
◆067 

特別支援学校 ボランティア募集 
 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

習活動や余暇活動に参加してください。 

【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】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】（1）平常授業や生活介助の手伝い。（2）

季節の行事の手伝い。（3）伝承文化や特技など

に関する指導や演技等（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（祝日を除く）9：00～15：00 

【場所】中原養護学校本校または分教室（県立

住吉高等学校内に設置） 

【交通】本校：東横線「日吉」駅からバス「さく

らが丘」下車徒歩 5 分、分教室：東横線「元住

吉」駅徒歩 8 分 

【条件など】事前に面接させていただきます。 

【申込】随時 【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】県立中原養護学校 

【所在地】中原区井田 3-13-1 

【電話】044-755-8889 

【ＦＡＸ】044-752-7786 

【メール】nakahara01-sh@pen.kanagawa.ed.jp 

【ＵＲＬ】 

http://www.nakahara01-sh.pen-kanagawa.ed.jp 

【受付時間】月～金（祝を除く）9：00～17：00 

 

 

 

◆068 

手話の好きな人集まれ！ 
 手話で聴覚障害者とお話しませんか？ 今ま

で知らなかった世界が見えますよ！ 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／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】行事開催時のお手伝い。 

【日時】未定 

【場所】中原区および川崎市内 

【交通】南武線「武蔵中原」駅徒歩 15 分 

【条件など】手話に興味がある人。手話で会話

ができる人。 

【申込】随時 【申込方法】FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人川崎市ろう者協会 

【担当】出口賢一 

【ＦＡＸ】044-752-5559 

【受付時間】水・土 午後から 

 

 

 

◆069 

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 
 障害のある方が活動・生産活動をしている施

設です。まずは施設を見てください。 

【主な分野】障がい者・児 

【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 

【内容】（1）近所の散歩や外出活動への付き添

い。（2）生産活動（タオルたたみや検品）等の

お手伝い。 

【日時】月～金曜 10：00～16：00（応相談） 

【場所】白楊園 

【交通】東横線「元住吉」駅徒歩 10 分またはバ

ス「苅宿」下車徒歩 2 分 

【条件など】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（希望者のみ） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】白楊園 

【担当】向美幸、石原加奈絵 

【所在地】中原区西加瀬 10-3 

【電話】044-422-0018 

【ＦＡＸ】044-422-0290 

【メール】ikuou-hakuyou1986@asahi.email.ne.jp 

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

kawasaki.jp/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

◆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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◆070 

行事（旅行・お祭り）、陶芸ボランティ

ア募集 
 福祉に興味があるボランティアをしてみたい

方を募集しています。まずはお気軽にお問合せ

下さい。 

【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、土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）単発：日帰りバス旅行（車いす利

用者の移動補助、配膳、下膳）（2）中身館フェ

スティバル（会場設営、配膳、下膳、移動補助

など）（3）長期：陶芸（陶作の指導・補助など） 

【日時】(1）日帰りバス旅行：年 2 回、平日 8：

30～18：00。（2）中身館フェスティバル：6 月

第 1 土曜 9：00～16：00（3）陶芸：火・木曜

10：30～11：30 

【場所】（1）日帰りバス旅行：行先未定。（2）

（3）川崎市中部身体障害者福祉会館作業室こす

ぎ 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅・「武蔵中原」駅

徒歩 15 分または「武蔵小杉駅」からバス「小杉

十字路」下車徒歩 5 分 

【条件など】動きやすい服装（サンダル不可）。

エプロン持参（陶芸） 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市中部身体障害者福祉会館作業

室こすぎ 

【担当】手塚麻衣子 

【所在地】中原区小杉御殿町 2-114-1 

【電話・ＦＡＸ】044-733-9749 

【メール】tsfks@mbr.nifty.com 

【ＵＲＬ】https://sgstksg.jimdofree.com/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

◆071 

手しごと・イベントボランティア 
 イベント（出店）の荷物運びなどの単発の作

業もありますので、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、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】（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（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（エプロンバックの縫

製等）。主にご自宅での作業です。 

【日時】（1）月 1～2 回程度、月～土曜 9：00～

18：00 のうち可能な時間（2～6 時間程度）。（2）

イベント等で販売活動を行う日（主に土日、平

日もあります）。 

【場所】地域活動支援センター夢屋 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 3 分、また

は東横線「新丸子」駅徒歩 5 分 

【条件など】高校生以上 

【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】地域活動支援センター夢屋 

【担当】長嶋 

【所在地】中原区小杉町 1-403-10 サニーウェ

ル小杉 102 

【電話・ＦＡＸ】044-733-6231 

【メール】yume-ya-2005@nifty.com 

【ＵＲＬ】http://yumeya.fan.coocan.jp/ 

【受付時間】月～土 9：00～18：00 
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◆072 

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 
 NPO 法人のイベントや事業企画、広報など幅

広く学んでいただけます。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア、実働スタッフ／長期／

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 

【内容】《事業企画・事務》イベント運営（企画、

準備、実行）。予算管理、収支報告。ブログ、HP

の記事作成と更新など。基本的にすべてのこと

を OJT で学んでいただけます。《広報》イベント

チラシ作成。Facebook やブログでの広報活動。

経験者やご自分のアイデアで積極的に進めてく

ださる方、大歓迎！ 

【日時】金～日曜が中心（週末泊りがけで行う

こともあり／状況によってご相談に応じます） 

【場所】くるみのおうち（中原区上平間 1264-

3） 

【交通】南武線「武蔵小杉」「川崎」駅からバス

「上平間」下車徒歩すぐ 

【条件など】PC が扱える方。その他経験、資格

等不問。NPO 運営について学びたい意欲の高い

方。 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】特例認定 NPO 法人くるみー来未 

【担当】太田 

【メール】kurumi.naoto@gmail.com 

【ＵＲＬ】http://kuruminaoto.org/ 

【受付時間】随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆073 

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 
 視覚障害者の方が、一人でパソコンやｉＰｈ

ｏｎｅやｉＰａｄの操作ができるようになるた

めに、サポートボランティアと共に楽しく学ん

でいるクラブです。最新情報を共有し、不便を

便利に変え続けています。 

【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】中原区 

【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

トを組み込んだパソコンの操作などをサポート

する。視覚障害者の方に、音声読み上げ機能を

組込んだｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄの操作などを

サポートする。 

【日時】第 1、3、5 木曜 13：00～16：30 

【場所】川崎市総合福祉センター5 階 

【交通】南武線「武蔵中原」駅徒歩 2 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。ｉＰｈｏｎｅまたはｉＰａｄ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】ＫＰＣ 

【担当】小田恵 

【メール】kpc.kawasaki@gmail.com 

【ＵＲＬ】http://web-k.jp/oburi/kpc/ 

【受付時間】随時 

 

 

◆070 

行事（旅行・お祭り）、陶芸ボランティ

ア募集 
 福祉に興味があるボランティアをしてみたい

方を募集しています。まずはお気軽にお問合せ

下さい。 

【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、土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）単発：日帰りバス旅行（車いす利

用者の移動補助、配膳、下膳）（2）中身館フェ

スティバル（会場設営、配膳、下膳、移動補助

など）（3）長期：陶芸（陶作の指導・補助など） 

【日時】(1）日帰りバス旅行：年 2 回、平日 8：

30～18：00。（2）中身館フェスティバル：6 月

第 1 土曜 9：00～16：00（3）陶芸：火・木曜

10：30～11：30 

【場所】（1）日帰りバス旅行：行先未定。（2）

（3）川崎市中部身体障害者福祉会館作業室こす

ぎ 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅・「武蔵中原」駅

徒歩 15 分または「武蔵小杉駅」からバス「小杉

十字路」下車徒歩 5 分 

【条件など】動きやすい服装（サンダル不可）。

エプロン持参（陶芸） 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市中部身体障害者福祉会館作業

室こすぎ 

【担当】手塚麻衣子 

【所在地】中原区小杉御殿町 2-114-1 

【電話・ＦＡＸ】044-733-9749 

【メール】tsfks@mbr.nifty.com 

【ＵＲＬ】https://sgstksg.jimdofree.com/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

◆071 

手しごと・イベントボランティア 
 イベント（出店）の荷物運びなどの単発の作

業もありますので、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、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】（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（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（エプロンバックの縫

製等）。主にご自宅での作業です。 

【日時】（1）月 1～2 回程度、月～土曜 9：00～

18：00 のうち可能な時間（2～6 時間程度）。（2）

イベント等で販売活動を行う日（主に土日、平

日もあります）。 

【場所】地域活動支援センター夢屋 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 3 分、また

は東横線「新丸子」駅徒歩 5 分 

【条件など】高校生以上 

【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】地域活動支援センター夢屋 

【担当】長嶋 

【所在地】中原区小杉町 1-403-10 サニーウェ

ル小杉 102 

【電話・ＦＡＸ】044-733-6231 

【メール】yume-ya-2005@nifty.com 

【ＵＲＬ】http://yumeya.fan.coocan.jp/ 

【受付時間】月～土 9：00～18：00 
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◆074 

日中活動のボランティア募集 
 障害者施設にて若年性認知症の方と一緒に楽

しく活動してくださる方、お待ちしています！ 

【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】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】高津区にある障害者施設で、若年性認

知症の方々と一緒に（1）軽作業（手芸キットの

袋詰め、電池ケース組み立て、パソコン解体、

ダイレクトメールの封入など）。（2）レクリエー

ション（スウェーデン音楽療法・ボッチャ・卓

球）など。 

【日時】月～金曜 9：30～12：00、13：00～15：

30（半日でも 1 日でも可） 

【場所】就労継続支援 B 型事業所マイ Way 

【交通】南武線「津田山」駅徒歩 3 分 

【条件など】昼食持参。ボランティア保険加入

のこと。手作りが好きな方、認知症ケアに関心

のある方、歓迎します。 

【申込】随時 【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人マイ Way 

【担当】渡辺典子 

【所在地】高津区下作延 6-4-3 エムズヒル 2 階 

【電話】044-833-5886 

【ＦＡＸ】044-833-5887 

【メール】info@myway-npo.org 

【ＵＲＬ】http://my-way.jp 

【受付時間】月～金 9：00～15：00 

 

 

 

◆075 

日中作業ボランティア、行事参加ボラン

ティア募集 
 １日だけの参加でも OK です。ボランティア

前に見学することも可能です。気軽に問い合わ

せてください。 

【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】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】施設利用者の方とのレクリエーション。

作業補助。行事への参加（遠足、クリスマス会

等）。 

【日時】10：00～15：30 の中でお好きな時間 

【場所】障害者福祉サービス事業所すえなが 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 10 分 

【条件など】上履き持参。昼食（必要な方）。 

【申込】随時 【申込方法】電話 

【見学など】あり（希望があれば） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者福祉サービス事業所すえなが 

【担当】宮城島 

【電話】044-857-6830 

【受付時間】月～金 9：30～15：30 

 

 

 

◆076 

行事ボランティア募集 
 年に数回の行事や毎月実施している体育館で

の運動プログラムのお手伝いをしてくれる方を

募集しています。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【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、一般 

【内容】（1）年に数回実施する外出行事に同行

していただきます。利用者が楽しめるようお手

伝いをお願いします。（2）体育館での運動プロ

グラムに同行していただきます。簡単な軽運動

を利用者と楽しんでください。 

【日時】随時 

【場所】（1）各所（2）井田体育館 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 5 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（希望者のみ） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市わーくす高津 

【担当】内井康一 

【所在地】高津区溝口 1-18-16 

【電話】044-844-2602 

【ＦＡＸ】044-813-3266 

【メール】ikuou-takatsu2008@asahi.email.ne.jp 

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

saki.jp/facility/ 

【受付時間】土日祝日を除く 9：00～17：00 
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◆077 

障害者デイサービス活動支援ボランテ

ィア募集 
 障害を持った利用者と一緒に楽しく過ごして

いただける方。１日だけの参加も OK、お待ちし

ております。 

【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】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】施設利用者と一緒に楽しく過ごしてく

ださい。レクリエーション、散歩付き添い、話

し相手など。 

【日時】平日 10：00～15：00 

【場所】かじがや障害者デイサービスセンター 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅からバス「梶

ヶ谷 5 丁目」下車徒歩 5 分 

【条件など】未経験歓迎！ 資格や年齢など条

件はありません。動きやすい服装で。昼食は 400

円で提供可能。 

【申込】随時【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】かじがや障害者デイサービスセンタ

ー 

【担当】小林・蔀 

【所在地】高津区梶ヶ谷 5-8-27 

【電話】044-853-5166 

【ＦＡＸ】044-853-6142 

【ＵＲＬ】http://www.kfj.or.jp 

【受付時間】平日 8：30～17：00 

 

 

 

◆078 

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。 

【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、土 

【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】放課後等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】月～金曜 14：00～18：00、土曜 10：

00～18：00 ※学校の長期休暇期間中は 10：

00～18：00（これらの時間帯の中で可能な時間） 

【場所】フルライフスマートケア川崎 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 15 分 

【条件など】未経験者可 

【申込】随時 【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】フルライフスマートケア川崎 

【担当】小川淳 

【所在地】高津区坂戸 1-15-13NARUTOBAY103

号 

【電話】044-299-7425 

【ＦＡＸ】044-814-1168 

【メール】flc-k-tc@fulllife.co.jp 

【受付時間】月～金 10：00～18：00 

 

 

 

◆079 

行事・作業ボランティア募集 
 わかたけ祭り 1 日だけの参加も大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ下さい。 

【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】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】（1）エプロン・タオルなどの畳み、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】（1）平日 9：00～16：00、（2）わかた

け祭り（例年文化の日前後）、その他のイベント 

【場所】障害者福祉サービス事業所わかたけ作

業所 

【交通】田園都市線「二子新地」駅徒歩 13 分 

【条件など】資格は問いません 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】わかたけ作業所 

【担当】市川弘恵 

【所在地】高津区久地 2-15-11 

【電話】044-811-1900 

【メール】ikuou-wakatake1981@asahi.email.ne.jp 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

◆074 

日中活動のボランティア募集 
 障害者施設にて若年性認知症の方と一緒に楽

しく活動してくださる方、お待ちしています！ 

【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】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】高津区にある障害者施設で、若年性認

知症の方々と一緒に（1）軽作業（手芸キットの

袋詰め、電池ケース組み立て、パソコン解体、

ダイレクトメールの封入など）。（2）レクリエー

ション（スウェーデン音楽療法・ボッチャ・卓

球）など。 

【日時】月～金曜 9：30～12：00、13：00～15：

30（半日でも 1 日でも可） 

【場所】就労継続支援 B 型事業所マイ Way 

【交通】南武線「津田山」駅徒歩 3 分 

【条件など】昼食持参。ボランティア保険加入

のこと。手作りが好きな方、認知症ケアに関心

のある方、歓迎します。 

【申込】随時 【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人マイ Way 

【担当】渡辺典子 

【所在地】高津区下作延 6-4-3 エムズヒル 2 階 

【電話】044-833-5886 

【ＦＡＸ】044-833-5887 

【メール】info@myway-npo.org 

【ＵＲＬ】http://my-way.jp 

【受付時間】月～金 9：00～15：00 

 

 

 

◆075 

日中作業ボランティア、行事参加ボラン

ティア募集 
 １日だけの参加でも OK です。ボランティア

前に見学することも可能です。気軽に問い合わ

せてください。 

【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】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】施設利用者の方とのレクリエーション。

作業補助。行事への参加（遠足、クリスマス会

等）。 

【日時】10：00～15：30 の中でお好きな時間 

【場所】障害者福祉サービス事業所すえなが 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 10 分 

【条件など】上履き持参。昼食（必要な方）。 

【申込】随時 【申込方法】電話 

【見学など】あり（希望があれば） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者福祉サービス事業所すえなが 

【担当】宮城島 

【電話】044-857-6830 

【受付時間】月～金 9：30～15：30 

 

 

 

◆076 

行事ボランティア募集 
 年に数回の行事や毎月実施している体育館で

の運動プログラムのお手伝いをしてくれる方を

募集しています。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【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、一般 

【内容】（1）年に数回実施する外出行事に同行

していただきます。利用者が楽しめるようお手

伝いをお願いします。（2）体育館での運動プロ

グラムに同行していただきます。簡単な軽運動

を利用者と楽しんでください。 

【日時】随時 

【場所】（1）各所（2）井田体育館 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 5 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（希望者のみ） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市わーくす高津 

【担当】内井康一 

【所在地】高津区溝口 1-18-16 

【電話】044-844-2602 

【ＦＡＸ】044-813-3266 

【メール】ikuou-takatsu2008@asahi.email.ne.jp 

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

saki.jp/facility/ 

【受付時間】土日祝日を除く 9：00～17：00 
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◆080 

ボランティア募集 
 日常の作業（藍染の製品作りや紙すきなど）

のお手伝い、イベントなどへの参加をお願いし

ています。 

【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、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、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴不要） 

【内容】藍染の製品や紙すき作業の補助。イベ

ントや外出時など車いすの方の補助。楽しくお

話して下さるだけでも、大歓迎です。 

【日時】いつでも可（とくに 11 月第 2 土曜の

北身館フェスティバルなど）。詳細などお気軽に

お問い合わせください。 

【場所】作業室あゆみおよび近隣 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 7 分 

【条件など】動きやすい服装、上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】作業室あゆみ 

【担当】武井、青木 

【所在地】高津区溝口 1-18-16 

【電話】044-811-6639 

 

 

 

◆081 

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 
 障がいのある方が作業や余暇活動を通してい

ろいろな生活技術を身に着け、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。お気軽にお問

合せください。 

【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】高津区 

【募集人数】3～5 名 

【対象】専門学校・短期大学・大学生 

【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。施設関係の祭

りなど。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00 

【場所】あかしあ園など 

【交通】田園都市線「溝の口」駅からバス「宮

ノ下」下車徒歩 5 分 

【条件など】未経験の方歓迎。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】あかしあ園 

【担当】権藤翔矢 

【所在地】高津区上作延 938-1 

【電話】044-854-6644 

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

saki.jp/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆082 

給食配膳ボランティア募集 
 小学部生の給食を教室で配膳してくださる方

を募集します。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／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】給食の配膳・下膳。給食を食堂から教

室までワゴンで運び、盛り付け・片付けをしま

す。 

【日時】月～金曜 11：30～13：00 

【場所】県立高津養護学校 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅徒歩 15 分、小

田急線「向ヶ丘遊園」駅からバス「向ヶ丘南原」

下車 

【条件など】エプロン、三角巾、マスク、弁当

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】県立高津養護学校 

【所在地】高津区向ヶ丘 16 番 

【電話】044-865-4921 

【受付時間】平日 9：00～16：00 
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◆083 

行事ボランティア募集 
 一緒に行事を盛り上げませんか？ 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期／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、高

校生、中学生 

【内容】末長こども文化センターと合同で開催

するお祭りの「ゲーム」の進行です。 

【日時】こども文化センターと協議後に決定し

ます（毎年秋頃開催予定） 

【場所】川崎市くさぶえの家 

【交通】南武線「武蔵新城」駅徒歩 15 分 

【条件など】未経験者歓迎 

【申込】参加日の 1 週間前 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市くさぶえの家 

【担当】井元圭子 

【所在地】高津区末長 3-25-8 

【電話】044-888-6692 

【ＦＡＸ】044-853-6901 

【メール】kusabue@kfj.or.jp 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆084 

音訳・ＣＤ作成などのボランティア募集 
 視覚障害の方々に耳からの情報を届けるボラ

ンティア活動をしています。朗読だけでなく PC

作業に興味ある方、歓迎！ 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／長期／土日祝日 

【主な地域】高津区 

【募集人数】不問 【対象】一般 

【内容】川崎市内の視覚障害の方々を対象に、

身近なニュース、生活情報などを「こんにちは 

ひいらぎ」という名称の声の情報誌として、CD

版を作成し、毎月配布しています。自主作成の

ほかにも、福祉関連発行の機関誌 11 種類を音

訳しています。発行物のほかにも、対面朗読、

出前朗読も要望に合わせて実施。夏の朗読会、

秋の野外交流会、新年会等、リスナーとの親睦

も図っています。 

【日時】土曜 13：30～16：30（音声の収録、編

集等のパソコン作業など、自宅にて可能な作業

もあります） 

【場所】北部身体障害者福祉会館 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 7 分 

【条件など】年会費 1,000 円。ボランティア保

険加入は任意。 

【申込】随時 【申込方法】メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】朗読ボランティアグループひいらぎ 

【担当】ウエハラシゲコ 

【メール】1989hrg@gmail.com 

 

 

 

◆085 

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！ 
 いつもの時間、いつもの場所で、きみとあな

たとみんなとともに！（ボラと言うよりいつも

の仲間です） 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア、インターンシップ／長

期／土日祝日 

【主な地域】全市、その他地域 

【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】月 2 回土曜（基本第 2・4 午前）に高津

養護学校グランド・体育館でティーボールやバ

ドミントン等軽スポーツを楽しみます。一緒に

楽しんでくれる方大募集。障害者スポーツ大会

や合宿にも参加します。 

【日時】毎月 2 回程度（土曜午前） 

【場所】高津養護学校グランドまたは体育館 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅徒歩 12 分 

田園都市線「梶が谷」駅からバス「向丘南原」

下車徒歩 1 分 

【条件など】運動できる服装。体育館履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】自主活動グループ Tow3（ツースリー） 

【担当】今泉修一 

【電話】044-789-9067 

【受付時間】日～金 11：00～19：00 

 

 

◆080 

ボランティア募集 
 日常の作業（藍染の製品作りや紙すきなど）

のお手伝い、イベントなどへの参加をお願いし

ています。 

【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、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、高

校生、中学生、小学生（保護者同伴不要） 

【内容】藍染の製品や紙すき作業の補助。イベ

ントや外出時など車いすの方の補助。楽しくお

話して下さるだけでも、大歓迎です。 

【日時】いつでも可（とくに 11 月第 2 土曜の

北身館フェスティバルなど）。詳細などお気軽に

お問い合わせください。 

【場所】作業室あゆみおよび近隣 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 7 分 

【条件など】動きやすい服装、上履き持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】作業室あゆみ 

【担当】武井、青木 

【所在地】高津区溝口 1-18-16 

【電話】044-811-6639 

 

 

 

◆081 

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 
 障がいのある方が作業や余暇活動を通してい

ろいろな生活技術を身に着け、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。お気軽にお問

合せください。 

【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】高津区 

【募集人数】3～5 名 

【対象】専門学校・短期大学・大学生 

【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。施設関係の祭

りなど。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00 

【場所】あかしあ園など 

【交通】田園都市線「溝の口」駅からバス「宮

ノ下」下車徒歩 5 分 

【条件など】未経験の方歓迎。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】あかしあ園 

【担当】権藤翔矢 

【所在地】高津区上作延 938-1 

【電話】044-854-6644 

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

saki.jp/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆082 

給食配膳ボランティア募集 
 小学部生の給食を教室で配膳してくださる方

を募集します。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／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】給食の配膳・下膳。給食を食堂から教

室までワゴンで運び、盛り付け・片付けをしま

す。 

【日時】月～金曜 11：30～13：00 

【場所】県立高津養護学校 

【交通】田園都市線「梶が谷」駅徒歩 15 分、小

田急線「向ヶ丘遊園」駅からバス「向ヶ丘南原」

下車 

【条件など】エプロン、三角巾、マスク、弁当

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】県立高津養護学校 

【所在地】高津区向ヶ丘 16 番 

【電話】044-865-4921 

【受付時間】平日 9：00～16：00 
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◆086 

収穫ボランティア募集（ブルーベリー・

梅・キウイ・ミカン等） 
 毎年契約農家（小田原曽我）の梅（6 月頃）ブ

ルーベリー（7～8 月頃）キウイ（12～1 月頃）

ミカン（1～3 月頃）の収穫。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期／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】現地（神奈川県小田原曽我）で果実の

収穫を行います。 

【日時】毎年 6～9 月、12～3 月の収穫期 9：00

～14：00（休憩 1 時間） 

【場所】神奈川県小田原曽我 

【交通】宮前ふれあいの家から乗用車で移動 

【条件など】お弁当、お茶、タオル手拭いなど

持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】地域活動支援センター宮前ふれあい

の家 

【担当】松浦悦子 

【所在地】宮前区東有馬 1-2-26 コーポ清樹Ⅲ 

【電話】044-865-8229 

【受付時間】9：00～17：00 

 

 

 

◆087 

軽作業・利用者見守りボランティア 
 １日だけの参加でも OK です。 

【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】宮前区 

【募集人数】若干名 

【対象】一般 

【内容】軽作業。利用者の見守り。 

【日時】月～金曜 9：30～15：30 

【場所】障害者福祉サービス事業所しらはた 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅からバス「東

名向丘入口」下車 

【条件など】成人の方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者福祉サービス事業所しらはた 

【所在地】宮前区白幡台 1-8-1 

【電話】044-978-5013 

【ＦＡＸ】044-978-5014 

 

 

 

◆088 

簡単な勉強を教えてくれる方・手芸の得

意な方募集 
 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、長期／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】通年で簡単な計算、漢字、英語などを

学習ボランティア（小学校 1 年生から 2 年生程

度の計算、漢字、簡単な英単語などをやさしく

教えてくれる方を募集致します）。手芸や編み物

なども得意な方。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00 

【場所】セルプ宮前こばと 

【交通】田園都市線「宮前平」駅徒歩 5 分 

【条件など】障がいに理解のある方。その他は

ご相談ください。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】セルプ宮前こばと 

【担当】井藤 

【所在地】宮前区宮前平 1-8-12 

【電話】044-855-9455 

【メール】f-minorikai@tobe-kobato.or.jp 

【ＵＲＬ】http://www.tobe-kobato.or.jp/fa 

cility/kobato 

【受付時間】月～金 10：00～15：30 
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◆089 

知的障がい者支援ボランティア募集 
 手芸、家庭菜園、音楽など特技のある方大歓

迎！スタッフが丁寧に説明します。 

【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】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】利用者の作業の手伝い・散歩の付き添

い、手芸の仕上げ、掃除、レクリエーション。 

【日時】平日中心 

【場所】厨房じんべい（または分場工房じんべ

い） 

【交通】田園都市線「宮前平」駅からバス「菅

生車庫」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】厨房じんべい 

【所在地】宮前区犬蔵 1-34-9 

【電話】044-872-8370 

【受付時間】9：00～17：00 

 

 

 

◆090 

外出のお手伝い、特技を披露してくれる

方募集 
 車いすで生活されている方が通所している施

設です。まずは見学だけでも OK です。お気軽に

お問合せください。 

【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】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】（1）外出、散歩の付き添い。（2）日中

活動（創作、作業、レクリエーション）のお手

伝い。（3）特技（ピアノなどなんでも可）を披

露。 

【日時】月～金曜 11：00～14：00（短時間でも

可） 

【場所】いぬくら 

【交通】田園都市線「宮前平」駅からバス「菅

生車庫」下車徒歩 3 分 

【条件など】動きやすい服装で。特技を披露し

てくれる方大歓迎です。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】いぬくら 

【担当】大塚 

【所在地】宮前区宮前平犬蔵 3-13-15 

【電話】044-976-6955 

【ＦＡＸ】044-976-6981 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

◆091 

作業補助など 
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／長期／平日 

【主な地域】宮前区 

【募集人数】2～3 名 

【対象】一般 

【内容】障がいのある方との地域清掃・資源回

収・簡易作業・袋物の裁縫など 

【日時】月～金曜、奇数月第 3 土曜 9：45～15：

40（半日でも可） 

【場所】長尾けやきの里 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」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。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者福祉サービス事業所長尾けや

きの里 

【担当】花島、里井 

【所在地】宮前区神木本町 2-15-6 

【電話】044-856-6811 

【ＦＡＸ】044-856-6815 

【メール】keyakinosato@nagaof.jp 

【ＵＲＬ】http://www.nagaof.jp 

【受付時間】平日 8：30～17：00 

 

 

◆086 

収穫ボランティア募集（ブルーベリー・

梅・キウイ・ミカン等） 
 毎年契約農家（小田原曽我）の梅（6 月頃）ブ

ルーベリー（7～8 月頃）キウイ（12～1 月頃）

ミカン（1～3 月頃）の収穫。 

【主な分野】高齢者 

【種別】ボランティア／単発・短期／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】現地（神奈川県小田原曽我）で果実の

収穫を行います。 

【日時】毎年 6～9 月、12～3 月の収穫期 9：00

～14：00（休憩 1 時間） 

【場所】神奈川県小田原曽我 

【交通】宮前ふれあいの家から乗用車で移動 

【条件など】お弁当、お茶、タオル手拭いなど

持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】地域活動支援センター宮前ふれあい

の家 

【担当】松浦悦子 

【所在地】宮前区東有馬 1-2-26 コーポ清樹Ⅲ 

【電話】044-865-8229 

【受付時間】9：00～17：00 

 

 

 

◆087 

軽作業・利用者見守りボランティア 
 １日だけの参加でも OK です。 

【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】宮前区 

【募集人数】若干名 

【対象】一般 

【内容】軽作業。利用者の見守り。 

【日時】月～金曜 9：30～15：30 

【場所】障害者福祉サービス事業所しらはた 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅からバス「東

名向丘入口」下車 

【条件など】成人の方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者福祉サービス事業所しらはた 

【所在地】宮前区白幡台 1-8-1 

【電話】044-978-5013 

【ＦＡＸ】044-978-5014 

 

 

 

◆088 

簡単な勉強を教えてくれる方・手芸の得

意な方募集 
 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、長期／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】通年で簡単な計算、漢字、英語などを

学習ボランティア（小学校 1 年生から 2 年生程

度の計算、漢字、簡単な英単語などをやさしく

教えてくれる方を募集致します）。手芸や編み物

なども得意な方。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00 

【場所】セルプ宮前こばと 

【交通】田園都市線「宮前平」駅徒歩 5 分 

【条件など】障がいに理解のある方。その他は

ご相談ください。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】セルプ宮前こばと 

【担当】井藤 

【所在地】宮前区宮前平 1-8-12 

【電話】044-855-9455 

【メール】f-minorikai@tobe-kobato.or.jp 

【ＵＲＬ】http://www.tobe-kobato.or.jp/fa 

cility/kobato 

【受付時間】月～金 10：00～15：30 
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◆092 

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

丁寧に説明します。 

【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、土日祝日 

【主な地域】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、

Wii の操作あり）。（2）お話し相手。（3）外出の

付き添い。（4）ドライヤー介助、食事の配膳。 

【日時】月～日曜 10：00～16：00 の都合のよ

い時間（※とくに月・水・金曜の 13：00～15：

00 のドライヤー介助、日曜 14：00～15：00 の

カラオケ補助に参加できる方大歓迎です） 

【場所】川崎市れいんぼう川崎 

【交通】田園都市線「鷺沼」駅・南武線「武蔵小

杉」駅からバス「東有馬第一団地前」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】川崎市れいんぼう川崎 

【所在地】宮前区東有馬 5-8-10 

【電話】044-888-8601 

 

 

 

◆093 

検品作業・傾聴ボランティア 
活動される前に一度見学に来て頂きます。施

設内を御案内致します。 

【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】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】（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～金曜 10：00～16：00 で都合の良

い時間 

【場所】KFJ 多摩はなみずき 

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園」駅・南武線「登

戸」駅徒歩 7 分 

【条件など】18 歳以上の方。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】KFJ 多摩はなみずき 

【担当】鈴木 

【所在地】多摩区登戸 2249-1 

【電話】044-930-4571 

【ＵＲＬ】http://www.kfjtama.or.jp/ 

【受付時間】平日 10：00～16：00 

 

 

 

◆094 

利用者の活動のお手伝いをしてくださ

る方を募集 
 やってみたいけど「不安や心配で…」という

方も、まずはお問い合わせと見学をどうぞ。色々

な活動方法がありますので取り組みやすいやり

方で始めてみてください。 

【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】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）ビーズや刺し子等の作業（利用者

と一緒に、またはお家で時間のある時に仕上げ

や下準備）。（2）散歩や運動で一緒に体を動かす。

（3）特技を生かして行事で出し物。 

【日時】平日 10：00～15：00（時間応相談） 

【場所】障害者福祉サービス事業所ＫＦＪ多摩

はなもも 

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園」駅徒歩 7 分、

南武線「登戸」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 

【見学など】なし 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者福祉サービス事業所ＫＦＪ多

摩はなもも 

【担当】松岡景子 

【所在地】多摩区登戸 2249-1 

【電話】044-930-3431 

【ＦＡＸ】044-934-1165 

【受付時間】平日 9：00～16：30 
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◆095 

利用者とお話ししたり作業補助をして

くださる方を募集 
 10 時～15 時までの間で、可能な時間だけで

OK です！ 

【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】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】知的障がいや身体障がいがある方と一

緒に、お話したり、軽作業を行ったりしてくだ

さる方を募集しています。お話しだけでも大歓

迎です。（軽作業の内容）下請けとして、防犯グ

ッズへのシール貼りやマグネットの組合せ等を

行っています。誰でもできる簡単な作業です。 

【日時】平日 10：00～15：00 の間であれば、

いつでも何時間でも OK です。 

【場所】なしの実 

【交通】小田急線「生田」駅徒歩 10 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】なしの実 

【担当】後藤 

【電話】044-930-5170 

【ＦＡＸ】044-930-5171 

【メール】nashinomi@tomokawasaki.or.jp 

【受付時間】平日 9：00～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆096 

利用者と一緒に作業をしてくださるボ

ランティア募集 
 ご都合の良い日に参加で OK です。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、長期／平

日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】利用者の行う作業（部品組み立て、チ

ラシ折込み等、または焼き菓子製造）の手伝い・

補助。 

【日時】平日 10：00～15：00 

【場所】多摩川あゆ工房 

【交通】南武線「登戸」駅徒歩 20 分、またはバ

ス「和泉」下車徒歩 5 分 

【条件など】知的障害にご理解ある方。昼食提

供あり。上履き持参。動きやすい服装で。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】多摩川あゆ工房 

【所在地】多摩区中野島 4-3-28 

【電話】044-911-1315 

【ＵＲＬ】http://www.nagomi-fukushi.or.jp 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆092 

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

丁寧に説明します。 

【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、土日祝日 

【主な地域】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、

Wii の操作あり）。（2）お話し相手。（3）外出の

付き添い。（4）ドライヤー介助、食事の配膳。 

【日時】月～日曜 10：00～16：00 の都合のよ

い時間（※とくに月・水・金曜の 13：00～15：

00 のドライヤー介助、日曜 14：00～15：00 の

カラオケ補助に参加できる方大歓迎です） 

【場所】川崎市れいんぼう川崎 

【交通】田園都市線「鷺沼」駅・南武線「武蔵小

杉」駅からバス「東有馬第一団地前」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】川崎市れいんぼう川崎 

【所在地】宮前区東有馬 5-8-10 

【電話】044-888-8601 

 

 

 

◆093 

検品作業・傾聴ボランティア 
活動される前に一度見学に来て頂きます。施

設内を御案内致します。 

【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】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】（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～金曜 10：00～16：00 で都合の良

い時間 

【場所】KFJ 多摩はなみずき 

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園」駅・南武線「登

戸」駅徒歩 7 分 

【条件など】18 歳以上の方。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】KFJ 多摩はなみずき 

【担当】鈴木 

【所在地】多摩区登戸 2249-1 

【電話】044-930-4571 

【ＵＲＬ】http://www.kfjtama.or.jp/ 

【受付時間】平日 10：00～16：00 

 

 

 

◆094 

利用者の活動のお手伝いをしてくださ

る方を募集 
 やってみたいけど「不安や心配で…」という

方も、まずはお問い合わせと見学をどうぞ。色々

な活動方法がありますので取り組みやすいやり

方で始めてみてください。 

【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】多摩区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）ビーズや刺し子等の作業（利用者

と一緒に、またはお家で時間のある時に仕上げ

や下準備）。（2）散歩や運動で一緒に体を動かす。

（3）特技を生かして行事で出し物。 

【日時】平日 10：00～15：00（時間応相談） 

【場所】障害者福祉サービス事業所ＫＦＪ多摩

はなもも 

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園」駅徒歩 7 分、

南武線「登戸」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 

【見学など】なし 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者福祉サービス事業所ＫＦＪ多

摩はなもも 

【担当】松岡景子 

【所在地】多摩区登戸 2249-1 

【電話】044-930-3431 

【ＦＡＸ】044-934-1165 

【受付時間】平日 9：00～16：30 
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◆097 

一緒に楽しく活動に参加できる方、大募

集！ 
 「高次脳機能障害」を併せ持つ、身体障害者

の方が主な支援対象です。利用者と楽しく過ご

せる方、大歓迎！ 

【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、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】若干名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】創作活動（アクセサリー作り）、手芸、

散歩、麻雀、ボッチャ（パラリンピック種目）

等のさまざまな活動を通して、体力づくりやリ

ハビリを行っています。これらの活動に一緒に

参加していただいたり、利用者の皆さんのお手

伝いをしていただくボランティアとなります。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00（都合の良い

時間で）、土・日・祝日不定期（イベント出店の

お手伝い） 

【場所】地域活動支援センターいっぽ舎、多摩

市民館、生田緑地等 

【交通】小田急線「登戸」・「向ヶ丘遊園」駅、南

武線「中野島」駅徒歩 15 分 

【条件など】動きやすい服装で。昼食持参。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（応相談） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】地域活動支援センターいっぽ舎 

【担当】安田、佐藤 

【所在地】多摩区登戸 369 第一ふじたけマンシ

ョン 103 

【電話・ＦＡＸ】044-299-8483 

【メール】npo-ippoippo-ipposya@adagio.ocn.ne.jp 

【ＵＲＬ】http://ipposya.server-shared.com/ 

【受付時間】平日 9：30～16：30 

 

 

 

 

 

 

 

◆098 

布のえほんや布のおもちゃを一緒に作

りましょう！ 
出来上がった作品は障害のある子どもたちや

支援学級、図書館、災害支援地等へ届けていま

す。 

【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】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）布の素材を使って布のえほん・お

もちゃを作る。（2）それに伴う糸、フェルト等、

素材の整理・管理（含 作品の完成品、在庫）。

（3）外部への講習・指導。（4）川崎市北部地域

療育センター内でプレイルームを開いています。 

【日時】月曜 10：00～15：30（都合により曜日

の変更あり） 

【場所】福祉パルあさお（都合により変更あり） 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」徒歩 2 分 

【条件など】手作りの好きな方 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ぐるーぷ・もこもこ 

【担当】寺田弘子 

【電話・ＦＡＸ】044-955-5038 

【メール】mail@group-mokomoko.org 

【受付時間】平日・土 9：00～17：00 
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◆099 

朗読・音訳ボランティア募集 
 川崎市北部を中心に、主に視覚障害者を対象

にさまざまな活動を行っています。会員を対象

とした音声訳の勉強会、デジタル録音・編集の

勉強会なども随時行っており、和気あいあいと

楽しく活発に活動しています。ご一緒に活動し

てみませんか。 

【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】多摩区、麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】視覚障害者への情報提供としての音声

訳・朗読の活動は多岐にわたっています。出前

朗読、リーディングサービス、録音図書の制作、

定期刊行物の音声訳・デイジーCD の発行、地域

情報誌「多摩麻生ジャーナル」の制作・発行、

地域行事への参加、講習会、リスナーとの交流

会など 

【日時】定例会は毎月第 3 木曜 10：00～。活動

内容によって異なりますが、主に平日昼間の活

動です。 

【場所】福祉パルあさお、多摩川の里身体障害

者福祉会館、映像工房ペリ、麻生図書館など 

【交通】福祉パルあさお：小田急線「新百合ヶ

丘」駅徒歩 2 分 

【条件など】毎年 2 月～3 月に行われる多摩川

の里身体障害者福祉会館主催の音声訳（朗読）

ボランティア入門講習会（全 5 回）を修了され

た方。年会費 1,000 円。 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】朗読ボランティアグループ さんざ

し 

【担当】山本栄子 

【メール】sanazashi2004@yahoo.co.jp 

【ＵＲＬ】http://web-k.jp/oburi/sanzashi/ 

【受付時間】随時 

 

 

 

 

 

 

 

◆100 

失語症のある方のグループのお手伝い

スタッフ募集 
 失語症の方の会話のサポートをしていただき

ます。初めての方はスタッフが丁寧に説明しま

す。 

【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】多摩区、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】グループ参加者の発言のお手伝いや言

葉の理解などの援助。 

【日時】第 1・3 金曜 13：30～15：00 

【場所】川崎市北部リハビリテーションセンタ

ー3Ｆ会議室（麻生区百合丘 2-8-2） 

【交通】小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩 10 分また

はバス「第一団地前」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】会話サロン 

【担当】二瓶 

【電話】044-281-6621 

【受付時間】月～金 9：00～16：00 

 

 

 

◆097 

一緒に楽しく活動に参加できる方、大募

集！ 
 「高次脳機能障害」を併せ持つ、身体障害者

の方が主な支援対象です。利用者と楽しく過ご

せる方、大歓迎！ 

【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、土日祝日 

【主な地域】多摩区 

【募集人数】若干名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生、高

校生 

【内容】創作活動（アクセサリー作り）、手芸、

散歩、麻雀、ボッチャ（パラリンピック種目）

等のさまざまな活動を通して、体力づくりやリ

ハビリを行っています。これらの活動に一緒に

参加していただいたり、利用者の皆さんのお手

伝いをしていただくボランティアとなります。 

【日時】月～金曜 10：00～15：00（都合の良い

時間で）、土・日・祝日不定期（イベント出店の

お手伝い） 

【場所】地域活動支援センターいっぽ舎、多摩

市民館、生田緑地等 

【交通】小田急線「登戸」・「向ヶ丘遊園」駅、南

武線「中野島」駅徒歩 15 分 

【条件など】動きやすい服装で。昼食持参。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（応相談） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】地域活動支援センターいっぽ舎 

【担当】安田、佐藤 

【所在地】多摩区登戸 369 第一ふじたけマンシ

ョン 103 

【電話・ＦＡＸ】044-299-8483 

【メール】npo-ippoippo-ipposya@adagio.ocn.ne.jp 

【ＵＲＬ】http://ipposya.server-shared.com/ 

【受付時間】平日 9：30～16：30 

 

 

 

 

 

 

 

◆098 

布のえほんや布のおもちゃを一緒に作

りましょう！ 
出来上がった作品は障害のある子どもたちや

支援学級、図書館、災害支援地等へ届けていま

す。 

【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】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】（1）布の素材を使って布のえほん・お

もちゃを作る。（2）それに伴う糸、フェルト等、

素材の整理・管理（含 作品の完成品、在庫）。

（3）外部への講習・指導。（4）川崎市北部地域

療育センター内でプレイルームを開いています。 

【日時】月曜 10：00～15：30（都合により曜日

の変更あり） 

【場所】福祉パルあさお（都合により変更あり） 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」徒歩 2 分 

【条件など】手作りの好きな方 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ぐるーぷ・もこもこ 

【担当】寺田弘子 

【電話・ＦＡＸ】044-955-5038 

【メール】mail@group-mokomoko.org 

【受付時間】平日・土 9：00～17：00 
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◆101 

施設ボランティア（散歩、運動、裁縫、

さをり織り、ビーズ、押し花、レクリエ

ーション等） 
 18 歳以上の障害をお持ちの方が通所されて

いる施設です。ご利用者の皆さんと一緒に活動

（サポート）を楽しみませんか。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】1 日 4 名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】散歩の付き添い。運動およびストレッ

チのサポート。裁縫・さをり織り・ビーズ・押

し花・園芸などの手作業の補助・指導。ご利用

者とのお話し相手。レクリエーションをご一緒

に楽しむ・補助・指導など。 

【日時】月～土曜午前（10：20～11：20）、昼

（12：45～13：45）、午後（13：45～14：45）、 

1 日（10：20～14：45） 

【場所】障害者支援施設（通所）しんゆり 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩 8 分 

【条件など】18 歳以上。裁縫・さをり織り・押

し花・園芸を指導してくださる方歓迎。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者支援施設（通所）しんゆり 

【担当】佐々木、松本 

【所在地】麻生区上麻生 3-22-12 

【電話】044-952-5451 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-shinyuri.jp/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆102 

知的障害者の付き添い/活動補助/行

事・イベントボラ募集 
 多くのボランティアの方が、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あるので、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、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】（1）利用者の散歩の付き添い。（2）室

内、屋外作業、創作活動（折り紙、絵画、書道

等）、スポーツ。（3）音楽イベントや学園行事の

付き添いや補助等。 

【日時】月～金曜 10：00～12：00、13：30～

16：00、10：00～16：00※ボランティアの内容

により異なりますので、お問い合わせください

（時間と曜日については要相談）。 

【場所】川崎授産学園 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス「千

代ヶ丘」下車徒歩 8 分 

【条件など】ボランティア内容により異なりま

すので、お問い合わせください。未経験の方大

歓迎。 

【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】川崎授産学園 

【担当】佐藤恵 

【所在地】麻生区細山 1209 

【電話】044-954-5011 

【ＦＡＸ】044-954-6463 

【メール】info@seiwa-gakuen.jp 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-gakuen.jp 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 
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◆103 

生活のお手伝いをしてくれるボランテ

ィア募集中 
障害をもった方達が、より楽しく充実した生活

を送るためのお手伝いをしてみませんか。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期、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】敷地内の花壇のお手入れや清掃、また

は利用者様の使用されている車椅子の清掃をお

願いします。ご都合に合わせて作業内容を相談

させていただくため、ご自分のペースでお手伝

いしていただけます。 

【日時】平日 10：00～18：00 で 1～2 時間程

度（月に 1～2 回程度） 

【場所】ソレイユ川崎敷地内 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス「千

代ヶ丘」下車徒歩約 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 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】重症児・者福祉医療施設ソレイユ川

崎 

【担当】加藤、大森 

【所在地】麻生区細山 1203 番地 

【電話】044-959-3003 

【メール】soleilkawasaki@misasakai.or.jp 

【受付時間】月～金 9：00～18：00 

 

 

 

◆104 

発達障害者の日中活動のボランティア

募集 
 18 歳以上の発達障害者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

いただける方を募集しています。 

【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】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】農作業、料理、お菓子作り、卓球、ビリ

ヤード等毎月定期的に行っています。 

【日時】平日 10：00～12：00 または 13：00～

16：00 

【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】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩 6 分 

【条件など】発達障害に理解のある方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市発達障害地域活動支援センタ

ーゆりの木 

【担当】池沢元亮 

【所在地】麻生区上麻生 1-7-11 クラウンビル

301 

【電話】044-969-7177 

【メール】yurinoki@aoitori-net.com 

【ＵＲＬ】 

http://www.aoitori-y.jp/kawasaki-yurinoki/ 

【受付時間】平日 9：00～17：00 

 

 

 

◆105 

ほくほく-ひろば（施設開放時）のお手

伝い 
 発達に心配のあるお子さんとそのご家族を支

える機関です。ほくほく-ひろば（施設開放）で、

子ども達と一緒に楽しく過ごせる方を募集して

います。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／土

日祝日 

【主な地域】麻生区 【募集人数】若干名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】ほくほく-ひろば（施設開放時）のお手

伝い。利用児童（主に未就学児童）、ご家族との

遊び。ほくほく-ひろばの準備と片付け。 

【日時】第 1・3 土曜 9：30～12：00 

【場所】川崎市北部地域療育センター 

【交通】小田急線「五月台」駅徒歩 5 分 

【条件など】動きやすい服装で。ボランティア

保険への加入をお願いします。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎市北部地域療育センター 

【所在地】麻生区片平 5-26-1 

【電話】044-988-3144 

【ＵＲＬ】https://www.douaikai.com/kawasaki 

/hokubu/hokuhoku_hiroba.html 

【受付時間】月～金、第 1・3 土曜 8:30～17:00 

 

◆101 

施設ボランティア（散歩、運動、裁縫、

さをり織り、ビーズ、押し花、レクリエ

ーション等） 
 18 歳以上の障害をお持ちの方が通所されて

いる施設です。ご利用者の皆さんと一緒に活動

（サポート）を楽しみませんか。 

【主な分野】障がい者・児 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日、土日祝日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】1 日 4 名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】散歩の付き添い。運動およびストレッ

チのサポート。裁縫・さをり織り・ビーズ・押

し花・園芸などの手作業の補助・指導。ご利用

者とのお話し相手。レクリエーションをご一緒

に楽しむ・補助・指導など。 

【日時】月～土曜午前（10：20～11：20）、昼

（12：45～13：45）、午後（13：45～14：45）、 

1 日（10：20～14：45） 

【場所】障害者支援施設（通所）しんゆり 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩 8 分 

【条件など】18 歳以上。裁縫・さをり織り・押

し花・園芸を指導してくださる方歓迎。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】障害者支援施設（通所）しんゆり 

【担当】佐々木、松本 

【所在地】麻生区上麻生 3-22-12 

【電話】044-952-5451 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-shinyuri.jp/ 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆102 

知的障害者の付き添い/活動補助/行

事・イベントボラ募集 
 多くのボランティアの方が、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あるので、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、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】（1）利用者の散歩の付き添い。（2）室

内、屋外作業、創作活動（折り紙、絵画、書道

等）、スポーツ。（3）音楽イベントや学園行事の

付き添いや補助等。 

【日時】月～金曜 10：00～12：00、13：30～

16：00、10：00～16：00※ボランティアの内容

により異なりますので、お問い合わせください

（時間と曜日については要相談）。 

【場所】川崎授産学園 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス「千

代ヶ丘」下車徒歩 8 分 

【条件など】ボランティア内容により異なりま

すので、お問い合わせください。未経験の方大

歓迎。 

【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】川崎授産学園 

【担当】佐藤恵 

【所在地】麻生区細山 1209 

【電話】044-954-5011 

【ＦＡＸ】044-954-6463 

【メール】info@seiwa-gakuen.jp 

【ＵＲＬ】http://www.seiwa-gakuen.jp 

【受付時間】月～金 8：30～17：00 
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◆106 

日中活動ボランティア募集 
 ボランティア、見学は随時募集しています。

ご希望の方はぜひご連絡ください。 

【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】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】障害のある方たちに、日中の時間を安

心して過ごしていただく施設です。所内では、

利用者の皆さんと話をしたり、将棋、麻雀など

一緒に楽しんでいただきます。調理の得意な方

がいらしゃれば歓迎します。その他、散策やミ

ニレク、半日旅行等を企画することもあります。 

【日時】開所時間は平日 10：00～16：00（水曜

のみ 12：00～16：00）※ボランティア活動時

間・曜日については応相談 

【場所】地域活動支援センター日だまり工房 

【交通】小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩 8 分また

は「百合ヶ丘」からバス「管理事務所前」下車

徒歩 1 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】地域活動支援センター日だまり工房 

【担当】國米、中西 

【所在地】麻生区百合丘 1-16-14 クレスト百合

丘 4F 

【電話】044-965-4311 

【メール】hidamarikobo@nifty.com 

【ＵＲＬ】https://slt-spt.wixsite.com/silent 

support 

【受付時間】平日 10：00～16：00 

 

 

 

◆107 

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 
 1 日だけの参加でもＯＫです。車いすの方の

介助など、イベント実施時の支援をお願いしま

す。お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】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】車いすダンスのイベントなどお手伝い

してくれる方。介護予防ダンスなど、レクチャ

ーイベントのお手伝いをしてくれる方。バリア

フリーパーティーのお手伝い（受付、車いすの

方の移動）。 

【日時】未定 

【場所】会場による 

【申込】随時 【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】全日本車いすダンスネットワーク 

【担当】古田博子 

【電話】090-7231-6613 

 

 

 

◆108 

脳卒中後遺症者の自主グループです 
 かわさき七和会は脳卒中後遺症者の自主グル

ープです。各区で週 1 回のリハビリ活動や年に

１～２回の旅行をしています。家族ボランティ

アも一緒に活動しています。 

【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】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】リハビリの一環として散歩、リハビリ

体操、絵手紙、習字、ゲートゴルフ、手話コー

ラス、ハーモニカ、カラオケ、ハンドベル、昼

食会等、各区によりそれぞれ企画しています。

またピアカウンセリングも実施しています。こ

れらの行事に参加していただき一緒に楽しみ、

お手伝いをしていただいています。 

【日時】各区で例会日が決まっています 

【場所】障害者福祉施設や老人いこいの家、市

民館等 

【交通】各区により違います。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】かわさき七和会 

【担当】勝又千鶴 

【電話】044-788-2538 

【受付時間】随時 
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◆109 

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） 
 障がいを持っている方とコミュニケーション

を図るボランティアです。初めての方でも十分

なサポートを行います。 

【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】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】障害者支援施設を訪問し読み聞かせや

紙芝居等ツールも活用しながら当事者の方と関

係性を築きます。お話しをしたり、ゲームをし

たり、一緒に作業なども行います。会話が不自

由な方も多いので、さまざまな工夫をしながら

コミュニケーションを図ります。各施設とは信

頼関係があり、年に数回ですがバザーのお手伝

い、お祭りのお手伝い、日帰り旅行の同行など

イベントにも参加します。活動場所は宮前区 1

か所、高津区 2 か所、幸区１か所で、メンバー

は月 1～2 回程度活動しています。 

【日時】各施設の都合、メンバーの希望を調整

し、活動日時を決めます。各施設とも午前また

は午後２時間程度活動します。なるべく複数名

で活動するようにしています。 

【条件など】ボランティア保険加入。未経験の

方も歓迎。必要な教育訓練は外部研修、ＯＪＴ

など行います。 

【申込】随時 

【申込方法】FAX 

【見学など】申し込みされた方には会員がオリ

エンテーションを行います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】精神保健福祉ボランティアグループ 

ねくすと 22 

【ＦＡＸ】044-330-1714 

【ＵＲＬ】http://www.next-22.com/ 

【受付時間】随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆110 

若年認知症当事者の見守り支援者募集 
 市内で活動するので、元気で認知症の理解の

ある方を求む。 

【主な分野】疾病・医療 

【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、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】プログラムの内容にもよるが、一緒に

楽しむ。トイレ誘導やできないところだけサポ

ートする。レクリエーション活動が多い。話し

かけも必要。 

【日時】第 4 火曜 13：00～16：00 

【場所】主に高津市民館および多摩市民館。外

出レクは市外もあり 

【交通】高津市民館：南武線「武蔵溝の口」駅

徒歩 5 分、多摩市民館：小田急線「向ケ丘遊園」

駅徒歩 5 分 

【条件など】見学無料。以後活動する時は年会

費 3,000 円（別途サポーター費支給）。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】若年認知症グループどんどん 

【電話】080-1081-3033 

【ＦＡＸ】044-954-6988 

【ＵＲＬ】http://dondonkawasaki.wordpress. 

com/ 

【受付時間】平日 9：00～19：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疾病・医療 

◆106 

日中活動ボランティア募集 
 ボランティア、見学は随時募集しています。

ご希望の方はぜひご連絡ください。 

【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】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】障害のある方たちに、日中の時間を安

心して過ごしていただく施設です。所内では、

利用者の皆さんと話をしたり、将棋、麻雀など

一緒に楽しんでいただきます。調理の得意な方

がいらしゃれば歓迎します。その他、散策やミ

ニレク、半日旅行等を企画することもあります。 

【日時】開所時間は平日 10：00～16：00（水曜

のみ 12：00～16：00）※ボランティア活動時

間・曜日については応相談 

【場所】地域活動支援センター日だまり工房 

【交通】小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩 8 分また

は「百合ヶ丘」からバス「管理事務所前」下車

徒歩 1 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】地域活動支援センター日だまり工房 

【担当】國米、中西 

【所在地】麻生区百合丘 1-16-14 クレスト百合

丘 4F 

【電話】044-965-4311 

【メール】hidamarikobo@nifty.com 

【ＵＲＬ】https://slt-spt.wixsite.com/silent 

support 

【受付時間】平日 10：00～16：00 

 

 

 

◆107 

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 
 1 日だけの参加でもＯＫです。車いすの方の

介助など、イベント実施時の支援をお願いしま

す。お気軽にお問い合わせください。 

【主な分野】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】車いすダンスのイベントなどお手伝い

してくれる方。介護予防ダンスなど、レクチャ

ーイベントのお手伝いをしてくれる方。バリア

フリーパーティーのお手伝い（受付、車いすの

方の移動）。 

【日時】未定 

【場所】会場による 

【申込】随時 【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】全日本車いすダンスネットワーク 

【担当】古田博子 

【電話】090-7231-6613 

 

 

 

◆108 

脳卒中後遺症者の自主グループです 
 かわさき七和会は脳卒中後遺症者の自主グル

ープです。各区で週 1 回のリハビリ活動や年に

１～２回の旅行をしています。家族ボランティ

アも一緒に活動しています。 

【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】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】リハビリの一環として散歩、リハビリ

体操、絵手紙、習字、ゲートゴルフ、手話コー

ラス、ハーモニカ、カラオケ、ハンドベル、昼

食会等、各区によりそれぞれ企画しています。

またピアカウンセリングも実施しています。こ

れらの行事に参加していただき一緒に楽しみ、

お手伝いをしていただいています。 

【日時】各区で例会日が決まっています 

【場所】障害者福祉施設や老人いこいの家、市

民館等 

【交通】各区により違います。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】かわさき七和会 

【担当】勝又千鶴 

【電話】044-788-2538 

【受付時間】随時 
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◆111 

病院ボランティアを募集！ 
 皆さまの時間を少し患者さんに寄り添ってく

ださい。 

【主な分野】疾病・医療 

【種別】ボランティア／長期／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、中学生 

【内容】（1）移動図書（2）受付案内（3）病棟

での足浴、話相手、折り紙（4）小児病棟での遊

びやおやつ介助等（5）ＮＩＣＵ（新生児集中治

療室）での赤ちゃん抱っこ（6）ミニコンサート

の手伝い（7）画像診断センターでの手伝い 

※学生は（1）移動図書をお願いしています。 

【日時】活動内容により異なるのでお問い合わ

せください。活動時間は 1 回 3 時間程度 

【場所】聖マリアンナ医科大学病院 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」「百合ヶ丘」「生

田」「向ヶ丘遊園」駅または田園都市線「あざみ

野」「鷺沼」「宮前平」「溝の口」駅からバス「聖

マリアンナ医科大学病院」下車 

【条件など】活動しやすい服、音の出ない靴（サ

ンダルは不可）、メモノート、※学生はエプロン

持参、大人は貸し出します。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】病院ボランティア会 ランパス 

【担当】鈴木純子 

【電話・ＦＡＸ】045-913-5797 

【受付時間】21：00 頃まで 

 

 

 

◆112 

うつ病支援ボランティア募集 
 うつ病支援に関心のある方、ボランティアで

支援活動に協力してください。 

【主な分野】疾病・医療 

【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】うつ病自助グループ「GEN さんのつど

い」に参加していただき、時間をかけてうつ病

支援活動（参加者に心を寄せる、個別相談に同

席など）に携わっていただきます。 

【日時】ホームページに記載 

【場所】福祉パルあさお研修室 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩 2 分 

【申込】随時 

【申込方法】直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】うつ病支援の会あさお 

【担当】田中元介 

【電話】044-953-4363 

【ＵＲＬ】 http://web-asao.jp/hp2/utsubyou-

ongaesi/ 

【受付時間】9：00～21：00 

 

 

 

◆113 

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。 

【主な分野】福祉 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】全市 

【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

3～4 時間）。 

【場所】武蔵小杉周辺 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 8 分 

【条件など】3回の公開講座を1回以上受講後、

1 年半の研修を受けて認定されることが必要。 

【申込】公開講座受付期間は毎年 12 月～2 月 

【申込方法】FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎いのちの電話 

【ＦＡＸ】044-722-7122 

【ＵＲＬ】http://kawasaki-inochinodenwa.jp 

【受付時間】 

月～金（祝日不可）10：00～17：00 
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◆114 

多摩市民館青年教室ボランティア募集 
 月 1 回知的障がいのある人と活動する方を募

集しています。体験教室やバスハイクなど楽し

い活動です。 

【主な分野】社会教育・生涯学習 

【種別】ボランティア／長期／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 

【内容】多摩市民館青年教室とは、知的障がい

のある方と一緒に体験、交流を行う活動です。

市民館と協働で活動の企画・運営を行い、活動

時は参加者のサポートをします。活動内容によ

っては、参加費（300 円～1,500 円程度）がかか

ります。昨年度の例：アート体験、バスハイク、

新年会、料理体験など 

【日時】（打ち合わせ）原則毎月第 1 土曜 10：

00～12：00、（活動日）原則毎月第 3 または第

4 土曜 10：00～15：00 

【場所】多摩市民館 

【交通】南武線「登戸」駅徒歩 5 分、小田急線

「向ヶ丘遊園」駅徒歩 12 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】多摩市民館 

【所在地】多摩区登戸 1775-1 

【電話】044-935-3333 

【ＦＡＸ】044-935-3398 

【メール】88tamashi@city.kawasaki.jp 

【ＵＲＬ】http://www.city.kawasaki.jp/tama/ 

page/0000081973.html 

【受付時間】9：00～21：00（第 3 月を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆115 

「まちのニュース映像」「地域 PR 映像」

取材メンバー募集 
 映像制作のボランティアグループ。現在、「か

わさき市民ニュース」や「かわさきビューティ

フル！」を自主制作・公開しています。「映像制

作に興味がある方」「仲間と楽しく学び、スキル

アップしたい方」募集しています！ 

【主な分野】まちづくり 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】幸区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】「かわさき市民ニュース」は、川崎の「今」

の姿を動画で記録し、貴重な地域資源として後

世に残していく事業です。制作したニュース映

像（3 分程度）は、ホームページで公開。取材の

選定・企画からビデオ撮影・編集、ナレーショ

ン入れ、ホームページ掲載まで、都度 2～3 名の

チームで制作します。月 1 回、川崎での定例会

あり。ビデオクラブとして、撮影・編集の勉強

会、撮影会、上映会も行っています。活動歴 10

年目。メンバー約 20 名です。 

【日時】すべて自由参加。取材内容を決定する

月 1 回の定例会（中旬～月末）は、できるだけ

参加をお願いします。 

【場所】取材先は市内全域。定例会は川崎市産

業振興会館（JR 川崎駅徒歩 7 分）など 

【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】かわさきキネマサークル 

【電話・ＦＡＸ】044-385-1004 

【メール】k-cnews@kcn.minibird.jp 

【ＵＲＬ】http://kcn.minibird.jp/ 

【受付時間】月～金 9：00～17：00 

 

 

社会教育・生涯教育 まちづくり 

◆111 

病院ボランティアを募集！ 
 皆さまの時間を少し患者さんに寄り添ってく

ださい。 

【主な分野】疾病・医療 

【種別】ボランティア／長期／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、中学生 

【内容】（1）移動図書（2）受付案内（3）病棟

での足浴、話相手、折り紙（4）小児病棟での遊

びやおやつ介助等（5）ＮＩＣＵ（新生児集中治

療室）での赤ちゃん抱っこ（6）ミニコンサート

の手伝い（7）画像診断センターでの手伝い 

※学生は（1）移動図書をお願いしています。 

【日時】活動内容により異なるのでお問い合わ

せください。活動時間は 1 回 3 時間程度 

【場所】聖マリアンナ医科大学病院 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」「百合ヶ丘」「生

田」「向ヶ丘遊園」駅または田園都市線「あざみ

野」「鷺沼」「宮前平」「溝の口」駅からバス「聖

マリアンナ医科大学病院」下車 

【条件など】活動しやすい服、音の出ない靴（サ

ンダルは不可）、メモノート、※学生はエプロン

持参、大人は貸し出します。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】病院ボランティア会 ランパス 

【担当】鈴木純子 

【電話・ＦＡＸ】045-913-5797 

【受付時間】21：00 頃まで 

 

 

 

◆112 

うつ病支援ボランティア募集 
 うつ病支援に関心のある方、ボランティアで

支援活動に協力してください。 

【主な分野】疾病・医療 

【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】うつ病自助グループ「GEN さんのつど

い」に参加していただき、時間をかけてうつ病

支援活動（参加者に心を寄せる、個別相談に同

席など）に携わっていただきます。 

【日時】ホームページに記載 

【場所】福祉パルあさお研修室 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩 2 分 

【申込】随時 

【申込方法】直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】うつ病支援の会あさお 

【担当】田中元介 

【電話】044-953-4363 

【ＵＲＬ】 http://web-asao.jp/hp2/utsubyou-

ongaesi/ 

【受付時間】9：00～21：00 

 

 

 

◆113 

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。 

【主な分野】福祉 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】全市 

【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

3～4 時間）。 

【場所】武蔵小杉周辺 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 8 分 

【条件など】3回の公開講座を1回以上受講後、

1 年半の研修を受けて認定されることが必要。 

【申込】公開講座受付期間は毎年 12 月～2 月 

【申込方法】FAX 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】川崎いのちの電話 

【ＦＡＸ】044-722-7122 

【ＵＲＬ】http://kawasaki-inochinodenwa.jp 

【受付時間】 

月～金（祝日不可）10：00～17：00 
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◆116 

和太鼓公演、出演時の受付、裏方さん募

集 
 2020 年は 11 月に国際交流センターホールで

４回公演を行います。裏方のボランティアを募

集しています。他にも毎月のように出演依頼が

あり各地で演奏会を開きます。太鼓に興味のあ

る方の参加をお待ちしています。 

【主な分野】まちづくり 

【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】大きな公演では仕込みに１日かかりま

す。大道具の仕込み、転換、舞台監督の補佐、

受付要員等の作業。日常的な出演の協力作業と

しては、道具の搬入、セッティング、転換など。 

【日時】11 月 27 日（金）仕込み、28 日（土）・

29 日（日）本番（時間未定）。とくに 27 日の仕

込み協力をお願いします。日常的な出演体制は

未定となっているので、希望される方はご一報

ください。 

【場所】川崎市国際交流センター 

【交通】東横線「元住吉」駅徒歩 10 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】和太鼓祭音・平間わんぱく少年団 

【担当】山本忠利 

【電話】090-9677-2205 

【ＦＡＸ】044-533-7470 

【メール】info@matsurine.com 

【ＵＲＬ】www.matsurine.com 

【受付時間】10：00～20：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆117 

楽器演奏者、ＰＡ機材操作者を募集 
 下記の経験者を募集しています。 トランペッ

ト、サックス、トロンボーン、クラリネット、

フルート、ギター、ベース、ピアノ、ドラム演

奏者。楽器は自己所有で且つ運搬できる方。楽

曲アレンジャーの募集、音響機材のセッティン

グ及びその操作ができる方を募集。 

【主な分野】学術・文化・芸術 

【種別】実働スタッフ／単発・短期、長期／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】活動地域での歌声プラザの定期開催と

地域老人ホームへの訪問演奏を行っています。 

バンド練習は月二回、日曜日午後に実施。演奏

曲は懐メロ・流行歌・和洋ポップス・唱歌・フ

ォーク等。本番演奏時に音響機材のセッティン

グとその操作作業。 

【日時】土日祝日の午前または午後 

【場所】宮前区白幡台いこいの家 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅からバス「平」

下車徒歩 5 分 

【条件など】年齢・性別は不問。楽器持参。月

会費 円。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】白南ライトミュージッククラブ 

【担当】鈴木愛治 

【電話・ＦＡＸ】044-977-7136 

【メール】ghm207@yahoo.co.jp 

【受付時間】随時 
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◆118 

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 
 １日だけの参加も OK です。スタッフが丁寧

に説明しますので、お気軽にお問合せ下さい。

乙女文楽の公演が観られますよ！ 

【主な分野】学術・文化・芸術 

【種別】ボランティア／単発・短期／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 

【内容】例年、ゴールデンウィークに乙女文楽

の公演を行っております。また夏休みには、小

学校高学年から高校生の男女に向け乙女文楽教

室を開催、修了生による発表会を行っています。

その際に運営のお手伝いをして下さる方を募集

しています。※乙女文楽教室：希望者は見学出

来ます。 

【日時】ゴールデンウィーク、夏休み 

【場所】現代人形劇センター 

【交通】東横線「元住吉」駅徒歩 20 分 

【条件など】未経験歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】（公財）現代人形劇センター 

【担当】河合道洋 

【電話】044-777-2228 

【ＦＡＸ】044-777-3570 

【メール】asia@puppet.or.jp 

【ＵＲＬ】http://www.puppet.or.jp 

【受付時間】月～金 10：00～18：00 

 

 

 

◆119 

なかはらミュージカル ボランティア

大募集！ 
 市民でつくる「なかはらミュージカル」、ぜひ

あなたのお力をお貸しください！ 

【主な分野】学術・文化・芸術 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土

日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】レッスン時の受付などの管理のほか、

ミュージカルで使用する衣装・備品の制作、ミ

ュージカル当日の運営手伝い 

【日時】未定 

【場所】中原市民館、上丸子小学校ほか 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】なかはらミュージカル実行委員会 

【担当】奥平亨 

【電話】080-4338-7105 

【メール】toru_okudaira@ehonnavi.net 

【ＵＲＬ】https://www.naka-myu.com/ 

【受付時間】月～金 10：00～17：00 

 

 

 

◆120 

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 
 チラシ作りからコンサート運営まで一緒にし

ましょう。 

【主な分野】学術・文化・芸術 

【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】専門学校・短期大学・大学生、一般 

【内容】コンサートのチラシやプログラムの作

成と運営まで係れるボランティアです。 

【日時】毎月第 3 日曜 10：00～14：00 

【場所】高津市民館 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅徒歩 2 分 

【条件など】 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】たかつサロン DE コンサート実行委

員会 

【担当】コンサート担当者 

【所在地】高津区溝口 1-4-1 高津市民館内 

【電話】044-814-7603 

 

 

◆116 

和太鼓公演、出演時の受付、裏方さん募

集 
 2020 年は 11 月に国際交流センターホールで

４回公演を行います。裏方のボランティアを募

集しています。他にも毎月のように出演依頼が

あり各地で演奏会を開きます。太鼓に興味のあ

る方の参加をお待ちしています。 

【主な分野】まちづくり 

【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】大きな公演では仕込みに１日かかりま

す。大道具の仕込み、転換、舞台監督の補佐、

受付要員等の作業。日常的な出演の協力作業と

しては、道具の搬入、セッティング、転換など。 

【日時】11 月 27 日（金）仕込み、28 日（土）・

29 日（日）本番（時間未定）。とくに 27 日の仕

込み協力をお願いします。日常的な出演体制は

未定となっているので、希望される方はご一報

ください。 

【場所】川崎市国際交流センター 

【交通】東横線「元住吉」駅徒歩 10 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】和太鼓祭音・平間わんぱく少年団 

【担当】山本忠利 

【電話】090-9677-2205 

【ＦＡＸ】044-533-7470 

【メール】info@matsurine.com 

【ＵＲＬ】www.matsurine.com 

【受付時間】10：00～20：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆117 

楽器演奏者、ＰＡ機材操作者を募集 
 下記の経験者を募集しています。 トランペッ

ト、サックス、トロンボーン、クラリネット、

フルート、ギター、ベース、ピアノ、ドラム演

奏者。楽器は自己所有で且つ運搬できる方。楽

曲アレンジャーの募集、音響機材のセッティン

グ及びその操作ができる方を募集。 

【主な分野】学術・文化・芸術 

【種別】実働スタッフ／単発・短期、長期／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】活動地域での歌声プラザの定期開催と

地域老人ホームへの訪問演奏を行っています。 

バンド練習は月二回、日曜日午後に実施。演奏

曲は懐メロ・流行歌・和洋ポップス・唱歌・フ

ォーク等。本番演奏時に音響機材のセッティン

グとその操作作業。 

【日時】土日祝日の午前または午後 

【場所】宮前区白幡台いこいの家 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅からバス「平」

下車徒歩 5 分 

【条件など】年齢・性別は不問。楽器持参。月

会費 円。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】白南ライトミュージッククラブ 

【担当】鈴木愛治 

【電話・ＦＡＸ】044-977-7136 

【メール】ghm207@yahoo.co.jp 

【受付時間】随時 
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◆121 

音楽イベントボランティアの募集 
 「音楽のまち・かわさき」推進協議会では、

市内で開催される音楽イベントの運営をサポー

トするボランティアを募集しています。 

【主な分野】学術・文化・芸術 

【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、高津区、宮前区、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】音楽イベントの運営補助（屋外フリー

ライブでの会場設営・チラシ配布、コンサート

ホールでのチケットもぎり・場内案内、写真撮

影、SNS での情報発信など） 

【日時】（1）アジア交流音楽祭…4 月、（2）お

んまち・みぞのくちライブ…3 月～12 月第 3 土

曜、（3）フレルさぎ沼・おんまちライブ…毎月

第 4 水曜他、（4）カワサキストリートミュージ

ックバトル…3 月（※詳細はボランティア登録

された方にご案内します） 

【場所】（1）アジア交流音楽祭…川崎駅周辺、

（2）おんまち・みぞのくちライブ…溝ノ口駅 ノ

クティプラザ 2（マルイ）、（3）フレルさぎ沼・

おんまちライブ…鷺沼駅 フレルさぎ沼、（4）カ

ワサキストリートミュージックバトル…サンピ

アンかわさき（川崎区） 

【交通】各イベント会場によります。 

【条件など】年齢・性別は問いません。ボラン

ティア保険に加入しています。交通費の支給は

ありません。 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】「音楽のまち・かわさき」推進協議会 

【電話】044-544-9641 

【メール】bank@ongakunomachi.jp 

【ＵＲＬ】https://www.ongakunomachi.jp/music 

volunteer/ 

【受付時間】平日 8：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆122 

里山作業ボランティア 
幸区市民健康の森「加瀬山」(夢見ヶ崎動物公園)

内の緑化・花壇整備の作業です。 

【主な分野】環境保全 

【種別】ボランティア／単発・短期／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、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】雑木林の下草刈り、竹林整備、草花の

手入れ、イベントの手伝い 

【日時】毎月第 1 日曜、第 2 水曜、第 3 水曜 

【場所】夢見ヶ崎動物公園事務所前 

【交通】横須賀線「新川崎駅」からバス「夢見

ヶ崎動物公園前」下車徒歩 8 分 

【条件など】汚れても良い服装（長袖シャツ、

長ズボン）。手袋、飲み物持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】幸区市民健康の森 さいわい加瀬山の

会 

【担当】橋本文夫 

【電話】090-5570-9583 

【受付時間】月～金  10：00～16：00 
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◆123 

人にやさしく、地球にやさしく（紙芝居

に興味のある方） 
 エコ座は地球温暖化の問題を分かりやすく伝

えていくために、子どもから大人まで、紙芝居

の実演を行い、啓発活動を行っています。 

【主な分野】環境保全 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】幸区、中原区 

【募集人数】少数 

【対象】専門学校・短期大学・大学生、一般 

【内容】町内会、団地自治会、地域のあらゆる

文化団体、老人会、子ども会、老人いこいの家、

幼稚園、小学校、公共のイベント他に於いて地

球温暖化問題を紙芝居の物語りを通して観客の

心に地球環境の芽を育てます。対象人数 10～

300 人。 

【日時】1 月、3 月、7 月、9 月、10 月 

【場所】（1）中原市民館、（2）幸市民館 

【交通】（1）南武線「鹿島田」駅、（2）「武蔵小

杉」駅 

【条件など】地球環境問題に興味のある方 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX 

【見学など】面接含め事前に話し合う機会作り

ます 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人環境紙芝居エコ座 

【担当】村岡算人 

【電話・ＦＡＸ】044-555-9626 

【受付時間】火・水・金 9：00～17：00 

 

 

 

◆124 

とんもり谷戸で楽しく緑のボラ活をし

てみませんか？ 
頑張り過ぎない活動がモットーです。緑の中で

お手伝いください。 

【主な分野】環境保全 

【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日 

【主な地域】宮前区 

【募集人数】不問 【対象】一般 

【内容】川のゴミ拾い。竹の除間伐。遊歩道の

手入れ。畑仕事（田んぼ、野菜）。 

【日時】毎月第 2 日曜 9：00～11：30 頃 

【場所】とんもり谷戸（宮前区初山 1-17）生田

緑地初山地区 

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」駅からバス鷲ヶ

峰営業所、マリアンナ医大行「初山」下車徒歩

3 分 

【申込】随時 【申込方法】メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】飛森谷戸の自然を守る会 

【担当】髙木一弘 

【メール】tonmori_takagi@yahoo.co.jp 

【ＵＲＬ】http://tonmori.216.jp 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆125 

雑木林の手入れをいっしょにしません

か。 
 幼児から、その親御さんや祖父母の方まで、

一緒に森の中で楽しくやってます。 

【主な分野】環境保全 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／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、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】約 9000 ㎡の雑木林の手入れを、行い

ます。ササ刈、草刈り、倒木の処理、落ち葉掻

き、看板の整備など季節に応じた作業を子ども

も一緒に行います。鎌やのこぎりなどの道具は

用意しています。作業のために、生き物の観察

や調査を行うほか、森ならではの遊びも取り入

れています。川崎市のボランティア保険の対象

です。 

【日時】原則毎月第 1 日曜 10：00～15：00 頃

まで（午前・午後どちらかのみも可）。 

【場所】南野川ふれあいの森（宮前区野川 2815） 

【交通】田園都市線「鷺沼」駅からバス鷺 02 系

統「稲荷坂」下車徒歩 10 分 

【条件など】汚れてもよい動きやすい服装、靴。

長袖、長ズボン着用。軍手、飲み物、お弁当、汗

ふきタオル、虫除けなど持参。 

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】野川はあも（南野川特別緑地保全地

区管理運営協議会） 

【担当】伊藤菊代 

【電話・ＦＡＸ】044-856-5201 

【メール】haamo@216.jp 

【ＵＲＬ】http://haamo.216.jp 

【受付時間】電話・ＦＡＸの場合 20：00 まで

◆121 

音楽イベントボランティアの募集 
 「音楽のまち・かわさき」推進協議会では、

市内で開催される音楽イベントの運営をサポー

トするボランティアを募集しています。 

【主な分野】学術・文化・芸術 

【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、高津区、宮前区、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】音楽イベントの運営補助（屋外フリー

ライブでの会場設営・チラシ配布、コンサート

ホールでのチケットもぎり・場内案内、写真撮

影、SNS での情報発信など） 

【日時】（1）アジア交流音楽祭…4 月、（2）お

んまち・みぞのくちライブ…3 月～12 月第 3 土

曜、（3）フレルさぎ沼・おんまちライブ…毎月

第 4 水曜他、（4）カワサキストリートミュージ

ックバトル…3 月（※詳細はボランティア登録

された方にご案内します） 

【場所】（1）アジア交流音楽祭…川崎駅周辺、

（2）おんまち・みぞのくちライブ…溝ノ口駅 ノ

クティプラザ 2（マルイ）、（3）フレルさぎ沼・

おんまちライブ…鷺沼駅 フレルさぎ沼、（4）カ

ワサキストリートミュージックバトル…サンピ

アンかわさき（川崎区） 

【交通】各イベント会場によります。 

【条件など】年齢・性別は問いません。ボラン

ティア保険に加入しています。交通費の支給は

ありません。 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】「音楽のまち・かわさき」推進協議会 

【電話】044-544-9641 

【メール】bank@ongakunomachi.jp 

【ＵＲＬ】https://www.ongakunomachi.jp/music 

volunteer/ 

【受付時間】平日 8：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆122 

里山作業ボランティア 
幸区市民健康の森「加瀬山」(夢見ヶ崎動物公園)

内の緑化・花壇整備の作業です。 

【主な分野】環境保全 

【種別】ボランティア／単発・短期／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、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】雑木林の下草刈り、竹林整備、草花の

手入れ、イベントの手伝い 

【日時】毎月第 1 日曜、第 2 水曜、第 3 水曜 

【場所】夢見ヶ崎動物公園事務所前 

【交通】横須賀線「新川崎駅」からバス「夢見

ヶ崎動物公園前」下車徒歩 8 分 

【条件など】汚れても良い服装（長袖シャツ、

長ズボン）。手袋、飲み物持参。 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】幸区市民健康の森 さいわい加瀬山の

会 

【担当】橋本文夫 

【電話】090-5570-9583 

【受付時間】月～金  10：00～16：00 
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◆126 

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？ 
 まずは来て頂き、クリーンアップをしてから、

ＮＰＯの活動も見ていただければよいです。 

【主な分野】環境保全 

【種別】ボランティア／単発・短期／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、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】二ヶ領せせらぎ館周辺及び多摩川沿い・

ニヶ領用水沿いの清掃活動 

【日時】毎月第 1 土曜 9：00 から 1 時間程度 

【場所】二ヶ領せせらぎ館周辺 

【交通】南武線・小田急線「登戸」駅徒歩 8 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人多摩川エコミュージアム 

【担当】升田 

【電話・ＦＡＸ】044-900-8386 

【メール】npo@seseragikan.com 

【ＵＲＬ】http://www.seseragikan.com/ 

【受付時間】平日（月曜および第 1・3 水曜を除

く）10：00～16：00 

 

 

 

 

 

 

◆127 

平和をねがう灯ろう流し 
 平和館周辺の保育園児が参加しますので、子

どもたちが危なくないように注意をして、灯ろ

うを流すのを手伝ってください。 

【主な分野】人権・平和 

【種別】ボランティア／単発・短期／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 

【内容】灯ろう作りの手伝い、灯ろうを流す時

の手助け、周囲の草むしり清掃、オープニング

会場の清掃、飾りつけ。 

【日時】7 月または 8 月（未定） 

【場所】中原平和公園内ニケ領用水 

【交通】東横線「武蔵小杉」駅「元住吉」駅徒歩

10 分 

【条件など】動きやすく汚れてもいい服装で 

【申込】実施日の前日まで 

【申込方法】携帯番号にショートメール（SMS）

を送ってください 

【見学など】事前の清掃時に来てください 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】「平和をねがう灯ろう流し」実行委員

会 

【担当】清水陽子 

【電話】090-1844-8233 

 

 

 

◆128 

女性支援ボランティア募集 
 一人ひとり内容は違いますが、支援を必要と

している女性や母子に、ボランティアの力を待

っています。 

【主な分野】人権・平和 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】全市 

【募集人数】若干名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】（1）単発の場合：イベントの準備、会

場整備、見守り。（2）継続の場合：NPO の活動

全般（広報活動の補助、会報の発行補助、子ど

もの学習支援・遊び相手、女性の外出同行・話

し相手）。 

【日時】相談のうえ決定します。希望日をお知

らせください。 

【場所】スペースらいらっく、事務所他 

【交通】小田急線「生田」駅徒歩 10 分 

【条件など】女性の福祉と人権に理解がある方 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ウィメンズハウス・花みず

き 

【電話】044-900-7781 

【ＵＲＬ】https://joseisoudan.com/ 

【受付時間】平日 9：00～17：00 
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◆129 

リサイクルショップで楽しくボランテ

ィア 
 家庭で眠っている品を頂いて販売し国内の被

災地やアジアの人たちの生活支援をしている団

体です。 

【主な分野】人権・平和 

【種別】ボランティア／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】リサイクルショップでの接客・レジ・

値付け・片付け・在庫整理等々。 

【日時】火～土曜 10：30～17：00 

【場所】WE ショップたま 

【交通】南武線「中野島」駅徒歩 3 分 

【条件など】資格不問。エプロン持参。NPO 法

人への入会。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ＷＥ21 ジャパンたま 

【担当】鈴木久子 

【所在地】多摩区中野島 6-29 新多摩川ハイム

4 号棟 101 

【電話・ＦＡＸ】044-945-2427 

【受付時間】10：30～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆130 

日本語ボランティア募集 
日本語が出来なくて困っている外国人に日常生

活で使用する日本語を教えます 

【主な分野】国際協力・交流 

【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】高校生、専門学校・短期大学・大学生、

一般 

【内容】外国人には、まったく日本語ができな

い人から会話ができる人までいます。ある程度

日本語ができるようになると、会話をしたいと

希望しますので、会話を楽しみながら日本語を

教えます。 

【日時】毎週金曜 18：30～20：30 

【場所】中原市民館会議室 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 3 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】日本語クラス「せかいじん」 

【担当】大島 

【電話】044-799-9303 

 

 

 

◆131 

日本語学習ボランティア募集 
なるべく長く続けられる方を募集します。 

【主な分野】国際協力・交流 

【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】学習は標準的なテキストを使用して行

いますが、学習者の日本語学習に対するニーズ

は多岐にわたります。できるだけ希望に沿った

学習を志しています。 

【日時】毎週火曜 18：00～19：30 

【場所】麻生区社会福祉協議会大研修室 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩３分 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】国際交流あさお 

【担当】田中明夫 

【メール】kokerei412@jcom.zaq.ne.jp 

 

 

国際協力・交流 

◆126 

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？ 
 まずは来て頂き、クリーンアップをしてから、

ＮＰＯの活動も見ていただければよいです。 

【主な分野】環境保全 

【種別】ボランティア／単発・短期／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、小学生（保護者同伴必須） 

【内容】二ヶ領せせらぎ館周辺及び多摩川沿い・

ニヶ領用水沿いの清掃活動 

【日時】毎月第 1 土曜 9：00 から 1 時間程度 

【場所】二ヶ領せせらぎ館周辺 

【交通】南武線・小田急線「登戸」駅徒歩 8 分 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人多摩川エコミュージアム 

【担当】升田 

【電話・ＦＡＸ】044-900-8386 

【メール】npo@seseragikan.com 

【ＵＲＬ】http://www.seseragikan.com/ 

【受付時間】平日（月曜および第 1・3 水曜を除

く）10：00～16：00 

 

 

 

 

 

 

◆127 

平和をねがう灯ろう流し 
 平和館周辺の保育園児が参加しますので、子

どもたちが危なくないように注意をして、灯ろ

うを流すのを手伝ってください。 

【主な分野】人権・平和 

【種別】ボランティア／単発・短期／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 

【内容】灯ろう作りの手伝い、灯ろうを流す時

の手助け、周囲の草むしり清掃、オープニング

会場の清掃、飾りつけ。 

【日時】7 月または 8 月（未定） 

【場所】中原平和公園内ニケ領用水 

【交通】東横線「武蔵小杉」駅「元住吉」駅徒歩

10 分 

【条件など】動きやすく汚れてもいい服装で 

【申込】実施日の前日まで 

【申込方法】携帯番号にショートメール（SMS）

を送ってください 

【見学など】事前の清掃時に来てください 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】「平和をねがう灯ろう流し」実行委員

会 

【担当】清水陽子 

【電話】090-1844-8233 

 

 

 

◆128 

女性支援ボランティア募集 
 一人ひとり内容は違いますが、支援を必要と

している女性や母子に、ボランティアの力を待

っています。 

【主な分野】人権・平和 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平

日 

【主な地域】全市 

【募集人数】若干名 

【対象】一般、専門学校・短期大学・大学生 

【内容】（1）単発の場合：イベントの準備、会

場整備、見守り。（2）継続の場合：NPO の活動

全般（広報活動の補助、会報の発行補助、子ど

もの学習支援・遊び相手、女性の外出同行・話

し相手）。 

【日時】相談のうえ決定します。希望日をお知

らせください。 

【場所】スペースらいらっく、事務所他 

【交通】小田急線「生田」駅徒歩 10 分 

【条件など】女性の福祉と人権に理解がある方 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】NPO 法人ウィメンズハウス・花みず

き 

【電話】044-900-7781 

【ＵＲＬ】https://joseisoudan.com/ 

【受付時間】平日 9：00～17：00 
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◆132 

外国人の為の日本語学習支援活動 
 教えながら自分も外国のことを学べる国際交

流の場でもあります。 

【主な分野】在日外国人支援 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】3 名 

【対象】一般 

【内容】レベルにより少人数のグループに分け

て、教材等を使い日本語で授業を進めます。 

【日時】毎週水曜 18：30～20：00 

【場所】麻生市民館 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩 3 分 

【条件など】正しい日本語が話せ外国人の良き

理解者 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】あさお にほんご すいようクラス 

【担当】是友利彦 

【電話】090-6538-1305 

【メール】t.koretomo0114@gmail.com 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆133 

日本語ボランティア募集 
 外国の方々の日本文化・日本語習得をお手伝

いいただきます。 

【主な分野】在日外国人支援 

【種別】ボランティア／長期／土 

【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 

【内容】来室された方々の希望にあった授業を

し、学習者（外国人）とボランティアが 1：１と

なる活動を目指しています。 

【日時】土曜午前 

【場所】柿生小学校特別活動室（麻生区片平 3-

3-1） 

【交通】小田急線「柿生」駅徒歩 7 分 

【条件など】資格は必要ありません。 

【申込】随時 

【申込方法】メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】柿生にほんご どようきょうしつ 

【メール】k_doyo@yahoo.co.jp 

【ＵＲＬ】https://k-doyo.wixsite.com/mysite 

【受付時間】随時 

 

 

 

 

 

 

◆134 

不登校の親御さんのお話しを聞いてく

れる方 
 親御さんのお話しを聞いて、一緒に子育ての

ことを考えてくれる方募集。 

【主な分野】子どもの健全育成 

【種別】ボランティア／長期／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】不登校に悩んでおられる親御さんが気

軽に話したりして元気になってもらうことを目

的とした親の会に参加し、一緒に子育てのこと

を考える。 

【日時】月１回不定期。開催日は折り返しお知

らせします。 

【場所】かわさき市民活動センター会議室 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩３分 

【条件など】なし 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】なし 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】不登校を考える親の会 川崎の会 

【担当】竹内春雄 

【電話】090-3692-6996 

【メール】minamimanab5@yahoo.co.jp 

【受付時間】随時 
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◆135 

おもちゃ病院（おもちゃ修理）のおもち

ゃドクター 
 川崎市内（現在麻生区・多摩区・宮前区）で

おもちゃの修理を行っています。男女を問わず

参加してください。 

【主な分野】子どもの健全育成 

【種別】ボランティア／長期／平日、土 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】お子様から高齢者まで、動かなくなっ

たおもちゃや壊れたおもちゃ、知育玩具、保育

玩具、共遊玩具、ゲーム機等故障しておもちゃ

箱で眠っているおもちゃをよみがえらせましょ

う。 

【日時】毎月第 3 火曜 16：00～20：00、毎月

第 1～4 土曜 13：00～16：00 

【場所】柿生おもちゃ病院（麻生区役所柿生分

庁舎柿生地区会館）、ほかに多摩区枡形、中野島、

宮前区宮崎の各おもちゃ病院 

【交通】おおむね駅から徒歩 5 分くらい 

【申込】随時 

【申込方法】電話 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】柿生おもちゃ病院 

【担当】堀忠男 

【電話】080-5535-0835 

 

 

 

◆136 

調理・片づけボランティア募集 
 まぶね食堂は「みんなで楽しもう」をモット

ーに子どもや大人も一緒にごはんを食べる会で

す。 

【主な分野】子どもの健全育成 

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／土

日祝日 

【主な地域】麻生区 

【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】調理・配膳・後片付け。会場の飾りつ

け。人の誘導など。 

【日時】毎月第 2 土曜 10：00～14：00（時間

は応相談） 

【場所】まぶね教会 1F ホール（麻生区下麻生 2-

27-30） 

【交通】小田急線「柿生」駅徒歩 20 分、または

バス「麻生不動入口」下車徒歩 1 分 

【条件など】エプロン、三角巾持参 

【申込】随時 

【申込方法】電話、FAX、直接来所 

【見学など】あり（当日、早めに来ていただき

オリエンテーションをします） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】まぶね食堂 

【担当】渡辺良子 

【電話・ＦＡＸ】044-988-1104 

【受付時間】第 2 土 12：00～14：00 

 

 

 

◆137 

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？ 
 中学生、高校生等に働くときのルールや社会

保障を伝える活動をしています。労働法などに

関心のある方を募集したいと思います。ともに

学びながら活動をしていきましょう！ 

【主な分野】子どもの健全育成 

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日 

【主な地域】全市、その他地域 

【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】出前授業を中心に活動しています。と

くに若い方の声を活かして、中学生や高校生が

関心のもてる授業を一緒に考え、組み立てます。 

【場所】出前授業は要望のある学校 

【条件など】労働法や社会保障などに関心のあ

る方を歓迎 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】ワークルールと若者支援を結ぶ会 

【担当】岸田則子 

【電話】090-6150-3359 

【メール】yff34500@nifty.com 

【ＵＲＬ】http://workrule0401.html.xdomain.jp/ 

index.html 

【受付時間】平日 10：00～17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆132 

外国人の為の日本語学習支援活動 
 教えながら自分も外国のことを学べる国際交

流の場でもあります。 

【主な分野】在日外国人支援 

【種別】ボランティア／長期／平日 

【主な地域】麻生区 

【募集人数】3 名 

【対象】一般 

【内容】レベルにより少人数のグループに分け

て、教材等を使い日本語で授業を進めます。 

【日時】毎週水曜 18：30～20：00 

【場所】麻生市民館 

【交通】小田急線「新百合ヶ丘」駅徒歩 3 分 

【条件など】正しい日本語が話せ外国人の良き

理解者 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】あさお にほんご すいようクラス 

【担当】是友利彦 

【電話】090-6538-1305 

【メール】t.koretomo0114@gmail.com 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆133 

日本語ボランティア募集 
 外国の方々の日本文化・日本語習得をお手伝

いいただきます。 

【主な分野】在日外国人支援 

【種別】ボランティア／長期／土 

【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 

【内容】来室された方々の希望にあった授業を

し、学習者（外国人）とボランティアが 1：１と

なる活動を目指しています。 

【日時】土曜午前 

【場所】柿生小学校特別活動室（麻生区片平 3-

3-1） 

【交通】小田急線「柿生」駅徒歩 7 分 

【条件など】資格は必要ありません。 

【申込】随時 

【申込方法】メール、直接来所 

【見学など】あり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】柿生にほんご どようきょうしつ 

【メール】k_doyo@yahoo.co.jp 

【ＵＲＬ】https://k-doyo.wixsite.com/mysite 

【受付時間】随時 

 

 

 

 

 

 

◆134 

不登校の親御さんのお話しを聞いてく

れる方 
 親御さんのお話しを聞いて、一緒に子育ての

ことを考えてくれる方募集。 

【主な分野】子どもの健全育成 

【種別】ボランティア／長期／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】不登校に悩んでおられる親御さんが気

軽に話したりして元気になってもらうことを目

的とした親の会に参加し、一緒に子育てのこと

を考える。 

【日時】月１回不定期。開催日は折り返しお知

らせします。 

【場所】かわさき市民活動センター会議室 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩３分 

【条件など】なし 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール 

【見学など】なし 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】不登校を考える親の会 川崎の会 

【担当】竹内春雄 

【電話】090-3692-6996 

【メール】minamimanab5@yahoo.co.jp 

【受付時間】随時 
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◆138 

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いただける方を募集し

ます。 

【主な分野】子どもの健全育成 

【種別】ボランティア 

【主な地域】全市 

【内容】子どもの遊び相手、見守り及び行事の

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 ※各館にあるボラ

ンティア登録票の提出が必要です。 

【申込】随時 

【申込方法】各館へ電話（巻末ページ参照） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】（公財）かわさき市民活動センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆139 

発送作業ボランティア（隔月１回） 
 情報紙「ナンバーゼロ」の発送仕分け作業を

お手伝いください。気軽にできるボランティア

です。 

【主な分野】ＮＰＯ支援 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】情報紙の仕分け、封筒詰め、ラベル貼

り等 

【日時】隔月（奇数月）第４水曜午前 

【場所】かわさき市民活動センター会議室 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 3 分 

【条件など】事前にご連絡下さい。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】（公財）かわさき市民活動センター 

【電話】044-430-5566 

【メール】suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp 

【ＵＲＬ】http://www2.kawasaki-shiminkatsudo. 

or.jp/volunt/ 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆140 

プロボノワーカー募集 
 社会貢献活動を知る方法として、プロボノが

あります。社会人の経験やスキルを使う活動で

す。 

【主な分野】ＮＰＯ支援 

【種別】ボランティア、インターンシップ／長

期／土日祝日 

【主な地域】全市 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】団体の会議への参加。説明会への参加。

プロジェクトへの参加。 

【日時】団体の指定する日時の中で参加できる

日時。 

【場所】川崎市内 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】みんなのさいわい 

【担当】三宅達夫 

【メール】t.miyake@minnanosaiwai.com 

【ＵＲＬ】http://minnanosaiwai.com/ 

【受付時間】常時 

 

 

ＮＰＯ支援 
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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（2020 年 3 月現在）

施設名 所在地 電 話 URL

かわさき市民活動センター 中原区新丸子東 3-1100-12 430-5566
http://www2.kawasa
kishiminkatsudo.or.jp
/volunt/

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 6-22-5
川崎市総合福祉センター6F

739-8718
http://www.csw-
kawasaki.or.jp/

川崎区社会福祉協議会
川崎区ボランティアセンター

川崎区富士見 1-6-3
読売川崎富士見ビル B-1 棟 6F

246-5500
http://www.kawasaki
-shakyo.jp/kawasaki/

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 1-11-5
さいわい健康福祉プラザ

556-5500
http://www.saiwaiku-
shakyo.jp/

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 1－34
和田ビル 1F

722-5500
http://www.nakahara
ku-shakyo.jp/

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 1-6-10
てくのかわさき 3F

812-5500
http://www.takatsuk
u-shakyo.jp/

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 2-6-10
宮崎台ガーデンオフィス

856-5500
http://www.kawasaki
-shakyo.jp/miyamae/

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 1763
ライフガーデン向ヶ丘 2F 

※ 年 月に住所変更予定
935-5500

http://www.tamaku-
shakyo.jp/

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 1-2-2
新百合 21 ビル 1F

952-5500
http://www.kawasaki
-shakyo.jp/asao/

 今日からできる「集めて支援」 自宅で！ 自分で！ ボランティア   

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、CD・DVD 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・CD・DVD・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(公財)かわさき市民活動センターの
下記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。
http://www2.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/hajimeru/atsumete

◆138 

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いただける方を募集し

ます。 

【主な分野】子どもの健全育成 

【種別】ボランティア 

【主な地域】全市 

【内容】子どもの遊び相手、見守り及び行事の

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 ※各館にあるボラ

ンティア登録票の提出が必要です。 

【申込】随時 

【申込方法】各館へ電話（巻末ページ参照） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】（公財）かわさき市民活動センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆139 

発送作業ボランティア（隔月１回） 
 情報紙「ナンバーゼロ」の発送仕分け作業を

お手伝いください。気軽にできるボランティア

です。 

【主な分野】ＮＰＯ支援 

【種別】ボランティア／単発・短期／平日 

【主な地域】中原区 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】情報紙の仕分け、封筒詰め、ラベル貼

り等 

【日時】隔月（奇数月）第４水曜午前 

【場所】かわさき市民活動センター会議室 

【交通】南武線「武蔵小杉」駅徒歩 3 分 

【条件など】事前にご連絡下さい。 

【申込】随時 

【申込方法】電話、メール、直接来所 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】（公財）かわさき市民活動センター 

【電話】044-430-5566 

【メール】suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp 

【ＵＲＬ】http://www2.kawasaki-shiminkatsudo. 

or.jp/volunt/ 

【受付時間】随時 

 

 

 

◆140 

プロボノワーカー募集 
 社会貢献活動を知る方法として、プロボノが

あります。社会人の経験やスキルを使う活動で

す。 

【主な分野】ＮＰＯ支援 

【種別】ボランティア、インターンシップ／長

期／土日祝日 

【主な地域】全市 

【募集人数】不問 

【対象】一般 

【内容】団体の会議への参加。説明会への参加。

プロジェクトへの参加。 

【日時】団体の指定する日時の中で参加できる

日時。 

【場所】川崎市内 

【申込】随時 

【申込方法】メール 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【団体名】みんなのさいわい 

【担当】三宅達夫 

【メール】t.miyake@minnanosaiwai.com 

【ＵＲＬ】http://minnanosaiwai.com/ 

【受付時間】常時 

 

 

ＮＰＯ支援 
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インターネットで情報を探す
以下の 2 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場合は、

「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。
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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、小杉

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（2020年3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

インターネットで情報を探す
以下の 2 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場合は、

「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。
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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
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団　体　名 頁 団　体　名 頁 団　体　名 頁

【 さ 】 中野島のはら保育園

あかしあ園 幸区市民健康の森 さいわい加瀬山の会 南部地域療育センター

あさお　にほんご　すいようクラス ささえあい麻生（くるみの家） 【 に 】

麻生区社会福祉協議会 作業室あゆみ 西しゅくマーノ保育園

【 し 】 虹ヶ丘保育園

いなだ助産院（おしゃべりサロン） 障害者支援施設（通所）しんゆり 日本語クラス「せかいじん」

いぬくら 障害者福祉サービス事業所長尾けやきの里 【 の 】

障害者福祉サービス事業所ＫＦＪ多摩はなもも ノーマ・ヴィラージュ聖風苑

ＷＥ21ジャパンたま 障害者福祉サービス事業所しらはた 野川はあも

ウィメンズハウス・花みずき 障害者福祉サービス事業所すえなが 野川南台保育園

うつ病支援の会あさお 視覚障害者情報文化センター 【 は 】

【 お 】 自主活動グループTow3（ツースリー） バナナ園　生田ヒルズ

音楽のまち・かわさき推進協議会 若年認知症グループどんどん 白南ライトミュージッククラブ

【 か 】 重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎 白楊園

介護老人福祉施設 鷲ヶ峰 【 す 】 発達障害地域活動支援センターゆりの木

介護老人福祉施設すえなが すこやか溝の口保育園 【 ひ 】

介護老人福祉施設すえながデイサービス 菅保育園 ヒルズすえなが

介護老人福祉施設すみよし 【 せ 】 病院ボランティア会 ランパス

介護老人保健施設　千の風・川崎 生活リハビリクラブ幸 【 ふ 】

会話サロン 精神保健福祉ボランティアグループ　ねくすと２２ ふくじゅ保育園

柿生おもちゃ病院 全日本車いすダンスネットワーク 不登校を考える親の会　川崎の会

柿生にほんご どようきょうしつ セルプ宮前こばと フルライフスマートケア川崎

かじがや障害者デイサービスセンター 【 そ 】 【 へ 】

かないばら苑 そんぽの家　生田 平和をねがう灯ろう流し実行委員会

かわさきキネマサークル 【 た 】 【 ほ 】

川崎市れいんぼう川崎 たかつサロンDEコンサート実行委員会 ホッとスペース中原

かわさき七和会 高津養護学校 ポプラ・ささえあい

川崎いのちの電話 多摩市民館 北部地域療育センター

かわさき市民活動センター 多摩川あゆ工房 【 ま 】

かわさき市民活動センター 多摩川エコミュージアム マイWay

川崎パソコンユーザー会 第二厚生館愛児園 まぶね食堂

川崎介護福祉士会 【 ち 】 馬嶋病院

川崎市くさぶえの家 地域活動支援センター 宮前ふれあいの家 【 み 】

川崎市ろう者協会 地域活動支援センター・フォーラム幸 みどりなくらし

川崎市わーくす高津 地域活動支援センターいっぽ舎 みんなのさいわい

川崎授産学園 地域活動支援センター日だまり工房 三田かしのみ保育園

川崎大師バナナ園 地域活動支援センター夢屋 【 ゆ 】

環境紙芝居エコ座 地域子育て支援センターおおと ゆずりは園

上布田つどいの家 地域子育て支援センターしんまるこ ゆめいく日進町保育園

【 く 】 厨房じんべい 【 よ 】

クロスハート 宮前・川崎 中部身体障害者福祉会館作業室こすぎ 養護老人ホーム川崎市恵楽園

グループホーム中原 【 て 】 【 ら 】

くるみ―来未 デイサービスリ・ケア東有馬 ライズ児童デイサービス平間

ぐるーぷ・もこもこ ティンクル上野川保育園 【 ろ 】

【 け 】 てんとう虫ハウス（たじま家庭支援センター） 朗読ボランティアグループ　さんざし

傾聴あさお 【 と 】 朗読ボランティアグループ　ひいらぎ

傾聴ボランティアさいわい 特別養護老人ホーム しゃんぐりら 【 わ 】

傾聴わた雲 特別養護老人ホーム ビオラ川崎 ワーカーズ・コレクティブあいあい

恵楽園デイサービスセンター 特別養護老人ホーム 生田広場 ワーカーズコレクティブ　グループとも

ＫＦＪ多摩すかいきっず 特別養護老人ホームひらまの里 ワークルールと若者支援を結ぶ会

ＫＦＪ多摩はなみずき 特別養護老人ホームゆとりあ わかたけ作業所

ＫＰＣ 特別養護老人ホームよみうりランド花ハウス 和太鼓祭音・平間わんぱく少年団

現代人形劇センター 特別養護老人ホーム虹の里

【 こ 】 特別養護老人ホーム陽だまりの園

国際交流あさお 飛森谷戸の自然を守る会

国際子育てひろば「コアラ」 【 な 】

子育て支えあいネットワーク満 なかはらミュージカル実行委員会

こはるびより 中原養護学校

こぶし園 なしの実

小向このはな園 中原老後を良くする会

【 い 】

【 う 】

【 あ 】

◇◆◆◆◇　　索　　　　引　　◇◆◆◆◇

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
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表紙の団体・施設紹介

野川はあも 地域子育て支援センターしんまるこ
地域活動支援センターいっぽ舎 くるみー来未
みんなのさいわい 日本語クラス「せかいじん」
平和をねがう灯ろう流し実行委員会 白南ライトミュージッククラブ
みどりなくらし わかたけ作業所
自主活動グループＴｏｗ３ 朗読ボランティアグループひいらぎ
飛森谷戸の自然を守る会 かわさき七和会

「ボラ・ナビ2020 冊子版」を最後までご覧いただきましてありがとう
ございます。今年は 団体・法人・施設から140 件の情報が集まりまし
た。ボランティア活動を通しての出会いや発見は、皆さまのかけがえの
ない財産となることでしょう。
「ボラ・ナビ2020 冊子版」をきっかけに、温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皆さまにも感謝申し
上げます。

編集者一同
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編集者一同

【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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