱っこする・遊ぶボランティ

ア募集 
 生後 2 週間～2 歳児くらいまでの赤ちゃんの

ママが母乳ケアを受けている時のボランティア

です。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】生後 2 週間から 2 歳児くらいまでの児

を持つママが、母乳ケアを受けている時に、赤

ちゃんを抱っこしたり、一緒に遊んだりする。

各回 1 名いればＯＫです。 

【日時】原則第 2・4 木曜 10：00～12：00 

【場所】いなだ助産院（おしゃべりサロン） 

【交通】南武線「稲田堤」駅徒歩 6 分 

【条件など】エプロン持参。 

【申込】随時【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】いなだ助産院（おしゃべりサロン） 

【担当】岩田美也子 

【所在地】多摩区菅稲田堤 3-4-1 

【電話】044-945-5560 

【ＦＡＸ】044-949-1103 

【メール】info@inada-j.com 

【ＵＲＬ】http://www.inada-j.com 

【受付時間】9：00～17：00  
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◆020 

子どもが大好きなボランティア募集 
 小学生を対象とした学習ボランティアや遊

び・行事のお手伝いをしてくださる方を募って

ます。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】高津区 【募集人数】数名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】小学生を対象とした学習ボランティア

や遊びのお手伝い。施設のイベント時のお手伝

い。（主に週末） 

【日時】要相談 

【場所】問い合わせの際に詳細をお伝えします。 

【交通】田園都市線「梶が谷」「溝の口」南武線

「武蔵溝ノ口」駅徒歩 10 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ヒルズすえなが 

【担当】当山 

【電話】070-2653-0046 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 

 

 

 

◆021 

保育補助ボランティア 
 保育園で過ごしている子どもたちと一緒に活

動をしてくれる方を求めています。子どもたち

は毎日楽しいことを探して、そして笑っていま

す。大人になると忘れてしまう発見がたくさん

ありますよ。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】高津区 【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】子どもたちの遊び相手。食事・トイレ・

着替え等の手伝い。掃除。 

【日時】月～金曜 8：00～19：00 

【場所】すこやか溝の口保育園 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 8 分 

【条件など】動きやすい服装（T シャツ、ジャー

ジ、エプロン）。外活動用の運動靴持参。昼食は

子どもたちと同じ給食です。 

【申込】随時 【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】すこやか溝の口保育園 

【担当】奥村もと子 

【所在地】高津区溝口 2-31-1 

【電話】044-543-3120 

【ＦＡＸ】044-543-3121 

【メール】enchou-s-mizuno@shoei-fukushikai.jp 

【ＵＲＬ】www.shoei-fukushikai.jp 

【受付時間】月～金 8：30～11：00 

 

 

 

◆022 

児童の遊び・見守り支援ボランティア募

集 
 毎日たくさんの子どもたちをお預かりしたり、

遊び場として提供しています。私たちと一緒に

子どもたちの成長を見守りませんか？ お気軽

にお問い合わせください。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】（1）わくわくプラザ（放課後児童クラ

ブ）やすかいきっず（児童館）にて、放課後の

小学生の遊びの支援、見守り。（2）季節ごとの

行事のお手伝い（小学生向け行事）。 

【日時】月～金曜 15：00～18：00 

【場所】わくわくプラザまたはすかいきっず 

【交通】小田急線「登戸」駅または「向ケ丘遊

園」駅徒歩 10 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大歓迎！ 

【締切】参加日の一週間前 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ＫＦＪ多摩すかいきっず（児童館） 

【担当】茂手木、大島 

【所在地】多摩区登戸 2249-1 ＫＦＪ多摩 4

階 

【電話】044-934-0801 

【受付時間】月～金 11：00～18：00 
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◆023 

昼食時にお手伝いしていただける方募

集 
 当苑は多種多様なボランティアを募集してい

ます。興味のある方ご連絡お待ちしています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】川崎区 

【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）趣味や特技を活かした一芸ボラン

ティア （2）利用者と一緒に買い物や散歩の付

き添い （3）昼食時の配膳やお茶出し、見守り

など。 

【日時】月～金曜 10：00～15：30 

【場所】ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 

【交通】JR「川崎」駅からバス「臨港警察署前」

下車徒歩 3 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 

【担当】呉山 

【所在地】川崎区池上新町 3-1-8 

【電話】044-288-5401 

【ＵＲＬ】https://kawasakiseifu.or.jp/ 

【受付時間】月～金（祝日は除く） 

 

 

 

◆024 

☆ボランティアスタッフ募集☆ 
 空いた時間を有効活用！ ご自分に合ったボ

ランティアの形をお好きな時に行えます！ 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ、実

働スタッフ／単発・短期、長期／平日、土日祝

日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】傾聴（お年寄りの話し相手）、レクリエ 

ーション補助、お茶くみ、洗い物、清掃などの 

軽作業。※決まった作業を行うのではなく、ご

自分に合ったボランティア内容をお選びいただ

きます。 

【日時】9：00～18：00 の間で 2～8 時間（週

１回～）。曜日不問。 

【場所】特別養護老人ホームゆとりあ 

【交通】京急大師線「産業道路」駅徒歩 7 分 

【条件など】上履き、エプロン持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームゆとりあ 

【担当】掛水雄貴 

【所在地】川崎区殿町 1-11-10 

【電話】044-277-1165 

【ＦＡＸ】044-277-1164 

【メール】yuuki_kakemizu@yutoria.jp 

【ＵＲＬ】http://yutoria.jp 

【受付時間】平日 9：00～18：00 

 

 

 

◆025 

利用者との話し相手ボランティア、花壇

の手入れボランティア 
 1 日だけでも、短時間の参加も OK です。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 【対象】一般 

【内容】通年で花壇の整備と手入れ。利用者と

のお話し。 

【日時】10：00～16：00 の間で１時間程度 

【場所】グループホーム川崎大師バナナ園 

【交通】JR「川崎」駅からバス「四谷上町」下

車徒歩 5 分 

【条件など】上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎大師バナナ園 

【担当】荻原恵子 

【所在地】川崎区四谷上町 16-7 

【電話】044-280-2386 

【ＵＲＬ】http://bananaen.com/ 

高齢者 

◆020 

子どもが大好きなボランティア募集 
 小学生を対象とした学習ボランティアや遊

び・行事のお手伝いをしてくださる方を募って

ます。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】高津区 【募集人数】数名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】小学生を対象とした学習ボランティア

や遊びのお手伝い。施設のイベント時のお手伝

い。（主に週末） 

【日時】要相談 

【場所】問い合わせの際に詳細をお伝えします。 

【交通】田園都市線「梶が谷」「溝の口」南武線

「武蔵溝ノ口」駅徒歩 10 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ヒルズすえなが 

【担当】当山 

【電話】070-2653-0046 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 

 

 

 

◆021 

保育補助ボランティア 
 保育園で過ごしている子どもたちと一緒に活

動をしてくれる方を求めています。子どもたち

は毎日楽しいことを探して、そして笑っていま

す。大人になると忘れてしまう発見がたくさん

ありますよ。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】高津区 【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】子どもたちの遊び相手。食事・トイレ・

着替え等の手伝い。掃除。 

【日時】月～金曜 8：00～19：00 

【場所】すこやか溝の口保育園 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 8 分 

【条件など】動きやすい服装（T シャツ、ジャー

ジ、エプロン）。外活動用の運動靴持参。昼食は

子どもたちと同じ給食です。 

【申込】随時 【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】すこやか溝の口保育園 

【担当】奥村もと子 

【所在地】高津区溝口 2-31-1 

【電話】044-543-3120 

【ＦＡＸ】044-543-3121 

【メール】enchou-s-mizuno@shoei-fukushikai.jp 

【ＵＲＬ】www.shoei-fukushikai.jp 

【受付時間】月～金 8：30～11：00 

 

 

 

◆022 

児童の遊び・見守り支援ボランティア募

集 
 毎日たくさんの子どもたちをお預かりしたり、

遊び場として提供しています。私たちと一緒に

子どもたちの成長を見守りませんか？ お気軽

にお問い合わせください。 

【主な分野】幼児・児童 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】（1）わくわくプラザ（放課後児童クラ

ブ）やすかいきっず（児童館）にて、放課後の

小学生の遊びの支援、見守り。（2）季節ごとの

行事のお手伝い（小学生向け行事）。 

【日時】月～金曜 15：00～18：00 

【場所】わくわくプラザまたはすかいきっず 

【交通】小田急線「登戸」駅または「向ケ丘遊

園」駅徒歩 10 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大歓迎！ 

【締切】参加日の一週間前 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ＫＦＪ多摩すかいきっず（児童館） 

【担当】茂手木、大島 

【所在地】多摩区登戸 2249-1 ＫＦＪ多摩 4

階 

【電話】044-934-0801 

【受付時間】月～金 11：00～18：00 
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◆026 

入所者と一緒に楽しんでくださるボラ

ンティア募集 
 毎年、たくさんの地域の方々に来ていただき

元気をもらっています。少しの時間でも大丈夫

です。見学していただき、相談させてください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）習字・絵・料理（指導して楽しく

実践）。（2）将棋・オセロ・麻雀（対戦相手）。

（3）歌（一緒に歌ったり、演奏会など）。（4）

その他（読み聞かせほか）。 

【日時】月～金曜 14：00～16：00（その他の時

間でも相談可） 

【場所】特別養護老人ホームビオラ川崎 

【交通】南武線「小田栄駅」徒歩 5 分 または JR

「川崎」駅からバス「渡田小学校前」下車徒歩

5 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームビオラ川崎 

【所在地】川崎区小田栄 2-1-7 

【電話】044-333-0001 

【受付時間】平日 9：00～18：00 

 

 

 

◆027 

デイケアでのボランティア募集 
 リハビリのために通所してくる利用者と楽し

く過ごしてくださる方を募集しています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】利用者のお話し相手（韓国語、中国語

が話せるとなおよいです）。手作業等の補助。囲

碁・将棋のお相手。演芸・演劇・趣味特技の披

露、夏祭り等のイベントのお手伝い。 

【日時】月～土曜（祝日含）9：00～12：00、

13：00～16：00 のうち応相談 

【場所】馬嶋病院 4 階デイケアフロア、リハビ

リ室等 

【交通】京浜急行線「八丁畷」駅徒歩 3 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】馬嶋病院 

【担当】宇佐見 

【所在地】川崎区日進町 24-15 

【電話】044-244-5611 

【ＦＡＸ】044-244-6038 

【受付時間】月～土（祝日含）9：00～17：00 

 

 

 

◆028 

デイサービスボランティア 
 利用者の方と楽しい時間を過ごしましょう。

お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土祝日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】（1）デイサービスのお手伝い全般（利

用者の話し相手、アクティビティ、小物作りの

お手伝い、配膳、お茶出し等）。（2）歌、ダンス、

楽器演奏などのパフォーマンス披露。 

【日時】月～土曜 10：00～17：00 の 1～2 時

間 

【場所】生活リハビリクラブ幸 

【交通】JR「川崎」駅徒歩 10 分 

【条件など】高齢者の方々に敬意をもって接す

ることのできる方。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】生活リハビリクラブ幸 

【所在地】幸区南幸町 2-4-2 ビクセル川崎 101 

【電話】044-556-1122 

【メール】r-saiwai@bz03.plala.or.jp 

【ＵＲＬ】https://kanagawa.seikatsuclub.coop/ 

service/rehabilitation/index.html 

【受付時間】月～土 10：00～18：00 
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◆029 

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ＯＫです。「ボランティアってど

んなこと？」という方も、まずはお気軽にお問

い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日、土日祝日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】（1）施設内入居者対象の「喫茶店」準

備から片付け。（2）植木や草花のお手入れ、利

用者の話し相手、お茶出し、プログラム（作品

作り）のお手伝い、囲碁・将棋・オセロの相手。 

【日時】（1）第 3 金曜 13：30～16：30 （2）

10：00～15：00（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】南武線「鹿島田」「矢向」駅、横須賀線

「新川崎」駅徒歩 10 分 

【条件など】未経験者歓迎。動きやすい服装。

上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり（初回オリエンテーション実

施） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームしゃんぐりら 

【担当】田嶋、根本 

【所在地】幸区東小倉 6-1 

【電話】044-520-3860 

【メール】s-guri@gf.netyou.jp 

【ＵＲＬ】http://www.boshi-ikuseikai.jp/ 

【受付時間】月～土 10：00～16：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆030 

見守り・傾聴・レクリエーションボラン

ティア 
 介護経験の有無にかかわらず、利用者の安全・

安心のために、お手伝いいただける方お待ちし

ています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日、土日祝日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】お話し好きな方のお相手。気分転換の

散歩付き添い。レクリエーション補助（体操・

歌唱・ゲーム・創作活動など）。見守り（傾聴）。

食事時間前後の補助（準備・片付け・掃除など）。 

【日時】基本的にはご都合の良い時間で結構で

す。食事時間前後の見守り…《朝食》7：30～8：

30、《昼食》11：30～12：30、《夕食》17：30

～18：30。レクリエーション、話し相手など… 

主に日中 10：00～17：00。その他の時間帯応

相談。 

【場所】介護老人保健施設 千の風・川崎 

【交通】JR「川崎」駅からバス「小向」下車徒

歩 1 分 

【条件など】資格不問。動きやすい服装で。上

履き、時間帯によっては食事持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】介護老人保健施設 千の風・川崎 

【担当】田中敬二 

【所在地】幸区小向町 15-25 

【電話】044-520-1033 

【ＵＲＬ】http://www.kenjin.or.jp/sennokaze/ 

kawasaki/ 

【受付時間】平日 10：00～17：00 

 

 

◆026 

入所者と一緒に楽しんでくださるボラ

ンティア募集 
 毎年、たくさんの地域の方々に来ていただき

元気をもらっています。少しの時間でも大丈夫

です。見学していただき、相談させてください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）習字・絵・料理（指導して楽しく

実践）。（2）将棋・オセロ・麻雀（対戦相手）。

（3）歌（一緒に歌ったり、演奏会など）。（4）

その他（読み聞かせほか）。 

【日時】月～金曜 14：00～16：00（その他の時

間でも相談可） 

【場所】特別養護老人ホームビオラ川崎 

【交通】南武線「小田栄駅」徒歩 5 分 または JR

「川崎」駅からバス「渡田小学校前」下車徒歩

5 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームビオラ川崎 

【所在地】川崎区小田栄 2-1-7 

【電話】044-333-0001 

【受付時間】平日 9：00～18：00 

 

 

 

◆027 

デイケアでのボランティア募集 
 リハビリのために通所してくる利用者と楽し

く過ごしてくださる方を募集しています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】利用者のお話し相手（韓国語、中国語

が話せるとなおよいです）。手作業等の補助。囲

碁・将棋のお相手。演芸・演劇・趣味特技の披

露、夏祭り等のイベントのお手伝い。 

【日時】月～土曜（祝日含）9：00～12：00、

13：00～16：00 のうち応相談 

【場所】馬嶋病院 4 階デイケアフロア、リハビ

リ室等 

【交通】京浜急行線「八丁畷」駅徒歩 3 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】馬嶋病院 

【担当】宇佐見 

【所在地】川崎区日進町 24-15 

【電話】044-244-5611 

【ＦＡＸ】044-244-6038 

【受付時間】月～土（祝日含）9：00～17：00 

 

 

 

◆028 

デイサービスボランティア 
 利用者の方と楽しい時間を過ごしましょう。

お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土祝日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】（1）デイサービスのお手伝い全般（利

用者の話し相手、アクティビティ、小物作りの

お手伝い、配膳、お茶出し等）。（2）歌、ダンス、

楽器演奏などのパフォーマンス披露。 

【日時】月～土曜 10：00～17：00 の 1～2 時

間 

【場所】生活リハビリクラブ幸 

【交通】JR「川崎」駅徒歩 10 分 

【条件など】高齢者の方々に敬意をもって接す

ることのできる方。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】生活リハビリクラブ幸 

【所在地】幸区南幸町 2-4-2 ビクセル川崎 101 

【電話】044-556-1122 

【メール】r-saiwai@bz03.plala.or.jp 

【ＵＲＬ】https://kanagawa.seikatsuclub.coop/ 

service/rehabilitation/index.html 

【受付時間】月～土 10：00～18：00 

 

21



◆031 

傾聴ボランティア募集 
 傾聴はとても楽しく奥が深く勉強になります。

一緒に学んでみませんか？ 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】高齢者、障害者の傾聴ほか 

【日時】第 2・3 水曜 13：00 から 1 時間程度ま

たは第 3 木曜 10：00 から 1 時間程度。 

【場所】特別養護老人ホームしゃんぐりら（幸

区東小倉 6-1）、特別養護老人ホームみんなと暮

らす町（幸区東古市場 116-12） 

【交通】お問い合わせください 

【条件など】傾聴ボランティア養成講座を受講

された方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】傾聴ボランティアさいわい 

【担当】春田公江 

【電話・ＦＡＸ】044-588-7447 

 

 

 

◆032 

高齢者デイサービスボランティア募集 
 集う方々とホッとあたたまるスペースを共有

することを目指しています。お気軽にお問い合

わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴不要） 

【内容】（1）デイサービス利用者とのコミュニ

ケーション、レクリエーション（ゲーム・手作

業・麻雀・将棋・散歩など）。（2）昼食後の食器

洗い。（3）デイ後のお掃除。 

【日時】（1）月～土曜（祝日含む）9：30～16：

30 で可能な時間。（2）月～土曜（祝日含む）13：

00～14：00。（3）月～土曜（祝日含む）16：30

～17：30。 

【場所】ホッとスペース中原 1Ｆ 

【交通】南武線「武蔵中原」駅徒歩 7 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ホッとスペース中原 

【所在地】中原区上小田中 1-19-21 

【電話】044-777-7599 

 

 

 

◆033 

お話し相手やお手伝いのボランティア

募集 
 認知症の方が集まるグループホームとデイサ

ービスセンターです。ご利用者の話を聞いてく

れる方募集。楽器演奏、歌を唄ってくれる方も

歓迎。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】（1）話し相手、見守り、簡単なお手伝

い （2）楽器演奏 （3）清掃などの身の回り

の家事 

【日時】10：00～17：00 の間で数時間 

【場所】グループホーム中原、デイサービスセ

ンター中原 

【交通】南武線「武蔵中原」駅徒歩 10 分 

【条件など】未経験者歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】グループホーム中原、デイサービス

センター中原 

【担当】武田 

【所在地】中原区下小田中 3-2-25 

【電話】090-8567-8367 

【ＦＡＸ】044-741-1850 

【メール】kikaku@sankikai.or.jp 

【受付時間】月～土 9：00～17：30 
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◆034 

ご利用者のお話し相手等のボランティ

ア 
 元気な方が多く、明るい場所です。気楽な気

持ちでお手伝いをしていただけたらと思います。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴必須）、小学

生（保護者同伴不要） 

【内容】（1）利用者のお話し相手 （2）レクリ

エーションや手作業等の補助 

【日時】13：00～16：30 で応相談 

【場所】高齢者向けデイサービスこはるびより 

【交通】南武線「武蔵小杉駅」からバス「上宮

内」下車徒歩 2 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】こはるびより 

【担当】神山和明 

【所在地】中原区宮内 2-15-16 ガーデン桜 1F 

【電話】044-982-9177 

【ＦＡＸ】044-982-9179 

【メール】koharubiyori.day@cameo.plala.or.jp 

【ＵＲＬ】https://www.navida.ne.jp/snavi/ 

100865_1.html 

【受付時間】月～土  10：00～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆035 

１日だけでも見学のみでもオッケーで

す！！ 
 ご都合のいい時間で個人・グループ問わず、

ぜひご連絡ください！昨年は学生さんの体験ボ

ランティアの方にとても多く来ていただきまし

た。夏休みには学校の先生もボランティアに来

てくださいました。少しの時間でも、初めての

方でも、短期（１回等）の方でも、何でも大丈

夫ですのでお気軽にご連絡下さい。一人でも多

くの方に福祉に興味を持っていただきたいと思

いますので、見学だけでも来てください！ 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴不要） 

【内容】老人ホーム…（1）各食事の時間帯での

配膳・下膳など （2）お話し相手 （3）歌や体

操等のレクリエーション活動 （4）歌や踊り・

コーラスやその他のご披露 （5）夏祭りの模擬

店やゲームコーナーのお手伝い（毎年 7 月の第

4 日曜午後） （6）その他 

デイサービス…（1）レクリエーションの補助。

（2）昼食の配膳・下膳やお茶出し（3）お話し

相手 （4）歌や踊りやコーラスなどのご披露 （5）

その他 

【日時】老人ホーム…日時は問いません。デイ

サービス…月～土曜 9：30～16：30 の間で短時

間でも 

【場所】特別養護老人ホームひらまの里１階 

【交通】南武線「平間駅」または「鹿島田駅」徒

歩 15 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームひらまの里 

【担当】荒川 

【所在地】中原区上平間 611-1 

【電話】044-544-3994 

【ＦＡＸ】044-544-3961 

【メール】hiramanosato@kfj.or.jp 

【受付時間】月～土 8：30～17：00 

◆031 

傾聴ボランティア募集 
 傾聴はとても楽しく奥が深く勉強になります。

一緒に学んでみませんか？ 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】高齢者、障害者の傾聴ほか 

【日時】第 2・3 水曜 13：00 から 1 時間程度ま

たは第 3 木曜 10：00 から 1 時間程度。 

【場所】特別養護老人ホームしゃんぐりら（幸

区東小倉 6-1）、特別養護老人ホームみんなと暮

らす町（幸区東古市場 116-12） 

【交通】お問い合わせください 

【条件など】傾聴ボランティア養成講座を受講

された方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】傾聴ボランティアさいわい 

【担当】春田公江 

【電話・ＦＡＸ】044-588-7447 

 

 

 

◆032 

高齢者デイサービスボランティア募集 
 集う方々とホッとあたたまるスペースを共有

することを目指しています。お気軽にお問い合

わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴不要） 

【内容】（1）デイサービス利用者とのコミュニ

ケーション、レクリエーション（ゲーム・手作

業・麻雀・将棋・散歩など）。（2）昼食後の食器

洗い。（3）デイ後のお掃除。 

【日時】（1）月～土曜（祝日含む）9：30～16：

30 で可能な時間。（2）月～土曜（祝日含む）13：

00～14：00。（3）月～土曜（祝日含む）16：30

～17：30。 

【場所】ホッとスペース中原 1Ｆ 

【交通】南武線「武蔵中原」駅徒歩 7 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ホッとスペース中原 

【所在地】中原区上小田中 1-19-21 

【電話】044-777-7599 

 

 

 

◆033 

お話し相手やお手伝いのボランティア

募集 
 認知症の方が集まるグループホームとデイサ

ービスセンターです。ご利用者の話を聞いてく

れる方募集。楽器演奏、歌を唄ってくれる方も

歓迎。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】（1）話し相手、見守り、簡単なお手伝

い （2）楽器演奏 （3）清掃などの身の回り

の家事 

【日時】10：00～17：00 の間で数時間 

【場所】グループホーム中原、デイサービスセ

ンター中原 

【交通】南武線「武蔵中原」駅徒歩 10 分 

【条件など】未経験者歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】グループホーム中原、デイサービス

センター中原 

【担当】武田 

【所在地】中原区下小田中 3-2-25 

【電話】090-8567-8367 

【ＦＡＸ】044-741-1850 

【メール】kikaku@sankikai.or.jp 

【受付時間】月～土 9：00～17：30 
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◆036 

レクリエーション(作業)ボランティア

募集 
 ボランティアご自身も楽しく過ごしていただ

ければうれしいです。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】利用者とレクリエーション作業（貼絵

等）を楽しくお手伝いいただきます。 

【日時】平日 10：00～11：30、13：30～16：

00 

【場所】介護老人福祉施設すみよし 

【交通】東横線「元住吉」「武蔵小杉」駅徒歩 10

分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】介護老人福祉施設すみよし 

【担当】広瀬幸一 

【所在地】中原区木月祗園町 2-1 

【電話】044-455-0880 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-sumiyoshi.jp 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 

 

 

 

◆037 

傾聴ボランティア（お話し相手）の募集 
 お話し相手に寄り添って、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。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】会員のお住まい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

1～2 回、定例曜日午前に、1 回 1 時間～1 時間

半程度。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】相談に応じます。 

【場所】相談に応じます。 

【条件など】傾聴講座で学んだ方、いずれ傾聴

講座を受ける方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり（まずは一緒に訪問して見学・

体験して入会など決めていただきます） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】傾聴わた雲 

【担当】佐山忠正 

【電話】080-5477-3800 

【メール】sayatada3838@gmail.com 

【受付時間】随時（なるべく夕方頃） 

 

 

 

◆038 

配食活動ボランティア 
 毎週月曜日、昼食のお弁当作りを皆さんと一

緒に参加活動していただける方。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】高齢者や一人暮らしの方を対象にした、

見守りも兼ねた配食（毎週月曜）活動。年 1 回

利用者と会員との交流を目的とした会食会も行

っています。 

【日時】毎週月曜（祝日を除く）9：30～14：00 

【場所】中丸子いこいの家（中原区中丸子 378-

4） 

【交通】南武線「向河原」駅徒歩 7 分 

【条件など】健康で一緒に楽しく活動していた

だける方 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】中原老後を良くする会 

【担当】山本幸彦 

【電話】044-434-0797 
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◆039 

レクリエーション補助、居室清掃ボラン

ティア 
 利用者も職員も笑顔あふれる施設です。お気

軽にご連絡ください、皆さまの参加を心よりお

待ちしてます。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】高津区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】居室清掃、レクリエーション補助、入

所者の話し相手。 

【日時】内容によって異なりますので、相談に

応じます。 

【場所】介護老人福祉施設すえなが 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅、田園都市線

「梶が谷」駅徒歩 10 分 

【条件など】動きやすい服装、履き物で。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】介護老人福祉施設すえなが 

【担当】武藤勝典 

【所在地】高津区末長 1-3-13 

【電話】044-861-5318 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-suenaga.jp 

【受付時間】月～金 9：00～17：30 

 

 

 

◆040 

整容・洗濯、レクリエーション補助ボラ

ンティア 
 利用者とおしゃべりしながら、楽しく活動が

できます。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土 

【主な地域】高津区 

【募集人数】1～2 名 

【対象】一般 

【内容】入浴後の利用者の整容、お茶出し、タ

オル等の洗濯と干し、レクリエーションの補助。 

【日時】10：30～15：00（午前・午後どちらか

のみも可） 

【場所】介護老人福祉施設すえながデイサービ

ス 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅、田園都市線

「梶が谷」駅徒歩 10 分 

【条件など】上履き、昼食（必要時）持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】介護老人福祉施設すえながデイサー

ビスセンター 

【担当】石崎知奈美 

【所在地】高津区末長 1-3-13 

【電話】044-861-5319 

【ＦＡＸ】044-861-6194 

【メール】suenaga-kanri2@circus.ocn.ne.jp 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-suenaga.jp 

【受付時間】月～土 

 

 

 

◆041 

洗濯・通院付き添いボランティアお願い

します 
 短時間だけ、1 日だけでもＯＫです。現在、複

数のボランティアが活躍中です。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】高津区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】入所されている方の洗濯。通院付添（タ

クシーまたは徒歩）。 

【日時】9：00～17：00 

【場所】養護老人ホーム川崎市恵楽園 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅徒歩 5 分 

【条件など】 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】養護老人ホーム川崎市恵楽園 

【担当】八木 

【所在地】高津区下作延 2-26-1 

【電話】044-866-2253 

【受付時間】平日 8：30～17：00 

 

◆036 

レクリエーション(作業)ボランティア

募集 
 ボランティアご自身も楽しく過ごしていただ

ければうれしいです。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】利用者とレクリエーション作業（貼絵

等）を楽しくお手伝いいただきます。 

【日時】平日 10：00～11：30、13：30～16：

00 

【場所】介護老人福祉施設すみよし 

【交通】東横線「元住吉」「武蔵小杉」駅徒歩 10

分 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】介護老人福祉施設すみよし 

【担当】広瀬幸一 

【所在地】中原区木月祗園町 2-1 

【電話】044-455-0880 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-sumiyoshi.jp 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 

 

 

 

◆037 

傾聴ボランティア（お話し相手）の募集 
 お話し相手に寄り添って、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。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】会員のお住まい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

1～2 回、定例曜日午前に、1 回 1 時間～1 時間

半程度。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】相談に応じます。 

【場所】相談に応じます。 

【条件など】傾聴講座で学んだ方、いずれ傾聴

講座を受ける方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり（まずは一緒に訪問して見学・

体験して入会など決めていただきます） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】傾聴わた雲 

【担当】佐山忠正 

【電話】080-5477-3800 

【メール】sayatada3838@gmail.com 

【受付時間】随時（なるべく夕方頃） 

 

 

 

◆038 

配食活動ボランティア 
 毎週月曜日、昼食のお弁当作りを皆さんと一

緒に参加活動していただける方。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】高齢者や一人暮らしの方を対象にした、

見守りも兼ねた配食（毎週月曜）活動。年 1 回

利用者と会員との交流を目的とした会食会も行

っています。 

【日時】毎週月曜（祝日を除く）9：30～14：00 

【場所】中丸子いこいの家（中原区中丸子 378-

4） 

【交通】南武線「向河原」駅徒歩 7 分 

【条件など】健康で一緒に楽しく活動していた

だける方 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】中原老後を良くする会 

【担当】山本幸彦 

【電話】044-434-0797 
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◆042 

ご自身のペースで楽しくボランティア

活動を！ 
 ご利用者と楽しい時間のお手伝いをお願いし

ます。お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ、実

働スタッフ／単発・短期、長期／平日 

【主な地域】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】利用者の話し相手、レクリエーション

の補助、お茶出し。 

【日時】月～金曜 9：00～17：00（年末年始を

除く） 

【場所】川崎市恵楽園デイサービスセンター 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅または「溝の

口」駅徒歩 10 分 

【条件など】未経験者歓迎。昼食、上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市恵楽園デイサービスセンター 

【担当】黒沼一訓 

【所在地】高津区下作延 2-26-1 

【電話】044-861-2648 

【ＦＡＸ】044-861-2804 

【メール】seifuukeirakuenday@coda.ocn.ne.jp 

【ＵＲＬ】http://kawasakiseifu.or.jp/facilities/ 

vrhkk/krdsc/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆043 

車イスのメンテナンスとカラオケ 
 温かい心、楽しい心 お待ちしております。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】高津区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】（1）車いすの洗浄、空気入れなどメン

テナンス。（2）カラオケで歌って聞かせる。 

【日時】平日 10：00～16：00（応相談） 

【場所】特別養護老人ホーム陽だまりの園 

【交通】田園都市線「二子新地」駅徒歩 10 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホーム陽だまりの園 

【担当】山口、下島 

【所在地】高津区諏訪 2-10-15 

【電話】044-814-5635 

【ＦＡＸ】044-814-5636 

【受付時間】平日 10：00～16：00 

 

 

 

◆044 

ピアノ音楽演奏ボランティア募集 
 お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】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】月に 1 度程のペースでピアノ演奏等を

高齢者対象（18 名程）に弾いていただける方を

募集しています。歌集がありますのでそこから

選んで演奏していただいたり、新たに曲目を増

やしていただける場合は相談していただけまし

たら、歌集はこちらで作成します。 

【日時】14：00 頃から 1 時間以内で 

【場所】クロスハート宮前・川崎 

【交通】田園都市線「鷺沼」駅から東急バス梶

が谷駅行「野川台公園前」または 「梶が谷」

駅から東急バス鷺沼駅行「野川台」下車徒歩３

分 

【条件など】ボランティア保険に加入してくだ

さい。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】クロスハート宮前・川崎 

【担当】前田 

【所在地】宮前区西野川 3-1-3 

【電話】044-753-2345 

【ＦＡＸ】044-753-2346 

【ＵＲＬ】https://www.shinkoufukushikai.com/ 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 
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◆045 

いつでも、少しの時間でもボランティア

活動しませんか？ 
 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

いこころの通い合いで、皆さまの参加をお待ち

しています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】宮前区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】（1）話し相手（2）レクリエーション時

の介助（3）室内清掃（4）シーツ交換（5）理容

（ドライヤーかけ）（6）清掃（車イス他）（7）

行事のお手伝い 

【日時】お問い合わせください 

【場所】介護老人福祉施設鷲ヶ峰 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅または田園都

市線「宮前平」駅からバス「菅生 3 丁目」下車 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】介護老人福祉施設鷲ヶ峰 

【担当】平山みちる 

【所在地】宮前区菅生ケ丘 13-1 

【電話】044-978-2721 

【ＦＡＸ】044-976-6470 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-washigamine.jp/ 

guide/index.html 

 

 

 

◆046 

歌や演奏のボランティア募集 
 デイサービスの午後、1 時間程度のイベント

を行っていただける方を募集しています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土祝日 

【主な地域】宮前区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】高齢者が楽しく参加できる歌の会や楽

器の演奏、手品、紙芝居などのパフォーマンス。

進行役はスタッフがお手伝いもいたします。 

【日時】年末年始を除く平日・土祝日 14：00～

15：00 ならいつでも可。 

【場所】デイサービスリ・ケア東有馬 

【交通】田園都市線「鷺沼」駅からバス「有馬

第 2 団地前」下車 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】デイサービスリ・ケア東有馬 

【担当】田村和義 

【所在地】宮前区東有馬 5-22-3 

【電話】044-860-6622 

【受付時間】月～金 10：00～19：00 

 

 

 

◆047 

園芸と午後のお茶を楽しむ方募集 
 広い庭がありますが有効活用できずにいるの

で、入居者と一緒に楽しんでくれる方を待って

います。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】庭の草取り、合唱、散歩（自力歩行が

可能な方だけ）。 

【日時】いつでも可 

【場所】バナナ園 生田ヒルズ内 

【交通】小田急線「生田」駅徒歩 15 分、「生田」

駅からバス「春秋苑入口」下車徒歩 3 分 

【条件など】上履き、水筒持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】バナナ園 生田ヒルズ 

【担当】鈴木理恵子 

【所在地】多摩区三田 5-9083 

【電話】044-911-1599 

【ＦＡＸ】044-543-9804 

【受付時間】9：00～17：00 

 

◆042 

ご自身のペースで楽しくボランティア

活動を！ 
 ご利用者と楽しい時間のお手伝いをお願いし

ます。お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ、実

働スタッフ／単発・短期、長期／平日 

【主な地域】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】利用者の話し相手、レクリエーション

の補助、お茶出し。 

【日時】月～金曜 9：00～17：00（年末年始を

除く） 

【場所】川崎市恵楽園デイサービスセンター 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅または「溝の

口」駅徒歩 10 分 

【条件など】未経験者歓迎。昼食、上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市恵楽園デイサービスセンター 

【担当】黒沼一訓 

【所在地】高津区下作延 2-26-1 

【電話】044-861-2648 

【ＦＡＸ】044-861-2804 

【メール】seifuukeirakuenday@coda.ocn.ne.jp 

【ＵＲＬ】http://kawasakiseifu.or.jp/facilities/ 

vrhkk/krdsc/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆043 

車イスのメンテナンスとカラオケ 
 温かい心、楽しい心 お待ちしております。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】高津区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】（1）車いすの洗浄、空気入れなどメン

テナンス。（2）カラオケで歌って聞かせる。 

【日時】平日 10：00～16：00（応相談） 

【場所】特別養護老人ホーム陽だまりの園 

【交通】田園都市線「二子新地」駅徒歩 10 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホーム陽だまりの園 

【担当】山口、下島 

【所在地】高津区諏訪 2-10-15 

【電話】044-814-5635 

【ＦＡＸ】044-814-5636 

【受付時間】平日 10：00～16：00 

 

 

 

◆044 

ピアノ音楽演奏ボランティア募集 
 お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】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】月に 1 度程のペースでピアノ演奏等を

高齢者対象（18 名程）に弾いていただける方を

募集しています。歌集がありますのでそこから

選んで演奏していただいたり、新たに曲目を増

やしていただける場合は相談していただけまし

たら、歌集はこちらで作成します。 

【日時】14：00 頃から 1 時間以内で 

【場所】クロスハート宮前・川崎 

【交通】田園都市線「鷺沼」駅から東急バス梶

が谷駅行「野川台公園前」または 「梶が谷」

駅から東急バス鷺沼駅行「野川台」下車徒歩３

分 

【条件など】ボランティア保険に加入してくだ

さい。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】クロスハート宮前・川崎 

【担当】前田 

【所在地】宮前区西野川 3-1-3 

【電話】044-753-2345 

【ＦＡＸ】044-753-2346 

【ＵＲＬ】https://www.shinkoufukushikai.com/ 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 
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◆048 

趣味を活かしたボランティア募集 
 人生経験が積めます。趣味や特技を活かせま

す。お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】（1）個別対応…傾聴（話し相手）、オセ

ロ・囲碁の相手。（2）複数の入所者向け…歌や

楽器演奏、園芸・マジックショー、フラワーア

レンジメント・華道、ネイル・美容、工作・折り

紙。（3）補助系…お茶入れ、花壇や庭の手入れ。 

【日時】未定（相談に応じます） 

【場所】特別養護老人ホームよみうりランド花

ハウス 

【交通】京王線「京王よみうりランド」駅また

は小田急線「読売ランド前」駅からバス「よみ

うりランド」下車徒歩 5 分 

【条件など】未経験歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームよみうりランド

花ハウス 

【担当】中垣、田中 

【所在地】多摩区菅仙谷 4-1-4 

【電話】044-969-3111 

【ＵＲＬ】http://www.hana-house.org/ 

【受付時間】8：30～17：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆049 

車いす散歩ボランティア 
 スタッフと入居者で近くを散歩する時に、一

緒に付き添って車いすを押していただける方を

募集しています。車いすの操作や入居者とのか

かわり方の説明は必ず行いますので、初心者の

方も大歓迎です。入居者、スタッフとまったり

とお話ししましょう。※他活動の参加も大歓迎

です。ボランティアの希望をもとに話し合って

考えていきたいと思います。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】入居者、利用者、スタッフと一緒に散

歩をします（参加される入居者、利用者に合わ

せての対応となりますので、必ず車いすを押す

わけではありません）。慣れるまではボランティ

ア担当者も同行していきますのでご安心くださ

い。 

【日時】水曜 14：00～15：00（他の曜日でも

可） 

【場所】上布田つどいの家 

【交通】南武線「中野島」駅徒歩約 10 分 

【条件など】動きやすい服装で。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】高齢者住宅・グループホーム上布田

つどいの家 

【担当】那須 

【所在地】多摩区布田 29-10 

【電話】044-945-6616 

【メール】funasu@haseko-senior.co.jp 

【ＵＲＬ】http://www.seikatsu-kagaku.co.jp/ 

kanagawa/kamifuda/ 

【受付時間】9：00～18：00 （担当者不在の場

合、後日連絡する場合があります） 
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◆050 

広場の風ボランティア募集 
 地域の方々、気軽にお問い合わせいただけれ

ば幸いです。週 1 回程度でもＯＫです。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】5 名 

【対象】一般 

【内容】施設利用者の話し相手・見守り、施設

利用者とのレクリエーション参加、花壇の整備

と手入れ 

【日時】10：00～13：00、13：00～15：00 

【場所】特別養護老人ホーム生田広場 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス「原

店前」下車または小田急線「読売ランド駅」徒

歩 20 分 

【条件など】上履き、エプロン持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホーム生田広場 

【担当】神田 

【所在地】多摩区西生田 5-24-2 

【電話】044-967-0881 

【ＵＲＬ】http://www.yotsubakai.jp/ 

【受付時間】9：00～17：00 

 

 

 

◆051 

傾聴とアクティビティ活動の付き添い

ボランティア募集 
 女性の傾聴ボランティアと活動の付き添いを

募集しています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】傾聴。アクティビティ活動の付き添い。 

【場所】そんぽの家生田 1F リビングまたは各居

室 

【交通】小田急線「生田」駅からバス「春秋苑

入口」下車 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】そんぽの家 生田 

【担当】柏木 

【所在地】多摩区長沢 1-5-15 

【電話】044-978-0366 

【ＦＡＸ】044-978-0367 

【メール】ikuta_s@sompocare.com 

【ＵＲＬ】https://www.sompocare.com 

【受付時間】平日月・火 8：00～17：00 

 

 

 

◆052 

有給メンバー募集 
 地域の方へ食事を届ける配食サービスを行っ

ている事業所です。地域で一緒に働きませんか。 

【主な分野】高齢者 

【種別】実働スタッフ／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】簡単な事務作業。調理。配達。 

【日時】元日を除く毎日。調理は 8：00～16：

00。配達は 15：30～18：00。 

【場所】あいあい厨房 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス「東

百合丘４丁目」下車徒歩２分 

【条件など】とくに資格問わず。配達のみ普通

免許。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ

あいあい 

【担当】鮫島由喜子 

【所在地】麻生区東百合丘 3-2-7 

【電話】044-955-6273 

【ＦＡＸ】044-955-6274 

【メール】wco-aiai@jcom.home.ne.jp 

【受付時間】8：00～18：00 

 

 

◆048 

趣味を活かしたボランティア募集 
 人生経験が積めます。趣味や特技を活かせま

す。お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ／単

発・短期、長期／平日、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】（1）個別対応…傾聴（話し相手）、オセ

ロ・囲碁の相手。（2）複数の入所者向け…歌や

楽器演奏、園芸・マジックショー、フラワーア

レンジメント・華道、ネイル・美容、工作・折り

紙。（3）補助系…お茶入れ、花壇や庭の手入れ。 

【日時】未定（相談に応じます） 

【場所】特別養護老人ホームよみうりランド花

ハウス 

【交通】京王線「京王よみうりランド」駅また

は小田急線「読売ランド前」駅からバス「よみ

うりランド」下車徒歩 5 分 

【条件など】未経験歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームよみうりランド

花ハウス 

【担当】中垣、田中 

【所在地】多摩区菅仙谷 4-1-4 

【電話】044-969-3111 

【ＵＲＬ】http://www.hana-house.org/ 

【受付時間】8：30～17：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆049 

車いす散歩ボランティア 
 スタッフと入居者で近くを散歩する時に、一

緒に付き添って車いすを押していただける方を

募集しています。車いすの操作や入居者とのか

かわり方の説明は必ず行いますので、初心者の

方も大歓迎です。入居者、スタッフとまったり

とお話ししましょう。※他活動の参加も大歓迎

です。ボランティアの希望をもとに話し合って

考えていきたいと思います。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】入居者、利用者、スタッフと一緒に散

歩をします（参加される入居者、利用者に合わ

せての対応となりますので、必ず車いすを押す

わけではありません）。慣れるまではボランティ

ア担当者も同行していきますのでご安心くださ

い。 

【日時】水曜 14：00～15：00（他の曜日でも

可） 

【場所】上布田つどいの家 

【交通】南武線「中野島」駅徒歩約 10 分 

【条件など】動きやすい服装で。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】高齢者住宅・グループホーム上布田

つどいの家 

【担当】那須 

【所在地】多摩区布田 29-10 

【電話】044-945-6616 

【メール】funasu@haseko-senior.co.jp 

【ＵＲＬ】http://www.seikatsu-kagaku.co.jp/ 

kanagawa/kamifuda/ 

【受付時間】9：00～18：00 （担当者不在の場

合、後日連絡する場合があります） 
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◆053 

デイサービス利用者の話し相手・イベン

トボランティア募集 
 デイサービスで利用者の話し相手になってく

ださる方、またはイベントで歌や演奏などの特

技を披露してくださる方を募集。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】デイサービス利用者のお話しを聞いて

ください。時には一緒に歌を歌ったり、ゲーム

をして楽しんでください。イベントボランティ

アは、個人でもグループでも大歓迎。 

【日時】月～金曜 13：00～15：30 

【場所】デイサービスともの家 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス「王

禅寺公園北」下車徒歩 1 分、「王禅寺公園」下車

徒歩 3 分 

【条件など】未経験者歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ワーカーズコレクティブ 

グループとも 

【担当】小島小夜子 

【所在地】麻生区王禅寺西 3-26-6 

【電話】044-953-8656 

【ＵＲＬ】http://web-k.jp/gr-tomo/ 

【受付時間】月～金 9：00～18：00 

 

 

 

◆054 

居住区（ポプラ街区）内におけるボラン

ティア募集 
 居住区内での支え合い活動です。居住者限定。 

【主な分野】高齢者、幼児・児童 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】ちょっとしたお手伝いです。粗大ゴミ

の搬出、（旅行中の住人に代わり）水やりなど、

生活上のちょっとしたお手伝いです。 

【日時】随時 

【場所】新百合グリーンタウン内ポプラ街区 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス 10

分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ポプラ・ささえあい 

【担当】荻生和成 

【電話】044-987-3964 

【メール】xw398a@ozzio.jp 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆055 

学生ボランティアいらっしゃい！ 
 夏休みや冬休みに、ぜひボランティアを体験

してみてください 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】数名 

【対象】高校生、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】老人いこいの家でやっているミニデイ

サービスのお手伝い。 

【日時】第１月曜（祝日の場合は変更有） 

【場所】百合丘いこいの家 

【交通】小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩 10 分 

【条件など】昼食が必要な場合 600 円（お弁当

持参も可）。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ささえあい麻生（くるみの家） 

【担当】相澤美津子 

【所在地】麻生区百合ヶ丘 2-9-7 百合丘ハイデ

ンス 1D 

【電話】044-969-1203 

【受付時間】月～土 9：00～17：30 
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◆056 

高齢者施設ボランティア募集 
 初めての方もお気軽にお問合せください。ス

タッフが丁寧にご説明致します。見学・体験も

OK です！ 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア、インターンシップ、実

働スタッフ／単発・短期、長期／平日、土日祝

日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】（1）デイサービスでの入浴後のドライ

ヤー掛け。（2）特養でのアクティビティ活動（粘

土・書道・折り紙など、得意でなくても大丈夫

です）。（3）演奏や演芸の披露。（4）シーツ交換、

庭の手入れ、タオル切りなど。 

【日時】（1）火～木曜、土曜 10：25～11：50。

（2）月に１回１時間程度。（3）月～土曜 13：

30 から 1 時間～1 時間半程度。（4）随時。 

【場所】特別養護老人ホームかないばら苑 

【交通】小田急線「栗平」駅徒歩 10 分 

【条件など】未経験者歓迎。エプロン貸与あり

※特養での活動の場合は、上履きをお持ちくだ

さい。登録時に保険加入（負担金なし）。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホームかないばら苑 

【担当】小泉、新倉 

【所在地】麻生区片平 1430 

【電話】044-986-1560 

【ＦＡＸ】044-986-4654 

【メール】volu.kanaibara@gmail.com 

【ＵＲＬ】http://www.kanaibara.com 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 

 

 

 

◆057 

傾聴（お話相手）ボランティア 
 傾聴を通して、人と人が支え合う活動をして

いる楽しい仲間のグループです。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】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 

【条件など】傾聴ボランティア養成講座を受講

された方 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】傾聴あさお 

【担当】五月女由起 

【電話】090-1105-1897 

 

 

 

◆058 

運転ボランティア募集（サロン参加者の

送迎ボランティア） 
 サロンへの参加を希望している高齢者の方が

多くおられますが、交通手段がない方も多く、

参加を断念しています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】2 名 

【対象】一般 

【内容】サロン参加者の送迎。 

【日時】未定 

【場所】特別養護老人ホーム虹の里 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅または田園

都市線「あざみの」駅からバス「王善寺坂上」

下車徒歩 3 分 

【条件など】自動車運転免許証 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特別養護老人ホーム虹の里 

【担当】土屋直樹 

【所在地】麻生区王禅寺 963-26 

【電話】044-986-1007 

【ＵＲＬ】http://nijinosato.or.jp/ 

【受付時間】9：00～17：00 

 

 

◆053 

デイサービス利用者の話し相手・イベン

トボランティア募集 
 デイサービスで利用者の話し相手になってく

ださる方、またはイベントで歌や演奏などの特

技を披露してくださる方を募集。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】デイサービス利用者のお話しを聞いて

ください。時には一緒に歌を歌ったり、ゲーム

をして楽しんでください。イベントボランティ

アは、個人でもグループでも大歓迎。 

【日時】月～金曜 13：00～15：30 

【場所】デイサービスともの家 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス「王

禅寺公園北」下車徒歩 1 分、「王禅寺公園」下車

徒歩 3 分 

【条件など】未経験者歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ワーカーズコレクティブ 

グループとも 

【担当】小島小夜子 

【所在地】麻生区王禅寺西 3-26-6 

【電話】044-953-8656 

【ＵＲＬ】http://web-k.jp/gr-tomo/ 

【受付時間】月～金 9：00～18：00 

 

 

 

◆054 

居住区（ポプラ街区）内におけるボラン

ティア募集 
 居住区内での支え合い活動です。居住者限定。 

【主な分野】高齢者、幼児・児童 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】ちょっとしたお手伝いです。粗大ゴミ

の搬出、（旅行中の住人に代わり）水やりなど、

生活上のちょっとしたお手伝いです。 

【日時】随時 

【場所】新百合グリーンタウン内ポプラ街区 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス 10

分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ポプラ・ささえあい 

【担当】荻生和成 

【電話】044-987-3964 

【メール】xw398a@ozzio.jp 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆055 

学生ボランティアいらっしゃい！ 
 夏休みや冬休みに、ぜひボランティアを体験

してみてください 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】数名 

【対象】高校生、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】老人いこいの家でやっているミニデイ

サービスのお手伝い。 

【日時】第１月曜（祝日の場合は変更有） 

【場所】百合丘いこいの家 

【交通】小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩 10 分 

【条件など】昼食が必要な場合 600 円（お弁当

持参も可）。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ささえあい麻生（くるみの家） 

【担当】相澤美津子 

【所在地】麻生区百合ヶ丘 2-9-7 百合丘ハイデ

ンス 1D 

【電話】044-969-1203 

【受付時間】月～土 9：00～17：30 
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◆059 

車いす・高齢者疑似体験研修ボランティ

ア 
 川崎市内全域での福祉体験研修など、ボラン

ティア活動や講師派遣を行っています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土

日祝日 

【主な地域】全市 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】市内小学校・中学校等で行われる福祉

教育・車いす高齢者疑似体験学習や地域で行わ

れる研修等でのアシスタント。※指導等、適宜

対応します。気軽にお問い合わせください。 

【日時】依頼先による 

【場所】川崎市内全域 

【条件など】ヘルパー資格等 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人川崎介護福祉士会 

【担当】横手修治 

【電話】044-738-4601 

【ＦＡＸ】044-977-0062 

【メール】shrioko6193@gmail.com 

【ＵＲＬ】http://kawasakikaigo.info/ 

【受付時間】水曜午後（電話の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆060 

ゆずりは園で一緒に活動する方募集中 
 利用者のみなさん、明るく、お話の好きな方

も多いです。一緒に楽しく過ごしませんか。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】利用者の方と一緒に散歩やレクリエー

ションといった活動をするお手伝い。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00 のうち数時

間 

【場所】ゆずりは園 

【交通】JR「川崎」駅からバス「観音 2 丁目」

または「観音 2 丁目川崎大師口」下車すぐ 

【条件など】上履き持参 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ゆずりは園 

【担当】古屋 

【所在地】川崎区川中島 2-15-15 

【電話】044-287-2822 

【メール】ikuou-yuzuriha1991@asahi.email.ne.jp 

【ＵＲＬ】http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawa 

saki.jp/ 

【受付時間】月～金 9：00～16：00 
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◆061 

作業ボランティア募集 
 視覚障害者を対象とした施設です。定期刊行

物の郵送をお手伝いしていただける方を募集し

ます。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土

日祝日 

【主な地域】全市 【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】定期刊行物封入発送業務。 

【日時】奇数月 10 日頃および月末 10：00～15：

00 

【場所】川崎市視覚障害者情報文化センター 

【交通】JR「川崎」駅徒歩 15 分または京浜急行

線「八丁畷」駅徒歩 5 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市視覚障害者情報文化センター 

【担当】岩渕百世 

【所在地】川崎区堤根 34-15 ふれあいプラザか

わさき 3 階 

【電話】044-222-1611 

【ＦＡＸ】044-222-8105 

【メール】kawasaki-icc@kawasaki-icc.jp 

【ＵＲＬ】http://www.kawasaki-icc.jp/ 

【受付時間】火～日 9：00～17：00 （休館日：

月曜、祝日、月曜にあたる祝日の翌日、年末年

始、図書整理期間） 

 

 

 

◆062 

視覚障害者のためのパソコンサポータ

ー 
 視覚障害者の方とサポーターが、音声パソコ

ンの技術などを学びあい情報バリアフリーな社

会づくりを目指しているサークルです。サポー

ターができないと始めからきめつけないで、ま

ずは見学から。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】昼の部１名、夜の部１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操作等をサポートする。 

【日時】昼の部：毎週火曜（第 5 週除く）14：

00～16：00、夜の部：第 2・4 火曜 18：30～

20：00 

【場所】川崎市視覚障害者情報文化センター（ふ

れあいプラザかわさき 3 階、川崎区堤根 34-15） 

【交通】JR「川崎」駅徒歩 15 分または京浜急行

線「八丁畷」駅徒歩 5 分 

【条件など】パソコンを所有し基本的な操作が

できること。 

【申込】随時 

【申込方法】メール 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎パソコンユーザー会 

【担当】酒井栄蔵 

【メール】user_kjp@yahoo.co.jp 

【ＵＲＬ】http://web-k.jp/oburi/userkai/ 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆063 

施設ボランティア 
 小規模でアットホームな施設です。半日のみ

の参加も可能です。一緒に楽しく過ごしません

か。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】幸区 【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生、中学生 

【内容】利用者の作業補助。レクリエーション

への参加や補助。外出補助（車いすの移動介助

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】JR「川崎」駅からバス「御幸小学校前」

下車徒歩 3 分 

【条件など】未経験者歓迎。ボランティア保険

加入応相談。 

【申込】随時【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】地域活動支援センター・フォーラム

幸 

【所在地】幸区戸手 2-2-2 ハイコーポ幸 103 

【電話】044-555-1150 

【ＦＡＸ】044-223-7006 

【ＵＲＬ】http://ameblo.jp/forumsaiwai/ 

【受付時間】平日 10：00～16：30 

 

◆059 

車いす・高齢者疑似体験研修ボランティ

ア 
 川崎市内全域での福祉体験研修など、ボラン

ティア活動や講師派遣を行っています。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土

日祝日 

【主な地域】全市 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】市内小学校・中学校等で行われる福祉

教育・車いす高齢者疑似体験学習や地域で行わ

れる研修等でのアシスタント。※指導等、適宜

対応します。気軽にお問い合わせください。 

【日時】依頼先による 

【場所】川崎市内全域 

【条件など】ヘルパー資格等 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人川崎介護福祉士会 

【担当】横手修治 

【電話】044-738-4601 

【ＦＡＸ】044-977-0062 

【メール】shrioko6193@gmail.com 

【ＵＲＬ】http://kawasakikaigo.info/ 

【受付時間】水曜午後（電話の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆060 

ゆずりは園で一緒に活動する方募集中 
 利用者のみなさん、明るく、お話の好きな方

も多いです。一緒に楽しく過ごしませんか。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】川崎区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】利用者の方と一緒に散歩やレクリエー

ションといった活動をするお手伝い。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00 のうち数時

間 

【場所】ゆずりは園 

【交通】JR「川崎」駅からバス「観音 2 丁目」

または「観音 2 丁目川崎大師口」下車すぐ 

【条件など】上履き持参 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ゆずりは園 

【担当】古屋 

【所在地】川崎区川中島 2-15-15 

【電話】044-287-2822 

【メール】ikuou-yuzuriha1991@asahi.email.ne.jp 

【ＵＲＬ】http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawa 

saki.jp/ 

【受付時間】月～金 9：00～16：00 
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◆064 

障害者施設レクボラ・お散歩ボラ募集 
 お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】施設利用者との軽作業、レクリエーシ

ョン、散歩の付き添い等。 

【日時】平日 10：00～12：00、13：30～14：

30 

【場所】障害者福祉サービス事業所こぶし園 

【交通】南武線「矢向」駅・横須賀線「新川崎」

駅徒歩 20 分 

【申込】参加日の 3 日前まで 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】こぶし園 

【所在地】幸区小倉 3-14-17 

【電話】044-599-8822 

【受付時間】平日 8：30～17：00 

 

 

 

◆065 

日中活動のボランティア募集中 
 施設や障がいに少しでも興味や関心がある方、

初めてでも難しいことはしないので安心してく

ださい。いつでもご気軽にお問い合わせくださ

い。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】年 1 回のお祭りのお手伝い。園で利用

者と一緒にタオルたたみ等の平日通常の園活動

へ参加。 

【日時】平日 10：00～15：00（ご都合のつく時

間で） 

【場所】小向このはな園 

【交通】JR「川崎」駅ラゾーナ広場よりバス「御

幸公園前」下車徒歩 3 分 

【条件など】上履持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】小向このはな園 

【担当】伊藤、浜口 

【所在地】幸区小向仲野町 3-1 

【電話】044-555-8430 

【メール】ikuou-konohana2015@asahi.email.ne.jp 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆066 

障がい児サポート ボランティア募集 
 お気軽にお問い合わせください！ 1 日だけ

の参加も可能です。一緒に子どもたちの成長を

見守っていきましょう！ 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア、実働スタッフ／単発・

短期、長期／平日、土日祝日 

【主な地域】中原区 【募集人数】不問 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】発達障害、重度心身障害児童をサポー

トしていただきます。室内活動（ダンス、クッ

キング、創作）、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 13：00～17：30、土日祝 9：00～

18：00（時間は応相談） 

【場所】ライズ児童デイサービス平間 

【交通】南武線「平間」駅徒歩 10 分 

【条件など】資格不問。交通費支給あり（電車

をご利用で領収書のある方）。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ライズ児童デイサービス平間 

【担当】半田圭一 

【所在地】中原区中丸子 584-3（6 月に移転予

定；幸区鹿島田 2-6-15） 

【電話】044-750-8361 

【ＦＡＸ】044-750-8362 

【メール】hirama@rise-ds.com 

【ＵＲＬ】http://www.rise-hirama.com/ 

【受付時間】平日 10：00～19：00 
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