
-------------------------------------------------------------
020 まちづくり

AREA｜中原区、高津区
-------------------------------------------------------------
NPO法人川崎北部グループリビング
COCOせせらぎ

地域とのふれあいを深めるため、カフェ、
体操、手作りなどへの援助をお願いします

“自立と共生”がある高齢者住宅（グループリビン
グ）の運営及び地域とのふれあいに関する事業を
行い、コミュニティーの再生と福祉のまちづくりに
寄与する事業をおこないます。高齢者が健康でい
きいき暮らすために地域の中で自分らしい生き
方、暮らし方をしているシェアハウス的な共同住宅
にて、カフェ（ウエイトレスとおしゃべり、セッティ
ング、片付け）、体操（準備、片付け）など参加しな
がらのボランティアとしての活動をお願いします。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 長期（平日） ［持ち物］ 上履き持参ください
［場所］ 川崎市高津区明津27-1　市営バス『明津』ま
たは『子母口小学校前』下車、徒歩３～５分 
申込み▶随時メール、電話（月～金13:00～16:00）、
FAXまたは直接来所にて※留守電の場合連絡先をお
願いします
［担当者］ 福井正子
［メール］ info@coco-hokubukawasaki.jp
［電話/FAX］ 044-766-3066

「せせらぎカフェ」自分で豆を挽き香りを楽しみながらお喋
りします。「せせらぎ体操」健康維持を目的に歌ありお喋り
あり笑いにあふれる時間です。「歌の会」歌っているととて
も幸せ、流れるメロディーも耳に優しい。「手作りの会」ぬ
くもりのある小物が楽しいひと時です。「カラオケ」参加し
てくださる方と一緒に楽しく活動したいと思います。ぜひ
お出かけください。

-------------------------------------------------------------
021 人権・平和

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
「平和をねがう灯ろう流し」

第9回「平和をねがう灯ろう流し」
平和を願いながら自分で作った灯ろうを
みんなで流しましょう

平和公園周辺の保育園児や小学生を中心に灯ろう
を流します。危険のないように、ニケ領用水や周辺
を掃除をしたり、当日は子どもが自分で流せるよう
に補助をしています。1年に1日だけの行事です
が、子どもたちに、美しい風景と平和の大切さを伝
えたいと思っています。どうぞ、お力を貸してくだ
さい。

［募集］ 高校生／学生／社会人　
※灯ろうを流す幼児の補助、世話ができる方 
［人数］ 若干名
［日程］ 1～2日（行事開催時／7月または8月予定）
［場所］ 中原区「平和公園」内のニケ領用水　
東急東横線「武蔵小杉」駅から徒歩15分、「元住吉」
駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ メール、電話（9:00～17:00）ま
たはFAXにて
［担当者］清水陽子
［メール］ sy0101@wd6.so-net.ne.jp
［電話］ 090-1844-8233　［FAX］ 044-411-6459

-------------------------------------------------------------
019 まちづくり

AREA｜川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
オープン川崎
https://www.openkawasaki.org/

ITなどの技術(テクノロジー)を活用して
地域や社会の課題解決を目指しませんか？

テクノロジーで地域課題の解決を目指している、
シビックテックのコミュニティです。市民自らが主
体となり、ITなどの技術(テクノロジー）を活用し
て地域や社会の課題を解決するための取り組みや
考え方であるシビックテックを川崎市を中心に広
め、地域のエコシステムの創生、オープンデータや
オープンガバメントを推進することを目指して活
動しています。
### オープン川崎とは
川崎市を活性化することを目的とした市民参加型
のコミュニティです
* 川崎ならではのコミュニティつくり
* 次世代の人材育成
* 地域を面白くする
* 地域課題解決と新たな事業創造を行う
### Code for Kawasakiとは
Code for Kawasakiは「オープン川崎」が運営母
体の分科会です。

［募集］ 高校生／学生／社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］長期（平日、土日祝）
［場所］ 武蔵小杉エリア 
申込み▶要お問合せ メールにて
［担当者］小俣博司 
［メール］info@openkawasaki.org

018-021 ｜ 多様な分野ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報

-------------------------------------------------------------
018 まちづくり

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
かわさきキネマサークル
http://kcn.minibird.jp/

「かわさき市民ニュース」取材メンバー募集
 
活動歴１０年、メンバー１６名、スキルアップしなが
ら、楽しく活動しています。シニア世代が多いです
が、若い方、女性も大歓迎です。

【かわさき市民ニュース】
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、YouTubeで
公開（2020年11月現在213本）しています。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、定例会あり。

【その他】川崎の魅力を紹介する「かわさきビュー
ティフル！」、受託映像制作、さらにビデオクラブと
しての撮影会や編集などの勉強会も行っています。

［募集］ 社会人　※男女・年齢不問、映像制作に興味
をお持ちの方（初心者可）
［人数］ 若干名
［日程］ 平日、土日祝
［場所］ 川崎市産業振興会館
〒212-0013幸区堀川町66-20 産業振興会館12Ｆ
（特非）かわさきムーブアート応援隊内
ＪＲ「川崎」駅より徒歩8分
申込み▶要お問合せ
メール、電話（平日9:00 ～17:00)またはFAXにて
［担当者］増島忠道
［メール］ k-cnews@kcn.minibird.jp
［電話、FAX］ 044-385-1004
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-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------
018 まちづくり

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
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022-026 ｜ 多様な分野

-------------------------------------------------------------
022 人権・平和

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人 ウィメンズハウス・花みずき
https://joseisoudan.com

女性支援ボランティア募集！　
～単発から長期まで～
あなたの力をお待ちしています

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。子どもの学習支援、遊び相
手、女性の外出同行、話し相手など。

［募集］ 高校生／学生／社会人 
※女性の福祉と人権に理解がある人
［人数］ 若干名
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土日祝）
［場所］ スペースらいらっく 事務所
小田急線「生田」駅から徒歩10分
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:00～17:00）
にて　
［メール］ hanamizuki@joseisoudan.com
［電話］ 044-900-7781

-------------------------------------------------------------
026 NPO支援

AREA｜川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
みんなのさいわい
https://minnanosaiwai.com

NPOを支援するプロボノワーカーを募集
プロボノ支援・資金調達支援

「みんなのさいわい」代表の三宅達夫です。プロボ
ノと資金調達をつうじて、あなたのさいわいを支援
しています。支援メニューは、オーダーメイドで決
めていきます。

［募集］ 社会人 ※NPO支援に興味がある方　
［人数］ 若干名
［日程］ 長期
［場所］ JR南武線「鹿島田」駅付近
申込み▶随時メールにて
［担当者］ 三宅達夫
［メール］ info@minnanosaiwai.com

-------------------------------------------------------------
023 学術・文化・芸術

AREA｜川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
かわさきアトム工房

子どもたちに
自然科学の楽しさを伝えませんか
 
かわさき宙と緑の科学館でサイエンス教室、サイエ
ンスワークショップを担当しています。市内小中学
校、わくわくプラザ等でも科学実験教室を行って
います。

［募集］ 社会人　※子どもに教えることが好きな人
［人数］ 若干名　
［日程］ 平日、土日祝
［場所］ かわさき宙と緑の科学館
小田急線「向ヶ丘遊園」駅から徒歩15分
申込み▶随時メールにて
［メール］ yurafumi@dn.catv.ne.jp

-------------------------------------------------------------
024 学術・文化・芸術

AREA｜宮前区、多摩区
-------------------------------------------------------------
白南ライトミュージッククラブ

楽器演奏者、ボーカリストを募集！！
 
歌声プラザの定期演奏と地域老人ホームへの訪問
演奏を行っています。練習は月二回、演奏曲は懐メ
ロ・流行・和洋ポップス・唱歌等々...

［募集］ 学生/社会人　［人数］ 若干名
［日程］ 長期（土日祝）
［場所］ 白幡台老人いこいの家
〒216-0025 川崎市宮前区白幡台１丁目13－１
川崎市バス・平バス停下車～徒歩５分
［持ち物］演奏楽器
申込み▶随時メールまたは電話にて
［担当者］ 鈴木愛治
［メール］ ghm207@yahoo.co.jp
［電話］ 044-977-7136

-------------------------------------------------------------
025 学術・文化・芸術

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
「音楽のまち・かわさき」推進協議会
https://www.ongakunomachi.jp/musicvolunt
eer/

音楽イベントボランティアの募集

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。屋外ライブの
チラシ配布や、コンサートホールの場内案内、写真
撮影、情報発信等の作業です。

［募集］ 学生／社会人　
※1 年齢・性別は問いません。
※2 ボランティア保険に加入しています。
※3 交通費の支給はありません。
［人数］ 制限なし
［日程］ 短期、長期（土日祝）
［場所］ 各イベント会場
（交通機関は会場によって異なります）
申込み▶随時メールにて
［メール］ bank@ongakunomachi.jp
「音楽のまち・かわさき」推進協議会
〒212-8554　川崎市幸区大宮町1310　
ミューザ川崎セントラルタワー5階
［電話］ 044-544-9641(平日8:30～17:00)

ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報
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022-026 ｜ 多様な分野

-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------
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小田急線「向ヶ丘遊園」駅から徒歩15分
申込み▶随時メールにて
［メール］ yurafumi@dn.catv.ne.jp

-------------------------------------------------------------
024 学術・文化・芸術

AREA｜宮前区、多摩区
-------------------------------------------------------------
白南ライトミュージッククラブ

楽器演奏者、ボーカリストを募集！！
 
歌声プラザの定期演奏と地域老人ホームへの訪問
演奏を行っています。練習は月二回、演奏曲は懐メ
ロ・流行・和洋ポップス・唱歌等々...

［募集］ 学生/社会人　［人数］ 若干名
［日程］ 長期（土日祝）
［場所］ 白幡台老人いこいの家
〒216-0025 川崎市宮前区白幡台１丁目13－１
川崎市バス・平バス停下車～徒歩５分
［持ち物］演奏楽器
申込み▶随時メールまたは電話にて
［担当者］ 鈴木愛治
［メール］ ghm207@yahoo.co.jp
［電話］ 044-977-7136

-------------------------------------------------------------
025 学術・文化・芸術

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
「音楽のまち・かわさき」推進協議会
https://www.ongakunomachi.jp/musicvolunt
eer/

音楽イベントボランティアの募集

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。屋外ライブの
チラシ配布や、コンサートホールの場内案内、写真
撮影、情報発信等の作業です。

［募集］ 学生／社会人　
※1 年齢・性別は問いません。
※2 ボランティア保険に加入しています。
※3 交通費の支給はありません。
［人数］ 制限なし
［日程］ 短期、長期（土日祝）
［場所］ 各イベント会場
（交通機関は会場によって異なります）
申込み▶随時メールにて
［メール］ bank@ongakunomachi.jp
「音楽のまち・かわさき」推進協議会
〒212-8554　川崎市幸区大宮町1310　
ミューザ川崎セントラルタワー5階
［電話］ 044-544-9641(平日8:30～17:00)
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-------------------------------------------------------------
030 高齢者

AREA｜幸区、中原区、麻生区
-------------------------------------------------------------
傾聴わた雲

傾聴（お話し相手）ボランティアの募集

入会前にご一緒に見学・体験していただいたりも
しております。仲間と楽しく、やりがいを持って活
動しています。お住まい近くの介護施設等に、定
例曜日に月1～2回・1～1.5時間程度、複数で訪
問しています。お気持ちに寄り添って耳を傾け、人
格を尊重してお相手しています。表情が明るくな
られ、こちらも元気をいただきます。

［募集］ 社会人　
※傾聴講座で学んだ方、いずれ講座を受ける方
［人数］ 人数制限なし
［日程］ 平日　月１～ 2回の相談した都合のよい定例
曜日に１～1時間半 
［場所］ 傾聴訪問先は川崎市内の介護施設や有料老
人ホーム、個人宅
申込み▶随時 メールまたは電話（なるべく夕方頃）に
て
［担当者］ 佐山忠正 
［メール］ sayatada3838@gmail.com
［電話］ 03-3480-3622

-------------------------------------------------------------
028 高齢者

AREA｜中原区、川崎市全域
-------------------------------------------------------------
モモの会

コロナ禍で自宅に籠っている高齢者と
電話でおしゃべりしませんか！
 
電話担当する人は希望日(月1日以上）自宅にい
て入電を待ち、1回30分を目途におしゃべりをし
て下さい。研修あります。

［募集］ 高齢者、主婦　※高齢者に理解のある方及び
傾聴の勉強をしたことのある方  
［人数］ 若干名（1～5人）　
［日程］ 平日 
申込み▶要お問合せ　電話またはFAXにて
［電話］ 044-711-2413（平日夜19:00～21:00）
［FAX］ 044-711-2413（平日9:00～19:00）

-------------------------------------------------------------
029 高齢者

AREA｜幸区、中原区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人川崎スマートライフ推進会
https://www.kawasaki-smartlife.org/

スマホ・タブレットをお使いの方なら誰で
も可能。高齢者向けスマホ講座のサポート
要員を募集
 
高齢者の方々にスマホ・タブレットの基本操作を
教えるボランティアです。スマホ講座参加者の個
別の質問・相談に対応して頂きます。中高生など
学生ボランティアも歓迎。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人 
［人数］ 制限なし
［日程］ 1日、短期、長期（平日） 
［場所］ 中原市民館、さいわい老人福祉プラザ 
東急東横線「武蔵小杉」駅から徒歩１分 
申込み▶随時メールにて
［担当者］ 菰田　浩
［メール］ komoda@kawasaki-smartlife.org

-------------------------------------------------------------
027 高齢者

AREA｜川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
戸張一座
https://www.youtube.com/user/himehime0714

デイサービスなどボランティア募集 

ご自分の得意なことはなんですか？
また、皆で千手観音を踊りませんか？
８０歳もいます

［募集］ お客様にも元気を与えたい！！ 自分も楽しみ
たい 高校生／学生／社会人
［人数］ 制限なし 
［日程］ 短期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市高津区北見方1-10-26セルディア館
東急田園都市線「二子新地」駅から徒歩１５分 
申込み▶随時 メール、電話、FAXにて（24時間対応）
［担当者］戸張真紀
［メール］ info@celdy.jp 
［電話］ 044-281-6298　［FAX］ 044-281-6299
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-------------------------------------------------------------
030 高齢者

AREA｜幸区、中原区、麻生区
-------------------------------------------------------------
傾聴わた雲

傾聴（お話し相手）ボランティアの募集

入会前にご一緒に見学・体験していただいたりも
しております。仲間と楽しく、やりがいを持って活
動しています。お住まい近くの介護施設等に、定
例曜日に月1～2回・1～1.5時間程度、複数で訪
問しています。お気持ちに寄り添って耳を傾け、人
格を尊重してお相手しています。表情が明るくな
られ、こちらも元気をいただきます。

［募集］ 社会人　
※傾聴講座で学んだ方、いずれ講座を受ける方
［人数］ 人数制限なし
［日程］ 平日　月１～ 2回の相談した都合のよい定例
曜日に１～1時間半 
［場所］ 傾聴訪問先は川崎市内の介護施設や有料老
人ホーム、個人宅
申込み▶随時 メールまたは電話（なるべく夕方頃）に
て
［担当者］ 佐山忠正 
［メール］ sayatada3838@gmail.com
［電話］ 03-3480-3622

-------------------------------------------------------------
028 高齢者

AREA｜中原区、川崎市全域
-------------------------------------------------------------
モモの会

コロナ禍で自宅に籠っている高齢者と
電話でおしゃべりしませんか！
 
電話担当する人は希望日(月1日以上）自宅にい
て入電を待ち、1回30分を目途におしゃべりをし
て下さい。研修あります。

［募集］ 高齢者、主婦　※高齢者に理解のある方及び
傾聴の勉強をしたことのある方  
［人数］ 若干名（1～5人）　
［日程］ 平日 
申込み▶要お問合せ　電話またはFAXにて
［電話］ 044-711-2413（平日夜19:00～21:00）
［FAX］ 044-711-2413（平日9:00～19:00）

-------------------------------------------------------------
029 高齢者

AREA｜幸区、中原区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人川崎スマートライフ推進会
https://www.kawasaki-smartlife.org/

スマホ・タブレットをお使いの方なら誰で
も可能。高齢者向けスマホ講座のサポート
要員を募集
 
高齢者の方々にスマホ・タブレットの基本操作を
教えるボランティアです。スマホ講座参加者の個
別の質問・相談に対応して頂きます。中高生など
学生ボランティアも歓迎。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人 
［人数］ 制限なし
［日程］ 1日、短期、長期（平日） 
［場所］ 中原市民館、さいわい老人福祉プラザ 
東急東横線「武蔵小杉」駅から徒歩１分 
申込み▶随時メールにて
［担当者］ 菰田　浩
［メール］ komoda@kawasaki-smartlife.org

-------------------------------------------------------------
027 高齢者

AREA｜川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
戸張一座
https://www.youtube.com/user/himehime0714

デイサービスなどボランティア募集 

ご自分の得意なことはなんですか？
また、皆で千手観音を踊りませんか？
８０歳もいます

［募集］ お客様にも元気を与えたい！！ 自分も楽しみ
たい 高校生／学生／社会人
［人数］ 制限なし 
［日程］ 短期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市高津区北見方1-10-26セルディア館
東急田園都市線「二子新地」駅から徒歩１５分 
申込み▶随時 メール、電話、FAXにて（24時間対応）
［担当者］戸張真紀
［メール］ info@celdy.jp 
［電話］ 044-281-6298　［FAX］ 044-281-6299

027-030 ｜ 高齢者ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報

2120



-------------------------------------------------------------
034 高齢者

AREA｜中原区、高津区
-------------------------------------------------------------
傾聴ボランティア　五喜会

ゆっくりと、自分のペースで
歩んでみませんか！

施設入居者の方々と、楽しいおしゃべりの時間を
一緒に過ごしませんか？

［募集］ どなたでも　
［人数］ 人数制限なし
［日程］ 長期
［場所］ レストヴィラ 元住吉・溝ノ口、特養すみよし、
ヒューマンズライフケア高津、金井原苑、グループホー
ムゆう和
申込み▶随時 電話/FAX（平日12:00～17:00）にて
［担当者］  和仁　恵 
［電話/FAX］ 044-948-7473

-------------------------------------------------------------
035 高齢者

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
医療法人社団　三喜会
グループホーム・デイサービスセンター中原

お話し相手やお手伝いのボランティア募集 

認知症高齢者の方専門のグループホーム・デイ
サービスセンターです。ご利用者の話を聴いてく
れる方を募集しています。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 長期 
［場所］ ＪＲ南武線「武蔵中原」駅から徒歩10分
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:00～17:30）
にて
［担当者］ 武田陽子
［メール］ kikaku@sankikai.or.jp
［電話］ 090-8567-8367

-------------------------------------------------------------
032 高齢者

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
馬嶋病院 

リハビリのために通う利用者さんと
楽しく過ごして下さる方を募集しています 

利用者さんのお話し相手（韓国語・中国語が話せ
ると尚良いです）。手作業の補助、囲碁、将棋のお
相手、お茶出し等。
 
［募集］ 学生／社会人　［人数］人数制限なし
［日程］短期、長期（平日） 
［場所］ 馬嶋病院通所リハビリ4Fフロア 
川崎市川崎区日進町24-15 
京浜急行「八丁畷」駅から徒歩3分 
申込み▶随時 電話（祝日含む月～土9:00～17:00）
またはFAXにて ［担当者］宇佐美
［電話］ 044-244-5611　［FAX］ 044-244-6038

-------------------------------------------------------------
033 高齢者

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
特別養護老人ホーム　しゃんぐりら
http:www.boshi-ikuseikai.jp/ 

高齢者施設・デイサービスのボランティア
募集。まずは、お気軽にお問合せ下さい

（1）施設内入居者対象の「喫茶店」のお手伝い。
（2）植木や草花の手入れ、お茶出し、プログラム（作
品づくり）のお手伝い、囲碁、将棋、オセロの相手。

［募集］ 学生／社会人　［人数］人数制限なし
［日程］1日、短期、長期（平日、土日祝）
［場所］特別養護老人ホームしゃんぐりら、しゃんぐり
らデイサービスセンター　川崎市幸区東小倉6-1
JR「鹿島田」「矢向」「新川崎」駅から徒歩10分 
申込み▶随時メールまたは電話（月～土10:00～
16:00）にて　［担当者］田嶋
［メール］ s-guri@gf.netyou.jp
［電話］ 044-520-3860

-------------------------------------------------------------
031 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人　育明会 
http://www.ikumeikai.net/yurigaoka 

ボランティア活動は無理をしないことが
ポイント！ まずはお問い合わせください
お待ちしています！ 

麻生区東百合丘の住宅地にある特別養護老人
ホームです。年間を通し様々な行事やアクティビ
ティ活動を行っています。お年寄りと「楽しい時間
を一緒に過ごす」ことから始めてみませんか？

［募集］ 高校生／学生／社会人
※ボランティア活動や高齢者福祉に興味がある方 
［人数］若干名（1～10人）
［日程］ご自身の都合で構いません
［必要事項］サポーター登録書の記入  
［場所］ レジデンシャル百合ヶ丘 
小田急線「新百合ヶ丘」駅または「百合ヶ丘」駅より、
小田急バス「聖マリアンナ医科大学」行き『原店前』
または『中の台』下車
申込み▶要お問合せ  メールまたは電話（平日9:00
～17:00）にて
［担当者］外池 
［メール］ info-yurigaoka@ikumeikai.net 
［電話］ 044-455-7150　［FAX］ 044-455-7153
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-------------------------------------------------------------
036 高齢者

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
生活リハビリクラブ幸
https://kanagawa.seikatsuclub.coop/service/
rehabilitation/index.html

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
お気軽にお問合せください
 
（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。

［募集］ 高校生／学生／一般
※高齢者の方々に敬意をもって接することのできる方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 月～土曜 10:00～18:00
［場所］ 川崎市幸区南幸町2-4-2 ビクセル川崎101
JR「川崎」駅から徒歩10分 
申込み▶要お問合せ   電話（月～土曜日 10:00～
18:00）にて
［メール］ r-saiwai@bz03.plala.or.jp 
［電話］ 044-556-1122　［FAX］ 044-556-1121



-------------------------------------------------------------
034 高齢者

AREA｜中原区、高津区
-------------------------------------------------------------
傾聴ボランティア　五喜会

ゆっくりと、自分のペースで
歩んでみませんか！

施設入居者の方々と、楽しいおしゃべりの時間を
一緒に過ごしませんか？

［募集］ どなたでも　
［人数］ 人数制限なし
［日程］ 長期
［場所］ レストヴィラ 元住吉・溝ノ口、特養すみよし、
ヒューマンズライフケア高津、金井原苑、グループホー
ムゆう和
申込み▶随時 電話/FAX（平日12:00～17:00）にて
［担当者］  和仁　恵 
［電話/FAX］ 044-948-7473

-------------------------------------------------------------
035 高齢者

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
医療法人社団　三喜会
グループホーム・デイサービスセンター中原

お話し相手やお手伝いのボランティア募集 

認知症高齢者の方専門のグループホーム・デイ
サービスセンターです。ご利用者の話を聴いてく
れる方を募集しています。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 長期 
［場所］ ＪＲ南武線「武蔵中原」駅から徒歩10分
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:00～17:30）
にて
［担当者］ 武田陽子
［メール］ kikaku@sankikai.or.jp
［電話］ 090-8567-8367

-------------------------------------------------------------
032 高齢者

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
馬嶋病院 

リハビリのために通う利用者さんと
楽しく過ごして下さる方を募集しています 

利用者さんのお話し相手（韓国語・中国語が話せ
ると尚良いです）。手作業の補助、囲碁、将棋のお
相手、お茶出し等。
 
［募集］ 学生／社会人　［人数］人数制限なし
［日程］短期、長期（平日） 
［場所］ 馬嶋病院通所リハビリ4Fフロア 
川崎市川崎区日進町24-15 
京浜急行「八丁畷」駅から徒歩3分 
申込み▶随時 電話（祝日含む月～土9:00～17:00）
またはFAXにて ［担当者］宇佐美
［電話］ 044-244-5611　［FAX］ 044-244-6038

-------------------------------------------------------------
033 高齢者

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
特別養護老人ホーム　しゃんぐりら
http:www.boshi-ikuseikai.jp/ 

高齢者施設・デイサービスのボランティア
募集。まずは、お気軽にお問合せ下さい

（1）施設内入居者対象の「喫茶店」のお手伝い。
（2）植木や草花の手入れ、お茶出し、プログラム（作
品づくり）のお手伝い、囲碁、将棋、オセロの相手。

［募集］ 学生／社会人　［人数］人数制限なし
［日程］1日、短期、長期（平日、土日祝）
［場所］特別養護老人ホームしゃんぐりら、しゃんぐり
らデイサービスセンター　川崎市幸区東小倉6-1
JR「鹿島田」「矢向」「新川崎」駅から徒歩10分 
申込み▶随時メールまたは電話（月～土10:00～
16:00）にて　［担当者］田嶋
［メール］ s-guri@gf.netyou.jp
［電話］ 044-520-3860

-------------------------------------------------------------
031 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人　育明会 
http://www.ikumeikai.net/yurigaoka 

ボランティア活動は無理をしないことが
ポイント！ まずはお問い合わせください
お待ちしています！ 

麻生区東百合丘の住宅地にある特別養護老人
ホームです。年間を通し様々な行事やアクティビ
ティ活動を行っています。お年寄りと「楽しい時間
を一緒に過ごす」ことから始めてみませんか？

［募集］ 高校生／学生／社会人
※ボランティア活動や高齢者福祉に興味がある方 
［人数］若干名（1～10人）
［日程］ご自身の都合で構いません
［必要事項］サポーター登録書の記入  
［場所］ レジデンシャル百合ヶ丘 
小田急線「新百合ヶ丘」駅または「百合ヶ丘」駅より、
小田急バス「聖マリアンナ医科大学」行き『原店前』
または『中の台』下車
申込み▶要お問合せ  メールまたは電話（平日9:00
～17:00）にて
［担当者］外池 
［メール］ info-yurigaoka@ikumeikai.net 
［電話］ 044-455-7150　［FAX］ 044-455-7153
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-------------------------------------------------------------
036 高齢者

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
生活リハビリクラブ幸
https://kanagawa.seikatsuclub.coop/service/
rehabilitation/index.html

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
お気軽にお問合せください
 
（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。

［募集］ 高校生／学生／一般
※高齢者の方々に敬意をもって接することのできる方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 月～土曜 10:00～18:00
［場所］ 川崎市幸区南幸町2-4-2 ビクセル川崎101
JR「川崎」駅から徒歩10分 
申込み▶要お問合せ   電話（月～土曜日 10:00～
18:00）にて
［メール］ r-saiwai@bz03.plala.or.jp 
［電話］ 044-556-1122　［FAX］ 044-556-1121



-------------------------------------------------------------
038 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
傾聴あさお

ご自身のペースでボランティアをしませんか

高齢者施設や個人宅に伺い、1時間程度、お話を
伺うボランティアです。どのような内容のお話にも
一生懸命耳を傾け、心情に寄り添い、話した後は
スッキリ晴れやかになっていただけたら、との思い
で活動しています。

［募集］ 社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 状況により活動
［資格］ 傾聴ボランティア養成講座の受講を終了して
いること　
［場所］ 麻生区社会福祉協議会内 研修室
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩３分 
申込み▶要お問合せ メールまたは電話（9:00～
17:00）にて
［担当者］中北正子
［メール］ shoko3601@gmail.com 
［電話］ 090-2630-0107

-------------------------------------------------------------
039 高齢者

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
中原老後を良くする会

配食活動ボランティア

高齢者や一人暮らしの方、また障がいをお持ちの
方を対象に、毎週月曜日にお弁当を配食し、見守り
も兼ねた活動を行っています。

［募集］ 社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 長期（平日）　［持ち物など］ マスク他
［場所］ 中丸子老人いこいの家
JR南武線「向河原」駅から徒歩5分
申込み▶要お問合せ 電話（平日10:00～17:00）にて 
［担当者］山本幸彦
［電話/FAX］ 044-434-0797

-------------------------------------------------------------
037 高齢者

AREA｜多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人よつば会
http://www.yotsubakai.jp

高齢者の方々が温かく楽しい時間を過ご
すことができるよう、交流の場つくりにあ
なたの力お貸しください

長い人生を精一杯歩んで来られた高齢者の方々
が、施設の中で職員、ご家族、ボランティアの皆さ
んの力を借りながら、ご自分の人生を生き抜こう
とされています。そんな生活の一場面を楽しさ、
豊かさを共に創る力を貸してください。

［募集］ 学生／社会人　※健康で、高齢者と共に楽し
み、やりがいを感じてくださる方
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 長期（平日、土日祝） 
［場所］ 特別養護老人ホーム生田広場
川崎市多摩区西生田5-24-2
小田急線「よみうりランド」駅  
申込み▶随時 メール、電話（平日9:00～17:00）また
はFAXにて
［担当者］ 神田けい子
［メール］ info@yotsubakai.jp
［電話］ 044-967-0881　［FAX］ 044-966-8810 
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-------------------------------------------------------------
042 高齢者

AREA｜中原区、高津区
-------------------------------------------------------------
こはるびより
https://www.navida.ne.jp/snavi/100865_1.ht
ml 

元気な方が多く明るい場所です
気楽に参加してみませんか！

御利用者様のお話し相手・レクリエーションや手
作業のお手伝いなどにあなたの力を貸してくださ
い。にぎやかな御利用者様が待っています。見学や
体験も可能です。お気軽にお問い合わせください。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人 
［人数］ 若干名（1～5人） 
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土、祝） 
［場所］ 川崎市中原区宮内2-15-16 ガーデン桜1Ｆ
東急東横線「武蔵小杉」駅からバス『上宮内』下車～
徒歩２分
［持ち物など］マスク着用、動きやすい服装 
申込 み▶随 時メール、電 話（月～土 曜日10:00～
17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］森永真弓
［メール］ koharubiyori.day@cameo.plala.or.jp
［電話］ 044-982-9177　［FAX］ 044-982-9179 

-------------------------------------------------------------
040 高齢者

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
川崎市惠楽園デイサービスセンター
https://kawasakiseifu.or.jp/facilities/

ご自身のペースで
楽しくボランティア活動をしませんか？

ご利用者と楽しい時間を過ごしながら、話し相手
やレクリエーション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。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 制限なし　
［日程］ 平日
［場所］ 川崎市高津区下作延2-26-1
東急田園都市線「溝の口」または「梶が谷」駅から徒
歩10分 
申込み▶随時 メール、電話（平日8:30～17:00）また
はFAXにて　
［担当者］伊藤陽子
［メール］ seifuukeirakuenday@coda.ocn.ne.jp
［電話］ 044-861-2648　［FAX］ 044-861-2804

------------------------------------------------------------
041 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
ポプラ・ささえあい

ポプラ街区内の住民によるボランティア
活動。ちょっとしたお手伝いをします

居住区内「新ゆりグリーンタウン ポプラ街区」の支
え合い活動です。参加は居住者限定。

［募集］ 社会人 ※地域居住者　［人数］ 制限なし
［日程］ 平日、土日祝
［場所］ 川崎市麻生区白山4-1
小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス10分
申込み▶随時 メール、電話またはFAXにて　
［担当者］荻生和成
［メール］ xw398a@ozzio.jp
［電話/FAX］044-987-3964



-------------------------------------------------------------
038 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
傾聴あさお

ご自身のペースでボランティアをしませんか

高齢者施設や個人宅に伺い、1時間程度、お話を
伺うボランティアです。どのような内容のお話にも
一生懸命耳を傾け、心情に寄り添い、話した後は
スッキリ晴れやかになっていただけたら、との思い
で活動しています。

［募集］ 社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 状況により活動
［資格］ 傾聴ボランティア養成講座の受講を終了して
いること　
［場所］ 麻生区社会福祉協議会内 研修室
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩３分 
申込み▶要お問合せ メールまたは電話（9:00～
17:00）にて
［担当者］中北正子
［メール］ shoko3601@gmail.com 
［電話］ 090-2630-0107

-------------------------------------------------------------
039 高齢者

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
中原老後を良くする会

配食活動ボランティア

高齢者や一人暮らしの方、また障がいをお持ちの
方を対象に、毎週月曜日にお弁当を配食し、見守り
も兼ねた活動を行っています。

［募集］ 社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 長期（平日）　［持ち物など］ マスク他
［場所］ 中丸子老人いこいの家
JR南武線「向河原」駅から徒歩5分
申込み▶要お問合せ 電話（平日10:00～17:00）にて 
［担当者］山本幸彦
［電話/FAX］ 044-434-0797

-------------------------------------------------------------
037 高齢者

AREA｜多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人よつば会
http://www.yotsubakai.jp

高齢者の方々が温かく楽しい時間を過ご
すことができるよう、交流の場つくりにあ
なたの力お貸しください

長い人生を精一杯歩んで来られた高齢者の方々
が、施設の中で職員、ご家族、ボランティアの皆さ
んの力を借りながら、ご自分の人生を生き抜こう
とされています。そんな生活の一場面を楽しさ、
豊かさを共に創る力を貸してください。

［募集］ 学生／社会人　※健康で、高齢者と共に楽し
み、やりがいを感じてくださる方
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 長期（平日、土日祝） 
［場所］ 特別養護老人ホーム生田広場
川崎市多摩区西生田5-24-2
小田急線「よみうりランド」駅  
申込み▶随時 メール、電話（平日9:00～17:00）また
はFAXにて
［担当者］ 神田けい子
［メール］ info@yotsubakai.jp
［電話］ 044-967-0881　［FAX］ 044-966-8810 
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-------------------------------------------------------------
042 高齢者

AREA｜中原区、高津区
-------------------------------------------------------------
こはるびより
https://www.navida.ne.jp/snavi/100865_1.ht
ml 

元気な方が多く明るい場所です
気楽に参加してみませんか！

御利用者様のお話し相手・レクリエーションや手
作業のお手伝いなどにあなたの力を貸してくださ
い。にぎやかな御利用者様が待っています。見学や
体験も可能です。お気軽にお問い合わせください。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人 
［人数］ 若干名（1～5人） 
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土、祝） 
［場所］ 川崎市中原区宮内2-15-16 ガーデン桜1Ｆ
東急東横線「武蔵小杉」駅からバス『上宮内』下車～
徒歩２分
［持ち物など］マスク着用、動きやすい服装 
申込 み▶随 時メール、電 話（月～土 曜日10:00～
17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］森永真弓
［メール］ koharubiyori.day@cameo.plala.or.jp
［電話］ 044-982-9177　［FAX］ 044-982-9179 

-------------------------------------------------------------
040 高齢者

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
川崎市惠楽園デイサービスセンター
https://kawasakiseifu.or.jp/facilities/

ご自身のペースで
楽しくボランティア活動をしませんか？

ご利用者と楽しい時間を過ごしながら、話し相手
やレクリエーション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。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 制限なし　
［日程］ 平日
［場所］ 川崎市高津区下作延2-26-1
東急田園都市線「溝の口」または「梶が谷」駅から徒
歩10分 
申込み▶随時 メール、電話（平日8:30～17:00）また
はFAXにて　
［担当者］伊藤陽子
［メール］ seifuukeirakuenday@coda.ocn.ne.jp
［電話］ 044-861-2648　［FAX］ 044-861-2804

------------------------------------------------------------
041 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
ポプラ・ささえあい

ポプラ街区内の住民によるボランティア
活動。ちょっとしたお手伝いをします

居住区内「新ゆりグリーンタウン ポプラ街区」の支
え合い活動です。参加は居住者限定。

［募集］ 社会人 ※地域居住者　［人数］ 制限なし
［日程］ 平日、土日祝
［場所］ 川崎市麻生区白山4-1
小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス10分
申込み▶随時 メール、電話またはFAXにて　
［担当者］荻生和成
［メール］ xw398a@ozzio.jp
［電話/FAX］044-987-3964



-------------------------------------------------------------
045 高齢者

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
特別養護老人ホーム　新緑の郷
http://ryokuseikai-yokohama.jp

どなたでも気軽にご協力いただける活動内
容です。見学だけでも、月１回でも、お友達
と一緒でも大歓迎です

園芸・行事やレクの手伝い・リネン交換・囲碁将
棋麻雀相手・話し相手・メイク・物作り・絵描き・
カメラマン・演奏・踊り・食事配膳下膳・書道等...
上記以外でも可能です。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
［人数］ 制限なし
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土日祝） 
［場所］ 川崎市高津区久末473-14
①東急田園都市線「鷺沼」駅から
～東急バス/川崎市営バス（3番のりば）20分『妙法
寺下』下車、徒歩8分
②JR南武線「武蔵小杉」駅から
～東急バス/川崎市営バス（5番のりば）25分『妙法
寺下』下車、徒歩8分
③東急東横線・横浜市営地下鉄線「日吉」駅から
～東急バス（6番のりば）20分『久末団地』下車、徒歩
5分 
申込み▶随時電話（月～土曜日9:00～18:00）、FAX
または直接来所にて
［担当者］宮川　晃 
［メール］ shinryokunosato@midorinosato.or.jp
［電話］ 044-948-7025　［FAX］ 044-948-7023 

-------------------------------------------------------------
043 高齢者

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設すえなが
http://www.seiwa-suenaga.jp

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います。居室清
掃、レクリエーション補助、入所者の話し相手など

［募集］ 社会人　［人数］ 若干名（1～10人）  
［日程］ 長期  
［場所］ 川崎市高津区末長1-3-13　JR南武線「武蔵溝
ノ口」駅、東急田園都市線「梶が谷」駅から徒歩10分
［持ち物など］動きやすい服装、上履き
申込み▶随時電話（月～金曜日9:00～17:30）にて
［担当者］武藤勝典 
［電話］ 044-861-5318

-------------------------------------------------------------
044 高齢者

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設みやうち
http://www.seiwa-miyauchi.jp/

ご利用者とふれあい、
楽しく活動していただけます 

【傾聴ボランティア募集】高齢施設ご利用者の話し
相手。【誘導ボランティア募集】入浴時など、車椅子
ご利用者の誘導、整容。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 短期、長期（平日） 
［場所］ 川崎市中原区宮内1-25-1　JR南武線「武蔵溝
ノ口」駅・東急東横線「武蔵小杉」駅からバスで15分
申込み▶要お問合せ　随時電話（平日9:00～17:00）
にて
［担当者］土屋
［メール］ sisetu@seiwa-miyauchi.jp
［電話］ 044-740-2810　［FAX］ 044-740-2816
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-------------------------------------------------------------
046 高齢者

AREA｜多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブ 
グループとも
http://web-k2.jp/gr-tomo

利用者と楽しい時間を過ごしてみませんか
あなたのやさしさをお待ちしています 

デイサービス利用者のお話しを聞いてください。時
には一緒に歌ったり、ゲームを楽しんでください。
イベントボランティアは、歌や演奏などの特技を披
露して下さる方、個人でもグループでも大歓迎。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし 
［日程］ 1日、短期、長期（平日） 
［場所］ ともの家 
川崎市麻生区王禅寺西3-26-6
小田急線「新百合ヶ丘」駅から
～バス「田園調布大学園」行き・「たまプラーザ」行き
『王禅寺公園北』下車、徒歩1分
～バス「聖マリアンナ医大」行『王禅寺公園』下車、徒
歩3分 
申込み▶随時電話（平日9:00～17:00）にて
［担当者］ 小島小夜子
［メール］ g-tomo@sage.ocn.ne.jp
［電話］ 044-953-8656　［FAX］ 044-967-4134

-------------------------------------------------------------
047 高齢者

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 川崎大師福祉会 
特別養護老人ホーム　ゆとりあ
http://yutoria.jp 

空いた時間を有効活用！ 社会貢献活動し
ませんか。 週1日、3時間から可能です！

レクリエーションや間接業務のお手伝い、傾聴のみ
でもOK！それぞれの得意分野を活かして活動いた
だけます。利用者様や入居者様にも大変喜ばれ、お

互いに笑顔があふれる事が多い素敵な環境です！

［募集］ 学生／社会人／シルバー人材 
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）  
［場所］ 特別養護老人ホーム　ゆとりあ
川崎市川崎区殿町1-11-10
京浜急行大師線「大師橋」駅から徒歩7分 
［持ち物］エプロンや内履き等
申込み▶随時メール、電話（平日9:00～18:00）、FAX
または直接来所にて 
［担当者］介護課長　掛水雄貴
［メール］ yuuki_kakemizu@yutoria.jp
［電話］ 044-277-1165　［FAX］ 044-277-1164

-------------------------------------------------------------
048 高齢者

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
特別養護老人ホーム菅の里 
tokushin-suge.com

空いている時間にお手伝いしたい、
介護のボランティア活動に興味がある方
おまちしています 

施設の掃除や環境整備、特技を活かし、利用者の
趣味・余暇活動、話し相手等。

［募集・人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市多摩区菅北浦3-10-20 
JR、京王線「稲田堤」駅から徒歩6分 
申込み▶要お問合せ  随時電話（平日10:00～16:00）
にて
［担当者］大坂
［メール］ suge-sat@dream.ocn.ne.jp 
［電話］ 044-946-3400　［FAX］ 044-946-3455



-------------------------------------------------------------
045 高齢者

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
特別養護老人ホーム　新緑の郷
http://ryokuseikai-yokohama.jp

どなたでも気軽にご協力いただける活動内
容です。見学だけでも、月１回でも、お友達
と一緒でも大歓迎です

園芸・行事やレクの手伝い・リネン交換・囲碁将
棋麻雀相手・話し相手・メイク・物作り・絵描き・
カメラマン・演奏・踊り・食事配膳下膳・書道等...
上記以外でも可能です。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
［人数］ 制限なし
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土日祝） 
［場所］ 川崎市高津区久末473-14
①東急田園都市線「鷺沼」駅から
～東急バス/川崎市営バス（3番のりば）20分『妙法
寺下』下車、徒歩8分
②JR南武線「武蔵小杉」駅から
～東急バス/川崎市営バス（5番のりば）25分『妙法
寺下』下車、徒歩8分
③東急東横線・横浜市営地下鉄線「日吉」駅から
～東急バス（6番のりば）20分『久末団地』下車、徒歩
5分 
申込み▶随時電話（月～土曜日9:00～18:00）、FAX
または直接来所にて
［担当者］宮川　晃 
［メール］ shinryokunosato@midorinosato.or.jp
［電話］ 044-948-7025　［FAX］ 044-948-7023 

-------------------------------------------------------------
043 高齢者

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設すえなが
http://www.seiwa-suenaga.jp

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います。居室清
掃、レクリエーション補助、入所者の話し相手など

［募集］ 社会人　［人数］ 若干名（1～10人）  
［日程］ 長期  
［場所］ 川崎市高津区末長1-3-13　JR南武線「武蔵溝
ノ口」駅、東急田園都市線「梶が谷」駅から徒歩10分
［持ち物など］動きやすい服装、上履き
申込み▶随時電話（月～金曜日9:00～17:30）にて
［担当者］武藤勝典 
［電話］ 044-861-5318

-------------------------------------------------------------
044 高齢者

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設みやうち
http://www.seiwa-miyauchi.jp/

ご利用者とふれあい、
楽しく活動していただけます 

【傾聴ボランティア募集】高齢施設ご利用者の話し
相手。【誘導ボランティア募集】入浴時など、車椅子
ご利用者の誘導、整容。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 短期、長期（平日） 
［場所］ 川崎市中原区宮内1-25-1　JR南武線「武蔵溝
ノ口」駅・東急東横線「武蔵小杉」駅からバスで15分
申込み▶要お問合せ　随時電話（平日9:00～17:00）
にて
［担当者］土屋
［メール］ sisetu@seiwa-miyauchi.jp
［電話］ 044-740-2810　［FAX］ 044-740-2816
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-------------------------------------------------------------
046 高齢者

AREA｜多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブ 
グループとも
http://web-k2.jp/gr-tomo

利用者と楽しい時間を過ごしてみませんか
あなたのやさしさをお待ちしています 

デイサービス利用者のお話しを聞いてください。時
には一緒に歌ったり、ゲームを楽しんでください。
イベントボランティアは、歌や演奏などの特技を披
露して下さる方、個人でもグループでも大歓迎。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし 
［日程］ 1日、短期、長期（平日） 
［場所］ ともの家 
川崎市麻生区王禅寺西3-26-6
小田急線「新百合ヶ丘」駅から
～バス「田園調布大学園」行き・「たまプラーザ」行き
『王禅寺公園北』下車、徒歩1分
～バス「聖マリアンナ医大」行『王禅寺公園』下車、徒
歩3分 
申込み▶随時電話（平日9:00～17:00）にて
［担当者］ 小島小夜子
［メール］ g-tomo@sage.ocn.ne.jp
［電話］ 044-953-8656　［FAX］ 044-967-4134

-------------------------------------------------------------
047 高齢者

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 川崎大師福祉会 
特別養護老人ホーム　ゆとりあ
http://yutoria.jp 

空いた時間を有効活用！ 社会貢献活動し
ませんか。 週1日、3時間から可能です！

レクリエーションや間接業務のお手伝い、傾聴のみ
でもOK！それぞれの得意分野を活かして活動いた
だけます。利用者様や入居者様にも大変喜ばれ、お

互いに笑顔があふれる事が多い素敵な環境です！

［募集］ 学生／社会人／シルバー人材 
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）  
［場所］ 特別養護老人ホーム　ゆとりあ
川崎市川崎区殿町1-11-10
京浜急行大師線「大師橋」駅から徒歩7分 
［持ち物］エプロンや内履き等
申込み▶随時メール、電話（平日9:00～18:00）、FAX
または直接来所にて 
［担当者］介護課長　掛水雄貴
［メール］ yuuki_kakemizu@yutoria.jp
［電話］ 044-277-1165　［FAX］ 044-277-1164

-------------------------------------------------------------
048 高齢者

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
特別養護老人ホーム菅の里 
tokushin-suge.com

空いている時間にお手伝いしたい、
介護のボランティア活動に興味がある方
おまちしています 

施設の掃除や環境整備、特技を活かし、利用者の
趣味・余暇活動、話し相手等。

［募集・人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市多摩区菅北浦3-10-20 
JR、京王線「稲田堤」駅から徒歩6分 
申込み▶要お問合せ  随時電話（平日10:00～16:00）
にて
［担当者］大坂
［メール］ suge-sat@dream.ocn.ne.jp 
［電話］ 044-946-3400　［FAX］ 044-946-3455



-------------------------------------------------------------
050 高齢者、 障害者・児

AREA｜幸区、中原区、その他の地域
-------------------------------------------------------------
傾聴ボランティアさいわい 

傾聴ボランティアを知っていますか 

高齢の方、障害のある方のお話相手です。ぜひ勉
強をしながら参加して下さい。講座を行ってお
ります。

［募集・人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日
［場所］ 特養、有料デイサービス、サ高住、障害者・
児施設 
最寄り駅から徒歩10分
［持ち物］ 筆記用具 
申込み▶要お問合せ　電話（10:00～17:00）または
FAXにて
［担当者］ 春田公江
［電話/ FAX］ 044-588-7447
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-------------------------------------------------------------
049 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人一廣会
特別養護老人ホーム金井原苑 
http://www.kanaibara.com 

ご自身の生活を優先して、
無理なくボランティアしてみませんか？
お問合せお待ちしております

運転ボランティア、園芸（草取り、花の手入れ）、オ
セロ・麻雀の相手、ウエス切り（古布をフェイスタ
オル1/4の大きさにカットする作業）、繕い物、車
いすのそうじ他、お手伝いお願いします。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土日祝）
［場所］ 金井原苑デイサービス
川崎市麻生区片平1430
小田急多摩線「栗平」駅から徒歩7分
申込み▶随時メールまたは電話（10:00～18:00）にて
［担当者］ 小泉、新倉 
［メール］ volu.kanaibara@gmail.com
［電話］ 044-986-1560　［FAX］ 044-986-4654

051-066 ｜ 幼児・児童

-------------------------------------------------------------
051 幼児・児童

AREA｜宮前区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人星槎　野川南台保育園
http://www.seisa.or.jp

保育園でのボランティア募集

保育園のお仕事のお手伝いしていただけませんか？
1日だけでも大丈夫。お気軽にご相談ください。
 

［募集］ 学生　※健康で人とかかわることが好きな方
［人数］ 状況により募集予定 
［日程］短期、長期 
［場所］川崎市宮前区南野川3-7-1 
南武線「武蔵小杉」駅、東急田園都市線「鷺沼」駅から
～バス『山崎』下車、徒歩10分
［持ち物］上履き、エプロン、三角巾 
申込み▶要お問合せ 電話（月～金曜日9:00～17:00）
にて
［電話］ 044-740-1833



-------------------------------------------------------------
050 高齢者、 障害者・児

AREA｜幸区、中原区、その他の地域
-------------------------------------------------------------
傾聴ボランティアさいわい 

傾聴ボランティアを知っていますか 

高齢の方、障害のある方のお話相手です。ぜひ勉
強をしながら参加して下さい。講座を行ってお
ります。

［募集・人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日
［場所］ 特養、有料デイサービス、サ高住、障害者・
児施設 
最寄り駅から徒歩10分
［持ち物］ 筆記用具 
申込み▶要お問合せ　電話（10:00～17:00）または
FAXにて
［担当者］ 春田公江
［電話/ FAX］ 044-588-7447
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-------------------------------------------------------------
049 高齢者

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人一廣会
特別養護老人ホーム金井原苑 
http://www.kanaibara.com 

ご自身の生活を優先して、
無理なくボランティアしてみませんか？
お問合せお待ちしております

運転ボランティア、園芸（草取り、花の手入れ）、オ
セロ・麻雀の相手、ウエス切り（古布をフェイスタ
オル1/4の大きさにカットする作業）、繕い物、車
いすのそうじ他、お手伝いお願いします。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土日祝）
［場所］ 金井原苑デイサービス
川崎市麻生区片平1430
小田急多摩線「栗平」駅から徒歩7分
申込み▶随時メールまたは電話（10:00～18:00）にて
［担当者］ 小泉、新倉 
［メール］ volu.kanaibara@gmail.com
［電話］ 044-986-1560　［FAX］ 044-986-4654

051-066 ｜ 幼児・児童

-------------------------------------------------------------
051 幼児・児童

AREA｜宮前区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人星槎　野川南台保育園
http://www.seisa.or.jp

保育園でのボランティア募集

保育園のお仕事のお手伝いしていただけませんか？
1日だけでも大丈夫。お気軽にご相談ください。
 

［募集］ 学生　※健康で人とかかわることが好きな方
［人数］ 状況により募集予定 
［日程］短期、長期 
［場所］川崎市宮前区南野川3-7-1 
南武線「武蔵小杉」駅、東急田園都市線「鷺沼」駅から
～バス『山崎』下車、徒歩10分
［持ち物］上履き、エプロン、三角巾 
申込み▶要お問合せ 電話（月～金曜日9:00～17:00）
にて
［電話］ 044-740-1833
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-------------------------------------------------------------
052 幼児・児童

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
ふくじゅ保育園 
https://www.choujyu-f.jp

保育ボランティア募集
事前見学、オリエンテーションあり

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。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし 
［日程］ 1日、短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市幸区鹿島田1-21-8
JR南武線「鹿島田」駅から徒歩5分
［持ち物］エプロン、箸、水筒、三角巾、上履き 
申込み▶随時 電話（平日9:00～17:00）にて
［電話］ 044-201-8080　［FAX］ 044-201-8081

-------------------------------------------------------------
053 幼児・児童

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
国際子育てひろば「コアラ」 
ikuji-koala.blogspot.com/

子育てグループのお手伝い

外国人と日本人・一緒に子育てしています。
イベントのお手伝い、PC管理ができるかたを募集。

［募集］ 50歳代までの主婦のかた 
［人数］ 1名 
［日程］ 長期（平日）
［場所］ 福祉パルなかはら 
川崎市中原区今井上町34 和田ビル1F 
東急東横線「武蔵小杉」駅から徒歩15分
申込み▶要お問合せ メールにて
［担当者］ 米澤悦子 
［メール］ koala.group.ml@gmail.com

-------------------------------------------------------------
056 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
川崎市南部地域療育センター  

行事、兄弟児保育の手伝い 

主に「夏祭り」ほか行事の当日運営、および通園
の兄弟児保育のお手伝いをお願いします。
 
［募集］ 高校生／学生／社会人 
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期（平日） 
［場所］ 川崎市川崎区中島３-３-１ 
ＪＲ「川崎」駅東口から市バス１０分 
申込み▶要お問合せ 随時メールまたは電話（9:00～
17:00）にて
［担当者］ 松本圭司（副所長）・堀田将之（園長） 
［メール］ nanburyouiku@kfj.or.jp 
［電話］ 044-211-3181　［FAX］ 044-230-1945

-------------------------------------------------------------
057 幼児・児童

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
ヒルズすえなが  

子どもが大好きなボランティアさん募集 

主に小学生を対象とした、遊びや行事のお手伝い
をしてくださる方を募集しております。気になった
方はぜひお問い合わせください。

［募集］ 高校生／学生／社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期、（平日、土日祝）
［場所］ 東急田園都市線「梶が谷」「溝の口」駅から徒
歩10分、JR南武線「武蔵溝ノ口」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ 電話（平日10:00～17:00）にて
［担当者］ 当山
［電話］ 070-2653-0046  

-------------------------------------------------------------
054 幼児・児童

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
三田かしのみ保育園
http://www.mitakashinomi.jp/

生後5か月～就学前の子どもたちと遊んだり
身の回りのお世話など、保育上のお手伝い

子どもたちとの遊び、着替えや食事の介助、保育
士の手伝い（そうじ、教材準備）などをお願いして
います。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 制限なし
［日程］ 短期（平日）
［場所］ 多摩区三田1-18-3
小田急線「生田」駅から徒歩5分
［持ち物］ 上履き、エプロン、三角巾（バンダナ可）
申込み▶随時 電話（平日9:00～16:00）にて
［電話］ 044-932-2111［FAX］ 044-932-2117

------------------------------------------------------------
055 幼児・児童

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
保育園アレッタ

ご自身のペースで社会貢献活動しませんか
研修もあるので初心者でも安心です！

保育園でのボランティア募集。乳幼児の活動見守
りや、清掃・消毒、活動備品の準備や補充のお手
伝い。

［募集］ 社会人　※条件あり（要お問合せ）
［人数］ 制限なし 
［日程］ 1日、短期、長期 （平日、土日祝）
［場所］ 川崎市幸区南幸町3-3　
JR「川崎」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ 電話（12:00～14:00）にて
［電話/FAX］ 044-742-3550

-------------------------------------------------------------
058 幼児・児童

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 大慈会　
みぞのくち保育園 
https://www.mizonokutihoikuen.com/

ご自身のペースで社会貢献活動しませんか
1日だけの参加もOKです、お待ちしています

保育補助、園舎・園庭の環境整備、玩具の消毒等、
園児の為のお手伝いをお願いします。

［募集］ 学生/社会人　
※健康状態をチェックさせていただきます
［人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 平日
［持ち物など］ エプロン、三角巾、活動しやすい服装
［場所］ みぞのくち保育園 
川崎市高津区溝口4-19-2
東急田園都市線「高津」駅から徒歩5分 
申込み▶随時 電話（平日10:00～17:00）にて 
（ただし、コロナウイルス感染症防止の状況で受入は
変動します）
［担当者］ 鈴木佳江
［メール］ mizo-ho@ny.airnet.ne.jp 
［電話］ 044-811-5081　［FAX］ 044-811-5762
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-------------------------------------------------------------
052 幼児・児童

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
ふくじゅ保育園 
https://www.choujyu-f.jp

保育ボランティア募集
事前見学、オリエンテーションあり

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。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし 
［日程］ 1日、短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市幸区鹿島田1-21-8
JR南武線「鹿島田」駅から徒歩5分
［持ち物］エプロン、箸、水筒、三角巾、上履き 
申込み▶随時 電話（平日9:00～17:00）にて
［電話］ 044-201-8080　［FAX］ 044-201-8081

-------------------------------------------------------------
053 幼児・児童

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
国際子育てひろば「コアラ」 
ikuji-koala.blogspot.com/

子育てグループのお手伝い

外国人と日本人・一緒に子育てしています。
イベントのお手伝い、PC管理ができるかたを募集。

［募集］ 50歳代までの主婦のかた 
［人数］ 1名 
［日程］ 長期（平日）
［場所］ 福祉パルなかはら 
川崎市中原区今井上町34 和田ビル1F 
東急東横線「武蔵小杉」駅から徒歩15分
申込み▶要お問合せ メールにて
［担当者］ 米澤悦子 
［メール］ koala.group.ml@gmail.com

-------------------------------------------------------------
056 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
川崎市南部地域療育センター  

行事、兄弟児保育の手伝い 

主に「夏祭り」ほか行事の当日運営、および通園
の兄弟児保育のお手伝いをお願いします。
 
［募集］ 高校生／学生／社会人 
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期（平日） 
［場所］ 川崎市川崎区中島３-３-１ 
ＪＲ「川崎」駅東口から市バス１０分 
申込み▶要お問合せ 随時メールまたは電話（9:00～
17:00）にて
［担当者］ 松本圭司（副所長）・堀田将之（園長） 
［メール］ nanburyouiku@kfj.or.jp 
［電話］ 044-211-3181　［FAX］ 044-230-1945

-------------------------------------------------------------
057 幼児・児童

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
ヒルズすえなが  

子どもが大好きなボランティアさん募集 

主に小学生を対象とした、遊びや行事のお手伝い
をしてくださる方を募集しております。気になった
方はぜひお問い合わせください。

［募集］ 高校生／学生／社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期、（平日、土日祝）
［場所］ 東急田園都市線「梶が谷」「溝の口」駅から徒
歩10分、JR南武線「武蔵溝ノ口」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ 電話（平日10:00～17:00）にて
［担当者］ 当山
［電話］ 070-2653-0046  

-------------------------------------------------------------
054 幼児・児童

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
三田かしのみ保育園
http://www.mitakashinomi.jp/

生後5か月～就学前の子どもたちと遊んだり
身の回りのお世話など、保育上のお手伝い

子どもたちとの遊び、着替えや食事の介助、保育
士の手伝い（そうじ、教材準備）などをお願いして
います。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 制限なし
［日程］ 短期（平日）
［場所］ 多摩区三田1-18-3
小田急線「生田」駅から徒歩5分
［持ち物］ 上履き、エプロン、三角巾（バンダナ可）
申込み▶随時 電話（平日9:00～16:00）にて
［電話］ 044-932-2111［FAX］ 044-932-2117

------------------------------------------------------------
055 幼児・児童

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
保育園アレッタ

ご自身のペースで社会貢献活動しませんか
研修もあるので初心者でも安心です！

保育園でのボランティア募集。乳幼児の活動見守
りや、清掃・消毒、活動備品の準備や補充のお手
伝い。

［募集］ 社会人　※条件あり（要お問合せ）
［人数］ 制限なし 
［日程］ 1日、短期、長期 （平日、土日祝）
［場所］ 川崎市幸区南幸町3-3　
JR「川崎」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ 電話（12:00～14:00）にて
［電話/FAX］ 044-742-3550

-------------------------------------------------------------
058 幼児・児童

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 大慈会　
みぞのくち保育園 
https://www.mizonokutihoikuen.com/

ご自身のペースで社会貢献活動しませんか
1日だけの参加もOKです、お待ちしています

保育補助、園舎・園庭の環境整備、玩具の消毒等、
園児の為のお手伝いをお願いします。

［募集］ 学生/社会人　
※健康状態をチェックさせていただきます
［人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 平日
［持ち物など］ エプロン、三角巾、活動しやすい服装
［場所］ みぞのくち保育園 
川崎市高津区溝口4-19-2
東急田園都市線「高津」駅から徒歩5分 
申込み▶随時 電話（平日10:00～17:00）にて 
（ただし、コロナウイルス感染症防止の状況で受入は
変動します）
［担当者］ 鈴木佳江
［メール］ mizo-ho@ny.airnet.ne.jp 
［電話］ 044-811-5081　［FAX］ 044-811-5762



-------------------------------------------------------------
061 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
母子育成会　あすいく保育園
http://www.boshi-ikuseikai.jp/

保育士のお手伝いをして下さる方、保育士
を目指している方、お待ちしています！

保育園内のお掃除や園庭などの外回りのお掃除、
洗濯、おもちゃの修理・補修、時間帯によっては子
どもたちとの実際の関りをお願いします。

［募集］ 学生／社会人　
［条件］14日前からの体調報告と事前オリエンテー
ションが可能な方
［人数］ 数名　
［日程］ 長期（平日） 
［場所］ あすいく保育園　
川崎市川崎区日進町22-14　
JR「川崎」駅から徒歩15分、京浜急行「八丁畷」駅か
ら徒歩5分
申込み▶希望日より最短１か月前までに、電話（平日
10:00～18:00）にて　
［担当者］ 齋藤
［メール］ asuiku@honey.ocn.ne.jp
［電話］ 044-221-1015　［FAX］ 044-221-1018

-------------------------------------------------------------
062 幼児・児童

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
麻生区社会福祉協議会
「あさおオモチャとしょかん」
http://www.kawasaki-shakyo.jp/asao/

小学校入学前までの子どもたちと
楽しく遊びながらボランティアしませんか？

障害を持つ子も持たない子も、ともに育ち合い、
一緒に遊ぶ「オモチャとしょかん」での、マット・
おもちゃなどの会場準備・片付け・お子さんの見
守りボランティア募集。

［募集］ 学生／社会人　
※ 第1・3木曜日10:00～16:00に参加できる方
［人数］ 制限なし
［日程］ 長期（平日）　
［場所］ 麻生区役所柿生分庁舎ホール 
川崎市麻生区上麻生6-29-18
小田急小田原線「柿生」駅から徒歩５分
［持ち物］ 上履き・エプロン持参
申込み▶随時　麻生区社会福祉協議会地域課にメー
ルまたは電話（月～土曜日8:30～17:00）にて　
［担当］ 麻生区社会福祉協議会　地域課
川崎市麻生区万福寺1-2-2新百合21ビル1階　
福祉パルあさお内 
［メール］ info@asao-shakyo.com
［電話］ 044-952-5500　［FAX］ 044-952-1424

-------------------------------------------------------------
063 幼児・児童

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
学童ホール支援グループ
https://blog.goo.ne.jp/tammakko2019

空いた時間を、元気な小学生と
過ごしませんか？

小学生の宿題を見守ったり、公園で一緒に遊んだ
りして、支援員のお手伝いをしてもらいます。教
育学や保育を学ぶ学生、子育て経験のある主婦の
方も大歓迎です。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※子ども好きで健康な方
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 短期、長期（平日14:00～18:00） 
［場所］ たまっ子学童ホール
JR南武線「稲田堤」駅から徒歩8分
申込み▶随時メール、電話またはFAXにて
［担当者］齋藤
［メール］ p2291961@yahoo.co.jp
［電話］ 070-6649-3217　［FAX］ 044-944-6651

-------------------------------------------------------------
059 幼児・児童

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 すぎのこ福祉会　
すぎのこ保育園
https://suginoko.or.jp/suginoko/

笑顔でお元気の方、募集しています
内容についてはご相談ください
 
元気な方、募集。庭木の手入れ、花の水やり、園舎
や園庭のそうじ、保育のお手伝いなど。

［募集］ 学生／社会人／ご高齢の方 
［人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土曜日） 
［場所］ すぎのこ保育園の敷地内
川崎市麻生区岡上71-3 
小田急小田原線「鶴川」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ メールまたは電話（平日9:00～
15:00）にて
［メール］ office@suginoko.or.jp
［電話］ 044-988-3415　［FAX］ 044-987-8703

059-063 ｜ 幼児・児童ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報

3332

-------------------------------------------------------------
060 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人むくの木
http://mukunoki.main.jp/

保育園で元気な子どもたちと遊びませんか!
1日または半日でもOK!

小規模保育園での保育ボランティア募集。園庭遊
び、散歩同行など、子どもたちと一緒に遊んでくだ
さい。学生、初心者、未経験者歓迎。

［募集］ 高校生／学生／社会人
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 1日、半日 
［場所］ つめくさ保育園　
川崎市川崎区昭和1-5-8
京急大師線「東門前」駅から徒歩７分
［持ち物など］ 汚れても構わない服装
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:00～16:00）
にて
［メール］ info@mukunoki.main.jp
［電話］ 044-201-9789　［FAX］ 044-201-9799



-------------------------------------------------------------
061 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
母子育成会　あすいく保育園
http://www.boshi-ikuseikai.jp/

保育士のお手伝いをして下さる方、保育士
を目指している方、お待ちしています！

保育園内のお掃除や園庭などの外回りのお掃除、
洗濯、おもちゃの修理・補修、時間帯によっては子
どもたちとの実際の関りをお願いします。

［募集］ 学生／社会人　
［条件］14日前からの体調報告と事前オリエンテー
ションが可能な方
［人数］ 数名　
［日程］ 長期（平日） 
［場所］ あすいく保育園　
川崎市川崎区日進町22-14　
JR「川崎」駅から徒歩15分、京浜急行「八丁畷」駅か
ら徒歩5分
申込み▶希望日より最短１か月前までに、電話（平日
10:00～18:00）にて　
［担当者］ 齋藤
［メール］ asuiku@honey.ocn.ne.jp
［電話］ 044-221-1015　［FAX］ 044-221-1018

-------------------------------------------------------------
062 幼児・児童

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
麻生区社会福祉協議会
「あさおオモチャとしょかん」
http://www.kawasaki-shakyo.jp/asao/

小学校入学前までの子どもたちと
楽しく遊びながらボランティアしませんか？

障害を持つ子も持たない子も、ともに育ち合い、
一緒に遊ぶ「オモチャとしょかん」での、マット・
おもちゃなどの会場準備・片付け・お子さんの見
守りボランティア募集。

［募集］ 学生／社会人　
※ 第1・3木曜日10:00～16:00に参加できる方
［人数］ 制限なし
［日程］ 長期（平日）　
［場所］ 麻生区役所柿生分庁舎ホール 
川崎市麻生区上麻生6-29-18
小田急小田原線「柿生」駅から徒歩５分
［持ち物］ 上履き・エプロン持参
申込み▶随時　麻生区社会福祉協議会地域課にメー
ルまたは電話（月～土曜日8:30～17:00）にて　
［担当］ 麻生区社会福祉協議会　地域課
川崎市麻生区万福寺1-2-2新百合21ビル1階　
福祉パルあさお内 
［メール］ info@asao-shakyo.com
［電話］ 044-952-5500　［FAX］ 044-952-1424

-------------------------------------------------------------
063 幼児・児童

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
学童ホール支援グループ
https://blog.goo.ne.jp/tammakko2019

空いた時間を、元気な小学生と
過ごしませんか？

小学生の宿題を見守ったり、公園で一緒に遊んだ
りして、支援員のお手伝いをしてもらいます。教
育学や保育を学ぶ学生、子育て経験のある主婦の
方も大歓迎です。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※子ども好きで健康な方
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 短期、長期（平日14:00～18:00） 
［場所］ たまっ子学童ホール
JR南武線「稲田堤」駅から徒歩8分
申込み▶随時メール、電話またはFAXにて
［担当者］齋藤
［メール］ p2291961@yahoo.co.jp
［電話］ 070-6649-3217　［FAX］ 044-944-6651

-------------------------------------------------------------
059 幼児・児童

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 すぎのこ福祉会　
すぎのこ保育園
https://suginoko.or.jp/suginoko/

笑顔でお元気の方、募集しています
内容についてはご相談ください
 
元気な方、募集。庭木の手入れ、花の水やり、園舎
や園庭のそうじ、保育のお手伝いなど。

［募集］ 学生／社会人／ご高齢の方 
［人数］ 状況により募集予定 
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土曜日） 
［場所］ すぎのこ保育園の敷地内
川崎市麻生区岡上71-3 
小田急小田原線「鶴川」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ メールまたは電話（平日9:00～
15:00）にて
［メール］ office@suginoko.or.jp
［電話］ 044-988-3415　［FAX］ 044-987-8703
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-------------------------------------------------------------
060 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人むくの木
http://mukunoki.main.jp/

保育園で元気な子どもたちと遊びませんか!
1日または半日でもOK!

小規模保育園での保育ボランティア募集。園庭遊
び、散歩同行など、子どもたちと一緒に遊んでくだ
さい。学生、初心者、未経験者歓迎。

［募集］ 高校生／学生／社会人
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 1日、半日 
［場所］ つめくさ保育園　
川崎市川崎区昭和1-5-8
京急大師線「東門前」駅から徒歩７分
［持ち物など］ 汚れても構わない服装
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:00～16:00）
にて
［メール］ info@mukunoki.main.jp
［電話］ 044-201-9789　［FAX］ 044-201-9799
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-------------------------------------------------------------
066 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
てんとう虫ハウス（子ども食堂）

子ども食堂でお手伝いをしてみませんか？
1日だけの参加でもOKです。お気軽にお
問い合わせください 

月2回開催している子ども食堂のボランティアで
す。参加する子どもたちと自分のペースで関わっ
ていただける方や調理・片付けに関わっていただ
ける方を募集します。

［募集］ 学生／社会人／興味のある方　
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、長期
［場所］ かわさき障害者福祉施設たじま川崎市川崎区
田島町20-10
JR「川崎」駅からバス15分『鋼管通2丁目』下車、徒歩
5分 
［持ち物など］ エプロン、三角巾、動きやすい服装
申込み▶随時メール、電話（8:45～17:15）、FAXまた
は直接来所にて
［担当者］ 江良泰成
［メール］ tajimakatei@ba.wakwak.com 
［電話］ 044-276-9689　［FAX］ 044-276-9619

-------------------------------------------------------------
065 幼児・児童

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人みどりなくらし
http://kosodateooto.blog.fc2.com/

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！

1日だけの参加もOK♪ 赤ちゃん～未就学児と保
護者が来所します。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。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※未経験者歓迎
［人数］ 制限なし   
［日程］ 1日、短期、長期（平日、月・火・木曜日9:30～
13:00） 
［場所］ 地域子育て支援センターおおと
JR南武線「武蔵新城」駅・「武蔵中原」駅から徒歩
10分
［持ち物など］ 動きやすい服装、エプロン持参
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:30～17:00）
にて
［メール］ kosodate.ooto@gmail.com
［電話］ 070-5454-1415

-------------------------------------------------------------
064 幼児・児童

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人みどりなくらし
http://kosodateshinmaruko.blog.fc2.com/

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～未就学児と保護者が来所します。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。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※小学生5年生以上、未経験者歓迎 
［人数］若干名（1～10人）
［日程］1日、短期、長期（平日）
［場所］ 地域子育て支援センターしんまるこ
東急東横線「新丸子」駅から徒歩5分 
［持ち物など］ 動きやすい服装、エプロン持参 
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:30～17:00）
にて
特定非営利活動法人みどりなくらし
川崎市中原区上新城2-6-11 石井ビル２F 
新城WORK
［メール］kosodate.shinmaruko@gmail.com
［電話］ 070-3343-9880
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-------------------------------------------------------------
066 幼児・児童

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
てんとう虫ハウス（子ども食堂）

子ども食堂でお手伝いをしてみませんか？
1日だけの参加でもOKです。お気軽にお
問い合わせください 

月2回開催している子ども食堂のボランティアで
す。参加する子どもたちと自分のペースで関わっ
ていただける方や調理・片付けに関わっていただ
ける方を募集します。

［募集］ 学生／社会人／興味のある方　
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、長期
［場所］ かわさき障害者福祉施設たじま川崎市川崎区
田島町20-10
JR「川崎」駅からバス15分『鋼管通2丁目』下車、徒歩
5分 
［持ち物など］ エプロン、三角巾、動きやすい服装
申込み▶随時メール、電話（8:45～17:15）、FAXまた
は直接来所にて
［担当者］ 江良泰成
［メール］ tajimakatei@ba.wakwak.com 
［電話］ 044-276-9689　［FAX］ 044-276-9619

-------------------------------------------------------------
065 幼児・児童

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人みどりなくらし
http://kosodateooto.blog.fc2.com/

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！

1日だけの参加もOK♪ 赤ちゃん～未就学児と保
護者が来所します。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。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※未経験者歓迎
［人数］ 制限なし   
［日程］ 1日、短期、長期（平日、月・火・木曜日9:30～
13:00） 
［場所］ 地域子育て支援センターおおと
JR南武線「武蔵新城」駅・「武蔵中原」駅から徒歩
10分
［持ち物など］ 動きやすい服装、エプロン持参
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:30～17:00）
にて
［メール］ kosodate.ooto@gmail.com
［電話］ 070-5454-1415

-------------------------------------------------------------
064 幼児・児童

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人みどりなくらし
http://kosodateshinmaruko.blog.fc2.com/

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～未就学児と保護者が来所します。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。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※小学生5年生以上、未経験者歓迎 
［人数］若干名（1～10人）
［日程］1日、短期、長期（平日）
［場所］ 地域子育て支援センターしんまるこ
東急東横線「新丸子」駅から徒歩5分 
［持ち物など］ 動きやすい服装、エプロン持参 
申込み▶随時メールまたは電話（平日9:30～17:00）
にて
特定非営利活動法人みどりなくらし
川崎市中原区上新城2-6-11 石井ビル２F 
新城WORK
［メール］kosodate.shinmaruko@gmail.com
［電話］ 070-3343-9880



-------------------------------------------------------------
068 子どもの健全育成

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
NPO法人シェアドッグスクール 
http://www.sharedogschool.com

「犬たちを介して、命の尊さや温もり」を
一緒に伝えませんか

こどもたちに『わんちゃんふれあい体験会』のお
手伝いをしてくれる方募集。「かわいかった」、「ふ
わふわしていた」等、こどもたちが安全にふれあ
いや散歩や抱っこなど体験ができるようチームで
プログラム作りから行います。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※動物・犬好き、動物介在教育に賛同できる方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 短期、長期 
［場所］ こども文化センター、寺子屋体験会、多摩川
河川敷など
［ミーティング実施場所］ かわさき市民活動センター、
オンライン等 
申込み▶HPからのお問い合わせ、随時メールにて
［担当者］ 岩原晋子
［メール］ sharedogschool@gmail.com

-------------------------------------------------------------
067 子どもの健全育成

AREA｜川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
NPO法人科学実験教室サポーター・くじら
https://genki365.net/gnkk09/mypage/index.
php?gid=G0001279

科学の楽しさを
子どもたちに伝えませんか？

小学生対象に科学実験教室を実施。一緒に活動
してくださる方を募集。興味があれば、初心者で
も大歓迎です。

［募集］ 高校生／学生／社会人（高校生以上の方であ
れば年齢制限はありません） ※子どもたちに科学の
楽しさを伝えたい方 
［人数］ 制限なし 
［日程］ 自分の都合で決められます（平日、土日祝）
［場所］ かわさき宙と緑の科学館、こども文化セン
ター、わくわくプラザ　など 
［定例会実施場所］ JR南武線「武蔵中原」駅
申込み▶随時メールにて
［担当者］ 野田賢耶 
［メール］ adon.kenya@nifty.com
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-------------------------------------------------------------
069 子どもの健全育成

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
(社福)川崎市社会福祉事業団
KFJ多摩すかいきっず
https://www.kfjtama.or.jp/

私たちと一緒に子どもの成長を見守りませんか
児童の遊び・見守り支援ボランティア募集！

すかいきっず（児童館）やわくわくプラザ（放課後
児童クラブ）にて、放課後の小学生の遊びの見守
り、支援。季節ごとの行事のお手伝い（小学生向け）

［募集］ 学生／社会人 ※事前に面接あり
［人数］ 制限なし　［日程］ 1日、短期、長期 
［場所］ すかいきっず　または　わくわくプラザ 
小田急線「登戸」「向ヶ丘遊園」駅から徒歩10分
［持ち物など］ 面接時にご説明します
申込み▶要お問合せ 電話（平日11:00～18:00）にて
［担当者］ 沖、大島
KFJ多摩すかいきっず
川崎市多摩区登戸2249-1　KFJ多摩4階
［電話］ 044-934-0801

-------------------------------------------------------------
070 子どもの健全育成

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
ふれあい食堂 
https://www.facebook.com/ふれあい食堂-109
389757230271

ふれあい食堂で調理、パック詰めのボラン
ティアを募集しています
子どもたちの喜ぶ顔が見られますよ♪ 

ふれあい食堂は、子どもや大人が楽しく交流しな
がら食事を共にする場です。子どもだけでなく保
護者のお食事もご用意しています。
今は感染症対策のため一緒に食卓を囲むことは
できませんが、お弁当を配布しています。それで
もたくさんの子ども達がお弁当を取りに来て、元
気な笑顔を見せてくれます。

調理やお弁当詰め、配付などをしてくださるボラ
ンティアスタッフを募集しています。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ ボランティア募集：2～3名 
(※参加者募集：30名～40名) 
［日程］ 平日
［場所］ JR南武線「向河原」駅から徒歩2分 
申込み▶要お問合せ メールまたは電話（平日9:00～
17:00）にて
［担当者］ 常田美帆 
［メール］ mihokko212@gmail.com 
［電話］ 080-3494-5581

-------------------------------------------------------------
071 子どもの健全育成

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
不登校を考える親の会川崎の会 
http://kawakai6526-014.com

子育て・不登校のことを一緒に考えながら
スタッフの一員として
お力を貸していただけませんか

不登校で悩んでおられる親御さん同士が集まって、
気軽に話し交流することを通して元気になってもら
うことを目的とした親の会です。この会に参加して
子育てや不登校のことを一緒に考えたり、スタッフ
の一員として、お力を貸していただければ...と考え
ています。また、当事者同士が交流できる「木々の
うた」という居場所をつくり、活動もしています。
「木々のうた」の活動を一緒にやってみたいという
方も大歓迎です。

［募集］ 高校生／学生／社会人　［人数］制限なし
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）※活動日はご希望
によって調整します 
［場所］ かわさき市民活動センター 
東急東横線「武蔵小杉」駅から徒歩2分 
申込み▶随時メールまたは電話（夕方以降～21:00)
にて
［担当者］ 竹内春雄 
［メール］ minamimanab5@yahoo.co.jp
［電話］ 090-3692-6996



-------------------------------------------------------------
068 子どもの健全育成

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
NPO法人シェアドッグスクール 
http://www.sharedogschool.com

「犬たちを介して、命の尊さや温もり」を
一緒に伝えませんか

こどもたちに『わんちゃんふれあい体験会』のお
手伝いをしてくれる方募集。「かわいかった」、「ふ
わふわしていた」等、こどもたちが安全にふれあ
いや散歩や抱っこなど体験ができるようチームで
プログラム作りから行います。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
※動物・犬好き、動物介在教育に賛同できる方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 短期、長期 
［場所］ こども文化センター、寺子屋体験会、多摩川
河川敷など
［ミーティング実施場所］ かわさき市民活動センター、
オンライン等 
申込み▶HPからのお問い合わせ、随時メールにて
［担当者］ 岩原晋子
［メール］ sharedogschool@gmail.com

-------------------------------------------------------------
067 子どもの健全育成

AREA｜川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
NPO法人科学実験教室サポーター・くじら
https://genki365.net/gnkk09/mypage/index.
php?gid=G0001279

科学の楽しさを
子どもたちに伝えませんか？

小学生対象に科学実験教室を実施。一緒に活動
してくださる方を募集。興味があれば、初心者で
も大歓迎です。

［募集］ 高校生／学生／社会人（高校生以上の方であ
れば年齢制限はありません） ※子どもたちに科学の
楽しさを伝えたい方 
［人数］ 制限なし 
［日程］ 自分の都合で決められます（平日、土日祝）
［場所］ かわさき宙と緑の科学館、こども文化セン
ター、わくわくプラザ　など 
［定例会実施場所］ JR南武線「武蔵中原」駅
申込み▶随時メールにて
［担当者］ 野田賢耶 
［メール］ adon.kenya@nifty.com
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-------------------------------------------------------------
069 子どもの健全育成

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
(社福)川崎市社会福祉事業団
KFJ多摩すかいきっず
https://www.kfjtama.or.jp/

私たちと一緒に子どもの成長を見守りませんか
児童の遊び・見守り支援ボランティア募集！

すかいきっず（児童館）やわくわくプラザ（放課後
児童クラブ）にて、放課後の小学生の遊びの見守
り、支援。季節ごとの行事のお手伝い（小学生向け）

［募集］ 学生／社会人 ※事前に面接あり
［人数］ 制限なし　［日程］ 1日、短期、長期 
［場所］ すかいきっず　または　わくわくプラザ 
小田急線「登戸」「向ヶ丘遊園」駅から徒歩10分
［持ち物など］ 面接時にご説明します
申込み▶要お問合せ 電話（平日11:00～18:00）にて
［担当者］ 沖、大島
KFJ多摩すかいきっず
川崎市多摩区登戸2249-1　KFJ多摩4階
［電話］ 044-934-0801

-------------------------------------------------------------
070 子どもの健全育成

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
ふれあい食堂 
https://www.facebook.com/ふれあい食堂-109
389757230271

ふれあい食堂で調理、パック詰めのボラン
ティアを募集しています
子どもたちの喜ぶ顔が見られますよ♪ 

ふれあい食堂は、子どもや大人が楽しく交流しな
がら食事を共にする場です。子どもだけでなく保
護者のお食事もご用意しています。
今は感染症対策のため一緒に食卓を囲むことは
できませんが、お弁当を配布しています。それで
もたくさんの子ども達がお弁当を取りに来て、元
気な笑顔を見せてくれます。

調理やお弁当詰め、配付などをしてくださるボラ
ンティアスタッフを募集しています。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ ボランティア募集：2～3名 
(※参加者募集：30名～40名) 
［日程］ 平日
［場所］ JR南武線「向河原」駅から徒歩2分 
申込み▶要お問合せ メールまたは電話（平日9:00～
17:00）にて
［担当者］ 常田美帆 
［メール］ mihokko212@gmail.com 
［電話］ 080-3494-5581

-------------------------------------------------------------
071 子どもの健全育成

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
不登校を考える親の会川崎の会 
http://kawakai6526-014.com

子育て・不登校のことを一緒に考えながら
スタッフの一員として
お力を貸していただけませんか

不登校で悩んでおられる親御さん同士が集まって、
気軽に話し交流することを通して元気になってもら
うことを目的とした親の会です。この会に参加して
子育てや不登校のことを一緒に考えたり、スタッフ
の一員として、お力を貸していただければ...と考え
ています。また、当事者同士が交流できる「木々の
うた」という居場所をつくり、活動もしています。
「木々のうた」の活動を一緒にやってみたいという
方も大歓迎です。

［募集］ 高校生／学生／社会人　［人数］制限なし
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）※活動日はご希望
によって調整します 
［場所］ かわさき市民活動センター 
東急東横線「武蔵小杉」駅から徒歩2分 
申込み▶随時メールまたは電話（夕方以降～21:00)
にて
［担当者］ 竹内春雄 
［メール］ minamimanab5@yahoo.co.jp
［電話］ 090-3692-6996



-------------------------------------------------------------
073 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
失語症と仕事を考える会　ステップ
https://kawasaki-st-step.jimdofree.com/

失語症の方のコミュニケーション支援 

失語症を抱えながら仕事をしている方や、これか
ら仕事に戻ろうとしている方のための会。コミュ
ニケーションの支援をしてくださる方、ご参加くだ
さい。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 制限なし 
［日程］ 土日祝 
［場所］ 高津市民館 
東急田園都市線「溝の口」駅・JR「武蔵溝ノ口」駅か
ら徒歩2分
申込み▶随時メールにて
［担当者］ 米谷瑞恵  
［メール］ kawasaki.st.step@gmail.com

-------------------------------------------------------------
074 障害者・児

AREA｜中原区、川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
NPO法人夢屋　地域活動支援センター夢屋
http://yumeya.fan.coocan.jp/

手しごと・イベントボランティア
イベント（出店）の荷物運びなど単発の作
業もあります 

① 藍染絞り染めの作業補助（糸のほどき、しぼり
等）夢屋の作業場での仕事。
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）。
③ 製品の仕上げ（エプロン、バック等の縫製）主
にご自宅での作業です。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 長期（平日、土日祝） 
［場所］ 川崎市中原区小杉町1-403-10 サニーウェ

-------------------------------------------------------------
072 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
自主活動グループTwo3（ツースリー）
https://kawasaki-st-step.jimdofree.com/

スポーツしよう！ 

創設15年、隔週土曜、高津養護学校のグラウンド
を使用してソフトボールやティーボール等、軽ス
ポーツを楽しむグループです。

［募集］ 学生／社会人　※体を動かすのが好きな方
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 長期（土日祝） 
［場所］ 神奈川県立高津養護学校 
東急田園都市線「梶が谷」駅から徒歩10分
［持ち物など］動きやすい服装 
申込み▶随時メール、電話（9:00 ～20:00）にて
［担当者］ 今泉修一  
［メール］imasyu@gmail.com 
［電話］090-4662-7139
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072-110 ｜ 障害者・児

ル小杉102
JR「武蔵小杉」駅南武線改札口から徒歩3分
申込み▶随時メールまたは電話（月～土曜日9:00 ～
17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］ 長嶋ゆみ子  
［メール］ yume-ya-2005@nifty.com
［電話］ 044-733-6231［FAX］ 044-733-6231

-------------------------------------------------------------
075 障害者・児

AREA｜高津区、川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
朗読ボランティアグループひいらぎ 
http://web-k.jp/oburi/hiiragi/ 

視覚障害の方を対象に声の情報をお届け
しています。朗読だけでなくPC作業に興
味のある方、歓迎！ 

毎週土曜日午後、北身館に集まって作業をします。
PC作業（音源作成、編集、校正）などは、基本的に
テレワーク。はじめの一歩から、指導します。パソ
コンの他に、USBコンデサーマイク等の機材は基
本的に個人負担となります。

［募集］ 社会人　※活動時間帯に参加できる方
［人数］ 制限なし 
［日程］土曜日の午後
［場所］ 川崎市北部身体障害者福祉会館
川崎市高津区溝口1-18-16
東急田園都市線「溝の口」駅・JR「武蔵溝ノ口」駅か
ら徒歩7分
申込み▶要お問合せ　随時メール、電話（9:00～
17:00）または直接来所にて
［担当者］上原葆子  
［メール］1989hrg@gmail.com
［電話］044-811-6631



-------------------------------------------------------------
073 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
失語症と仕事を考える会　ステップ
https://kawasaki-st-step.jimdofree.com/

失語症の方のコミュニケーション支援 

失語症を抱えながら仕事をしている方や、これか
ら仕事に戻ろうとしている方のための会。コミュ
ニケーションの支援をしてくださる方、ご参加くだ
さい。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 制限なし 
［日程］ 土日祝 
［場所］ 高津市民館 
東急田園都市線「溝の口」駅・JR「武蔵溝ノ口」駅か
ら徒歩2分
申込み▶随時メールにて
［担当者］ 米谷瑞恵  
［メール］ kawasaki.st.step@gmail.com

-------------------------------------------------------------
074 障害者・児

AREA｜中原区、川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
NPO法人夢屋　地域活動支援センター夢屋
http://yumeya.fan.coocan.jp/

手しごと・イベントボランティア
イベント（出店）の荷物運びなど単発の作
業もあります 

① 藍染絞り染めの作業補助（糸のほどき、しぼり
等）夢屋の作業場での仕事。
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）。
③ 製品の仕上げ（エプロン、バック等の縫製）主
にご自宅での作業です。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 長期（平日、土日祝） 
［場所］ 川崎市中原区小杉町1-403-10 サニーウェ

-------------------------------------------------------------
072 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
自主活動グループTwo3（ツースリー）
https://kawasaki-st-step.jimdofree.com/

スポーツしよう！ 

創設15年、隔週土曜、高津養護学校のグラウンド
を使用してソフトボールやティーボール等、軽ス
ポーツを楽しむグループです。

［募集］ 学生／社会人　※体を動かすのが好きな方
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 長期（土日祝） 
［場所］ 神奈川県立高津養護学校 
東急田園都市線「梶が谷」駅から徒歩10分
［持ち物など］動きやすい服装 
申込み▶随時メール、電話（9:00 ～20:00）にて
［担当者］ 今泉修一  
［メール］imasyu@gmail.com 
［電話］090-4662-7139
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072-110 ｜ 障害者・児

ル小杉102
JR「武蔵小杉」駅南武線改札口から徒歩3分
申込み▶随時メールまたは電話（月～土曜日9:00 ～
17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］ 長嶋ゆみ子  
［メール］ yume-ya-2005@nifty.com
［電話］ 044-733-6231［FAX］ 044-733-6231

-------------------------------------------------------------
075 障害者・児

AREA｜高津区、川崎市全域、その他の地域
-------------------------------------------------------------
朗読ボランティアグループひいらぎ 
http://web-k.jp/oburi/hiiragi/ 

視覚障害の方を対象に声の情報をお届け
しています。朗読だけでなくPC作業に興
味のある方、歓迎！ 

毎週土曜日午後、北身館に集まって作業をします。
PC作業（音源作成、編集、校正）などは、基本的に
テレワーク。はじめの一歩から、指導します。パソ
コンの他に、USBコンデサーマイク等の機材は基
本的に個人負担となります。

［募集］ 社会人　※活動時間帯に参加できる方
［人数］ 制限なし 
［日程］土曜日の午後
［場所］ 川崎市北部身体障害者福祉会館
川崎市高津区溝口1-18-16
東急田園都市線「溝の口」駅・JR「武蔵溝ノ口」駅か
ら徒歩7分
申込み▶要お問合せ　随時メール、電話（9:00～
17:00）または直接来所にて
［担当者］上原葆子  
［メール］1989hrg@gmail.com
［電話］044-811-6631



-------------------------------------------------------------
081 障害者・児

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
川崎パソコンユーザー会
http://web-k.jp/oburi/userkai/  

視覚障害者のためのパソコンサポート

視覚障害者の方に、音声読み上げソフトを組み込
んだパソコンを利用して操作などのサポートをし
ているサークルです。

［募集］ 社会人　※パソコンの基本操作ができ、視
覚障害者へのサポート活動ができる方
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 長期
［場所］ 川崎市川崎区堤根34-15 ふれあいプラザ３階
ＪＲ「川崎」駅から徒歩15分、京急「八丁畷」駅から
徒歩10分
申込み▶随時メールにて
［メール］user_kjp@yahoo.co.jp 

-------------------------------------------------------------
082 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
Ｋ Ｐ Ｃ
http://web-k.jp/oburi/kpc/ 

視覚障害者のための
パソコンやiPhoneのサポート

視覚障害者の方に、音声ソフトを組み込んだパソ
コンや音声機能を組み込んだiPhone、iPadを利
用して操作などのサポートしているサークルです。

［募集］ 社会人　※パソコンの基本操作ができる方、
iPhoneの基本操作ができる方
［人数］ 若干名（1～10人） ［日程］長期
［場所］ 川崎市中原区上小田中6-22-5　川崎市総合
福祉センター 5階
ＪＲ南武線「武蔵中原」駅から徒歩２分　
申込み▶随時メールにて  
［メール］kpc.kawasaki@gmail.com
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-------------------------------------------------------------
079 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター 日だまり工房 
https://slt-spt.wixsite.com/silentsupport  

日中活動のお手伝いのお願い
1日2時間程度から、参加できます

日だまり工房は、主に精神に障害を持つ方々が、自
由に快適に過ごして頂ける「居場所」を提供してい
ます。利用者の皆さんと一緒に雑談したり、軽い
運動をして時間を過ごして頂ける方をお願いして
おります。お気軽に、お声をかけて下さい。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日 10:00～16:00
［場所］ 川崎市麻生区百合丘1-16-14  4F
小田急線「百合丘」駅から徒歩5分
申込み▶要お問合せ メールにて 
［メール］ hidamarikobo@nifty.com

-------------------------------------------------------------
080 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人　育桜福祉会　あかしあ園
http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp/

デイサービスでの園芸ボランティア募集

軽作業など。初めて障害者の方に接する方でも、
お気軽にお声かけ下さい！
※（2020～21年の冬期現在）新型コロナウィルス
感染拡大防止のため、ボランティアの募集は一時停
止しております。
［募集］ 学生／社会人　［人数］ 3～5名
［日程］ 長期（平日）　
［場所］ あかしあ園 ほか　川崎市高津区上作延　
東急田園都市線「溝の口」駅～市バス『宮ノ下』下車、
徒歩5分　
申込み▶要お問合せ 随時電話（平日8:30～17:00）
にて
［電話］ 044-854-6644　［FAX］ 044-854-6672

-------------------------------------------------------------
076 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人なごみ福祉会　多摩川あゆ工房 
http://www.nagomi-fukushi.or.jp/ayu-kobo/

利用者さんと一緒に作業をしてくださる
ボランティアさん募集 

利用者さんの行う作業（部品組み立て、チラシ折
り、焼菓子製造等）のお手伝い・補助をお願いし
ます。ご都合の良い日でかまいません。お気軽に
お問い合わせください。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 平日　※施設主催のお祭りなど、イベント時
にもお願いすることがあります
［場所］ 川崎市多摩区中野島4-3-28 
小田急線・南武線「登戸」駅から徒歩15分程度
申込み▶随時メール、電話（9:00～17:00）、FAXま
たは直接来所にて
［担当者］ 大屋 友花梨   
［メール］ ayu-kobo@giga.ocn.ne.jp
［電話］ 044-911-1315　［FAX］ 044-911-0462

-------------------------------------------------------------
077 障害者・児

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人県央福祉会

やりがい 見つけませんか！　
あなたを必要な利用者さんが待っています 

利用者さんが行う軽作業（紙製緩衝材作成、箱折、
チラシ折り、清掃*トイレあり、等）の支援ボラン
ティアを探しています。作業手順を教えたり完成
品を検品したりしながら利用者さんを一日見守り
ます。初心者の方、リタイアされた方等大歓迎で
す。自分のペースでお手伝いして下さい。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 若干名（1～10人）

［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市わーくす川崎
川崎市川崎区堤根34-15 ふれあいプラザかわさき２階
JR東海道線「川崎」駅から徒歩１１分
申込み▶随時メールまたは電話にて 
［メール］ tukasa.itami@tomoni.or.jp
［電話］ 044-200-4666　［FAX］ 044-200-4432

-------------------------------------------------------------
078 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木 

地域活動支援センターにて、一緒に日中活
動をしていただける方を募集中！ 
 
発達障害のある方々の通う地域活動支援センター
にて、畑、料理、アートや運動などの日中活動プロ
グラムに一緒に参加していただき、会話や見守り
などのお手伝いいただきます。
［募集］ 学生／社会人　
※発達障害者支援に興味のある方
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 1日、短期、長期
［場所］ 川崎市麻生区上麻生1-7-11 クラウンビル301
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩4分
申込み▶要お問合せ 電話（平日9:00～17:00）にて 
［担当者］ 阿佐野 智昭
［メール］ yurinoki@aoitori-net.com
［電話］ 044-969-7177　［FAX］ 044-951-2177



-------------------------------------------------------------
081 障害者・児

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
川崎パソコンユーザー会
http://web-k.jp/oburi/userkai/  

視覚障害者のためのパソコンサポート

視覚障害者の方に、音声読み上げソフトを組み込
んだパソコンを利用して操作などのサポートをし
ているサークルです。

［募集］ 社会人　※パソコンの基本操作ができ、視
覚障害者へのサポート活動ができる方
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 長期
［場所］ 川崎市川崎区堤根34-15 ふれあいプラザ３階
ＪＲ「川崎」駅から徒歩15分、京急「八丁畷」駅から
徒歩10分
申込み▶随時メールにて
［メール］user_kjp@yahoo.co.jp 

-------------------------------------------------------------
082 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
Ｋ Ｐ Ｃ
http://web-k.jp/oburi/kpc/ 

視覚障害者のための
パソコンやiPhoneのサポート

視覚障害者の方に、音声ソフトを組み込んだパソ
コンや音声機能を組み込んだiPhone、iPadを利
用して操作などのサポートしているサークルです。

［募集］ 社会人　※パソコンの基本操作ができる方、
iPhoneの基本操作ができる方
［人数］ 若干名（1～10人） ［日程］長期
［場所］ 川崎市中原区上小田中6-22-5　川崎市総合
福祉センター 5階
ＪＲ南武線「武蔵中原」駅から徒歩２分　
申込み▶随時メールにて  
［メール］kpc.kawasaki@gmail.com
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-------------------------------------------------------------
079 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター 日だまり工房 
https://slt-spt.wixsite.com/silentsupport  

日中活動のお手伝いのお願い
1日2時間程度から、参加できます

日だまり工房は、主に精神に障害を持つ方々が、自
由に快適に過ごして頂ける「居場所」を提供してい
ます。利用者の皆さんと一緒に雑談したり、軽い
運動をして時間を過ごして頂ける方をお願いして
おります。お気軽に、お声をかけて下さい。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日 10:00～16:00
［場所］ 川崎市麻生区百合丘1-16-14  4F
小田急線「百合丘」駅から徒歩5分
申込み▶要お問合せ メールにて 
［メール］ hidamarikobo@nifty.com

-------------------------------------------------------------
080 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人　育桜福祉会　あかしあ園
http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp/

デイサービスでの園芸ボランティア募集

軽作業など。初めて障害者の方に接する方でも、
お気軽にお声かけ下さい！
※（2020～21年の冬期現在）新型コロナウィルス
感染拡大防止のため、ボランティアの募集は一時停
止しております。
［募集］ 学生／社会人　［人数］ 3～5名
［日程］ 長期（平日）　
［場所］ あかしあ園 ほか　川崎市高津区上作延　
東急田園都市線「溝の口」駅～市バス『宮ノ下』下車、
徒歩5分　
申込み▶要お問合せ 随時電話（平日8:30～17:00）
にて
［電話］ 044-854-6644　［FAX］ 044-854-6672

-------------------------------------------------------------
076 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人なごみ福祉会　多摩川あゆ工房 
http://www.nagomi-fukushi.or.jp/ayu-kobo/

利用者さんと一緒に作業をしてくださる
ボランティアさん募集 

利用者さんの行う作業（部品組み立て、チラシ折
り、焼菓子製造等）のお手伝い・補助をお願いし
ます。ご都合の良い日でかまいません。お気軽に
お問い合わせください。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 平日　※施設主催のお祭りなど、イベント時
にもお願いすることがあります
［場所］ 川崎市多摩区中野島4-3-28 
小田急線・南武線「登戸」駅から徒歩15分程度
申込み▶随時メール、電話（9:00～17:00）、FAXま
たは直接来所にて
［担当者］ 大屋 友花梨   
［メール］ ayu-kobo@giga.ocn.ne.jp
［電話］ 044-911-1315　［FAX］ 044-911-0462

-------------------------------------------------------------
077 障害者・児

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人県央福祉会

やりがい 見つけませんか！　
あなたを必要な利用者さんが待っています 

利用者さんが行う軽作業（紙製緩衝材作成、箱折、
チラシ折り、清掃*トイレあり、等）の支援ボラン
ティアを探しています。作業手順を教えたり完成
品を検品したりしながら利用者さんを一日見守り
ます。初心者の方、リタイアされた方等大歓迎で
す。自分のペースでお手伝いして下さい。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 若干名（1～10人）

［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市わーくす川崎
川崎市川崎区堤根34-15 ふれあいプラザかわさき２階
JR東海道線「川崎」駅から徒歩１１分
申込み▶随時メールまたは電話にて 
［メール］ tukasa.itami@tomoni.or.jp
［電話］ 044-200-4666　［FAX］ 044-200-4432

-------------------------------------------------------------
078 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木 

地域活動支援センターにて、一緒に日中活
動をしていただける方を募集中！ 
 
発達障害のある方々の通う地域活動支援センター
にて、畑、料理、アートや運動などの日中活動プロ
グラムに一緒に参加していただき、会話や見守り
などのお手伝いいただきます。
［募集］ 学生／社会人　
※発達障害者支援に興味のある方
［人数］ 若干名（1～10人） 
［日程］ 1日、短期、長期
［場所］ 川崎市麻生区上麻生1-7-11 クラウンビル301
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩4分
申込み▶要お問合せ 電話（平日9:00～17:00）にて 
［担当者］ 阿佐野 智昭
［メール］ yurinoki@aoitori-net.com
［電話］ 044-969-7177　［FAX］ 044-951-2177



-------------------------------------------------------------
083 障害者・児

AREA｜川崎区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
かわさき七和会

脳梗塞や脳出血の後遺症で体が不自由に
なった当事者と家族ボランティアの集まり
です

幸区を除く各区で週 1 回程度集まってリハビリ活
動をしています。グランドゴルフや散歩、室内で
は歌、絵手紙、書道、ハンドベル、料理教室、
昼食会、懇親会等をしています。福祉バスによる
旅行は楽しみです。生き生きと生活するようにつ
どっています。

［募集］ 社会人
［人数］ 人数制限なし
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］老人いこいの家や障害者施設（区により異な
ります）（交通機関も区により異なります）　
申込み▶随時 メール、電話（平日9:00～20:00）にて 
［担当者］ 勝又千鶴
［メール］ ktizuru@yahoo.co.jp
［電話］ 044-788-2538

-------------------------------------------------------------
085 障害者・児

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター フォーラム幸
http://ameblo.jp/forumsaiwai/
 
小規模でアットホームな施設です
半日のみの参加も可
一緒に楽しく過ごしませんか

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

［募集］ 中学生／高校生／学生／社会人
※中学生以上・未経験者歓迎。ボランティア保険加
入応相談
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市幸区戸手2-2-2 ハイコーポ幸103
『川崎駅ラゾーナ広場』より、市バス71系統「小杉駅
前行」または東急バス反01系統「五反田駅行」～『御
幸小学校前』下車、徒歩３分　
申込み▶電話（平日10:00～15:00）、FAXまたは直
接来所にて
［電話］ 044-555-1150　［FAX］ 044-223-7006

-------------------------------------------------------------
086 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
川崎市くさぶえの家
http://www.kfj.or.jp

作業検査ボランティア、
行事ボランティア　募集

利用者さんが組み立てた部品の検査や、一緒に
行事を盛り上げてくださる方、ご連絡お待ちして
います。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし ※ただし感染症防止の状況による
［日程］ 短期、長期（平日、日曜）
［場所］ 川崎市高津区末長3-25-8  

083-087 ｜ 障害者・児ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報
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JR南武線「武蔵新城」駅から徒歩15分
申込み▶要お問合せ　メール、電話（平日9:00～
17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］ 井元圭子
［メール］ kusabue@kfj.or.jp
［電話］ 044-888-6692　［FAX］ 044-853-6901

-------------------------------------------------------------
087 障害者・児

AREA｜宮前区
-------------------------------------------------------------
みやまえエコー
https://miyamae-echo.wixsite.com/miyamae
-echo 
 
音訳・パソコン編集ボランティア募集！
一緒に声の情報をお届けしましょう

宮前区を中心に活動する音訳ボランティアグルー
プです。視覚障害の方やお身体の事情で文字が読
み辛い方々に音訳CDの作成や対面によるリー
ディングサービスを行います。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし
［日程］ 第3月曜日+自宅録音
［場所］ 福祉パルみやまえ 
東急田園都市線「宮崎台」駅から徒歩5分 
申込み▶随時 メールにて
［担当者］ 山内
［メール］ ryoko-ya@jg.ejnet.ne.jp

-------------------------------------------------------------
084 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 セイワ　川崎授産学園
http://www.seiwa-gakuen.jp
 
知的障害者の付き添い、活動補助、イベン
トボランティア募集

多くのボランティアの方が、ご利用者様と共に楽し
みながら活動に取り組まれております。ボランティ
ア内容は、散歩や軽作業の補助、イベントの付き添
いなど様々ですので、お気軽にお問合せください。

［募集］ 専門学校生・短期大学生・大学生／一般
※未経験者大歓迎
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土日祝）
［条件・持ち物など］ボランティア内容により異なり
ます、お問い合わせください
［場所］ 川崎市麻生区細山1209 
小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス『千代ヶ丘』下車、
徒歩8分　
申込み▶要お問合せ
（新型コロナウィルスの影響で、現在、ボランティアの
受け入れを制限しております。当面の間、新型コロナ
の流行状況により受け入れ状況も変化しますので、必
ずお問い合わせください）
［担当者］佐藤　恵
［メール］ info@seiwa-gakuen.jp
［電話］ 044-954-5011　［FAX］ 044-954-6463



-------------------------------------------------------------
083 障害者・児

AREA｜川崎区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
かわさき七和会

脳梗塞や脳出血の後遺症で体が不自由に
なった当事者と家族ボランティアの集まり
です

幸区を除く各区で週 1 回程度集まってリハビリ活
動をしています。グランドゴルフや散歩、室内で
は歌、絵手紙、書道、ハンドベル、料理教室、
昼食会、懇親会等をしています。福祉バスによる
旅行は楽しみです。生き生きと生活するようにつ
どっています。

［募集］ 社会人
［人数］ 人数制限なし
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］老人いこいの家や障害者施設（区により異な
ります）（交通機関も区により異なります）　
申込み▶随時 メール、電話（平日9:00～20:00）にて 
［担当者］ 勝又千鶴
［メール］ ktizuru@yahoo.co.jp
［電話］ 044-788-2538

-------------------------------------------------------------
085 障害者・児

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター フォーラム幸
http://ameblo.jp/forumsaiwai/
 
小規模でアットホームな施設です
半日のみの参加も可
一緒に楽しく過ごしませんか

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

［募集］ 中学生／高校生／学生／社会人
※中学生以上・未経験者歓迎。ボランティア保険加
入応相談
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市幸区戸手2-2-2 ハイコーポ幸103
『川崎駅ラゾーナ広場』より、市バス71系統「小杉駅
前行」または東急バス反01系統「五反田駅行」～『御
幸小学校前』下車、徒歩３分　
申込み▶電話（平日10:00～15:00）、FAXまたは直
接来所にて
［電話］ 044-555-1150　［FAX］ 044-223-7006

-------------------------------------------------------------
086 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
川崎市くさぶえの家
http://www.kfj.or.jp

作業検査ボランティア、
行事ボランティア　募集

利用者さんが組み立てた部品の検査や、一緒に
行事を盛り上げてくださる方、ご連絡お待ちして
います。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし ※ただし感染症防止の状況による
［日程］ 短期、長期（平日、日曜）
［場所］ 川崎市高津区末長3-25-8  

083-087 ｜ 障害者・児ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報
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JR南武線「武蔵新城」駅から徒歩15分
申込み▶要お問合せ　メール、電話（平日9:00～
17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］ 井元圭子
［メール］ kusabue@kfj.or.jp
［電話］ 044-888-6692　［FAX］ 044-853-6901

-------------------------------------------------------------
087 障害者・児

AREA｜宮前区
-------------------------------------------------------------
みやまえエコー
https://miyamae-echo.wixsite.com/miyamae
-echo 
 
音訳・パソコン編集ボランティア募集！
一緒に声の情報をお届けしましょう

宮前区を中心に活動する音訳ボランティアグルー
プです。視覚障害の方やお身体の事情で文字が読
み辛い方々に音訳CDの作成や対面によるリー
ディングサービスを行います。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし
［日程］ 第3月曜日+自宅録音
［場所］ 福祉パルみやまえ 
東急田園都市線「宮崎台」駅から徒歩5分 
申込み▶随時 メールにて
［担当者］ 山内
［メール］ ryoko-ya@jg.ejnet.ne.jp

-------------------------------------------------------------
084 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人 セイワ　川崎授産学園
http://www.seiwa-gakuen.jp
 
知的障害者の付き添い、活動補助、イベン
トボランティア募集

多くのボランティアの方が、ご利用者様と共に楽し
みながら活動に取り組まれております。ボランティ
ア内容は、散歩や軽作業の補助、イベントの付き添
いなど様々ですので、お気軽にお問合せください。

［募集］ 専門学校生・短期大学生・大学生／一般
※未経験者大歓迎
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期、長期（平日、土日祝）
［条件・持ち物など］ボランティア内容により異なり
ます、お問い合わせください
［場所］ 川崎市麻生区細山1209 
小田急線「新百合ヶ丘」駅からバス『千代ヶ丘』下車、
徒歩8分　
申込み▶要お問合せ
（新型コロナウィルスの影響で、現在、ボランティアの
受け入れを制限しております。当面の間、新型コロナ
の流行状況により受け入れ状況も変化しますので、必
ずお問い合わせください）
［担当者］佐藤　恵
［メール］ info@seiwa-gakuen.jp
［電話］ 044-954-5011　［FAX］ 044-954-6463



-------------------------------------------------------------
088 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
重症児・者福祉医療施設　ソレイユ川崎
https://www.misasakai.or.jp
 
ソレイユ川崎のご利用者と
関わってみませんか

一緒に遊んでくれたり、車椅子を押してお散歩を
してくれる方はいらっしゃいませんか。ご協力いた
だける方や興味を持たれた方がいらっしゃいまし
たら、お問い合わせください。

［募集］ 高校生／学生／社会人 
※福祉に興味のある方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、長期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市麻生区細山1203 
小田急線「新百合ヶ丘」駅から小田急バス「4番」停
留所乗車～『千代ヶ丘』バス停下車、徒歩約10分
申込み▶要お問合せ　メール、電話（平日9:00～
18:00）または直接来所にて
［担当者］ 相談員 
［メール］ soleilkawasaki@misasakai.or.jp
［電話］ 044-959-3003　［FAX］ 044-954-5581

-------------------------------------------------------------
089 障害者・児

AREA｜麻生区、多摩区、宮前区
-------------------------------------------------------------
朗読ボランティアグループさんざし
http://web-k.jp/oburi/sanzashi/ 
 
川崎市北部を中心に主に視覚障害者や体
の不自由な高齢者などを対象に様々な活
動を行っています。ご一緒に楽しく活動し
てみませんか 

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。録音図書・定期
刊行物・地域情報誌等の制作＆発行、出前朗読、
リーディングサービスの他、地域行事への参加、
講習会、リスナーさんとの交流会など。

-------------------------------------------------------------
091 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
神奈川県立中原養護学校
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/nakahara-
sh/ 

肢体不自由児（小学部～高等部）と知的障
害児（高等部）の学校です
子どもたちと一緒に学習や余暇活動に参
加してください

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

［募集］ 学生／社会人　※事前面接あり
［人数］ 制限なし 
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 中原養護学校本校
川崎市中原区井田3-13-1
または分教室（県立住吉高等学校内に設置） 
本校→日吉駅から東急バス『さくらが丘』下車、徒歩
５分
分教室→元住吉駅から徒歩８分
申込み▶随時メール、電話（平日9:00～17:00）また
はFAXにて 
［メール］nakahara01-sh@pen-kanagawa.ed.jp
［電話］ 044-755-8889　［FAX］ 044-752-7786

088-092 ｜ 障害者・児ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報
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-------------------------------------------------------------
092 障害者・児

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
川崎市視覚障害者情報文化センター
http://www.kawasaki-icc.jp/

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
郵送のお手伝いをしてくださる方を募集します。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし　
［日程］ 短期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市視覚障害者情報文化センター
川崎市川崎区堤根34-15　ふれあいプラザかわさき
3階
JR「川崎」駅から徒歩15分または京浜急行線「八丁
畷」駅から徒歩5分
申込み▶随時メール、FAX、電話（火曜～日曜9:00～
17:00）または直接来所にて
※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
［担当者］ 岩渕百世
［メール］ kawasaki-icc@kawasaki-icc.jp
［電話］ 044-222-1611　［FAX］ 044-222-8105

［募集］ ボランティア活動が出来る方で朗読や音訳活
動に関心のある方
［人数］ 制限なし
［日程］ 主に平日の昼間（平日の活動が中心、行事に
より休日活動もあり）　定例会は毎月第３木曜日
［条件］ 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（多摩区中野島）主催の「音声訳（朗読）
ボランティア入門講習会」（全5回）を受講し、終了し
た人。年会費1,000円。
［場所］ 福祉パルあさお／多摩川の里身障会館／映
像工房ペリ／麻生図書館　など 
主会場は、福祉パルあさお（新百合21ビル）
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩3分
申込み▶随時さんざしホームページより
［メール］ sanzashi2004@yahoo.co.jp

-------------------------------------------------------------
090 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
ＫＦＪ多摩　はなもも
https://www.kfjtama.or.jp
 
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。
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

［募集］学生／社会人／一般
［人数］ 制限なし
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市多摩区登戸2249-1 
小田急線「向ケ丘遊園」駅から徒歩8分またはＪＲ南
武線「登戸」駅から徒歩10分
申込み▶随時電話（平日9:00～16:30）にて
［担当者］ 松岡景子
［電話］ 044-930-3431



-------------------------------------------------------------
088 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
重症児・者福祉医療施設　ソレイユ川崎
https://www.misasakai.or.jp
 
ソレイユ川崎のご利用者と
関わってみませんか

一緒に遊んでくれたり、車椅子を押してお散歩を
してくれる方はいらっしゃいませんか。ご協力いた
だける方や興味を持たれた方がいらっしゃいまし
たら、お問い合わせください。

［募集］ 高校生／学生／社会人 
※福祉に興味のある方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、長期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市麻生区細山1203 
小田急線「新百合ヶ丘」駅から小田急バス「4番」停
留所乗車～『千代ヶ丘』バス停下車、徒歩約10分
申込み▶要お問合せ　メール、電話（平日9:00～
18:00）または直接来所にて
［担当者］ 相談員 
［メール］ soleilkawasaki@misasakai.or.jp
［電話］ 044-959-3003　［FAX］ 044-954-5581

-------------------------------------------------------------
089 障害者・児

AREA｜麻生区、多摩区、宮前区
-------------------------------------------------------------
朗読ボランティアグループさんざし
http://web-k.jp/oburi/sanzashi/ 
 
川崎市北部を中心に主に視覚障害者や体
の不自由な高齢者などを対象に様々な活
動を行っています。ご一緒に楽しく活動し
てみませんか 

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。録音図書・定期
刊行物・地域情報誌等の制作＆発行、出前朗読、
リーディングサービスの他、地域行事への参加、
講習会、リスナーさんとの交流会など。

-------------------------------------------------------------
091 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
神奈川県立中原養護学校
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/nakahara-
sh/ 

肢体不自由児（小学部～高等部）と知的障
害児（高等部）の学校です
子どもたちと一緒に学習や余暇活動に参
加してください

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

［募集］ 学生／社会人　※事前面接あり
［人数］ 制限なし 
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 中原養護学校本校
川崎市中原区井田3-13-1
または分教室（県立住吉高等学校内に設置） 
本校→日吉駅から東急バス『さくらが丘』下車、徒歩
５分
分教室→元住吉駅から徒歩８分
申込み▶随時メール、電話（平日9:00～17:00）また
はFAXにて 
［メール］nakahara01-sh@pen-kanagawa.ed.jp
［電話］ 044-755-8889　［FAX］ 044-752-7786
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-------------------------------------------------------------
092 障害者・児

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
川崎市視覚障害者情報文化センター
http://www.kawasaki-icc.jp/

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
郵送のお手伝いをしてくださる方を募集します。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 制限なし　
［日程］ 短期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市視覚障害者情報文化センター
川崎市川崎区堤根34-15　ふれあいプラザかわさき
3階
JR「川崎」駅から徒歩15分または京浜急行線「八丁
畷」駅から徒歩5分
申込み▶随時メール、FAX、電話（火曜～日曜9:00～
17:00）または直接来所にて
※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
［担当者］ 岩渕百世
［メール］ kawasaki-icc@kawasaki-icc.jp
［電話］ 044-222-1611　［FAX］ 044-222-8105

［募集］ ボランティア活動が出来る方で朗読や音訳活
動に関心のある方
［人数］ 制限なし
［日程］ 主に平日の昼間（平日の活動が中心、行事に
より休日活動もあり）　定例会は毎月第３木曜日
［条件］ 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（多摩区中野島）主催の「音声訳（朗読）
ボランティア入門講習会」（全5回）を受講し、終了し
た人。年会費1,000円。
［場所］ 福祉パルあさお／多摩川の里身障会館／映
像工房ペリ／麻生図書館　など 
主会場は、福祉パルあさお（新百合21ビル）
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩3分
申込み▶随時さんざしホームページより
［メール］ sanzashi2004@yahoo.co.jp

-------------------------------------------------------------
090 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
ＫＦＪ多摩　はなもも
https://www.kfjtama.or.jp
 
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。
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

［募集］学生／社会人／一般
［人数］ 制限なし
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 川崎市多摩区登戸2249-1 
小田急線「向ケ丘遊園」駅から徒歩8分またはＪＲ南
武線「登戸」駅から徒歩10分
申込み▶随時電話（平日9:00～16:30）にて
［担当者］ 松岡景子
［電話］ 044-930-3431



-------------------------------------------------------------
093 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ　
障害者支援施設（通所）もえぎの丘
http://www.seiwa-moegi.jp

ボランティアさんは、私たちの心の支えです
ご連絡お待ちしています！

利用者・職員と一緒に、活動（散歩、畑作業、編み
物や縫い物、布製品の仕上げ、絵画やモザイクアー
ト、受注作業等）のお手伝いや、イベントのお手伝
い。

［募集］ 学生／社会人／主婦・主夫／定年退職され
た方など
［人数］ 数名　
［日程］ 長期（平日）
［場所］障害者支援施設（通所）もえぎの丘
川崎市中原区井田3-14-1
東急東横線、地下鉄グリーンライン「日吉」駅～バス
10分
申込み▶随時メール、電話（平日8:30～17:00）、
FAXまたは直接来所にて
［担当者］ 森泉、三田
［メール］ moegi-seiwa@wind.ocn.ne.jp
［電話］ 044-982-3731　［FAX］ 044-982-3732

-------------------------------------------------------------
094 障害者・児

AREA｜宮前区、多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ　
障害者支援施設（通所）しんゆり
http://www.seiwa-shinyuri.jp/

施設ボランティア
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

皆さんも一緒に活動（サポート）を楽しみません
か。 散歩の付き添い、運動・ストレッチのサポート、
裁縫・さをり・ビーズ・押し花などの手作業の補

-------------------------------------------------------------
096 障害者・児

AREA｜幸区、中原区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人ともかわさき　
生活介護事業所ひらま

今年4月に開所したばかりの
新しい事業所です

利用者と一緒に作業や行事を行います。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日
［場所］ 川崎市中原区上平間1564-12
JR南武線「鹿島田」駅・JR横須賀線「新川崎」駅か
ら徒歩8分
［持ち物など］ 動きやすい服装（室内履き必須）
申込み▶随時メール、電話（平日9:30～16:30）また
はFAXにて
［担当者］ 泊　昇
［メール］ hirama-seikatu@tomokawasaki.or.jp
［電話］ 044-540-0903　［FAX］ 044-540-0904

-------------------------------------------------------------
097 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター　バンブーハウス

ドライバー募集！

手作り弁当の配達ドライバー募集。お客様とのや
り取りは利用者の方が行いますので、お弁当のお
届け・回収の際の車の運転をお願いします。

［募集］ 社会人　［人数］ 若干名（1～10人）　
［日程］ 平日　［条件］ 要・普通運転免許
［場所］川崎市高津区新作6-16-23フォーブル新城１F
JR南武線「武蔵新城」駅から徒歩7分
申込み▶随時メール、電話（月、水、木曜日9:00～
16:00）またはFAXにて
［担当者］工藤彩華
［メール］bamboo-corokke-555@agate.dti.ne.jp
［電話/FAX］044-852-0660
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-------------------------------------------------------------
098 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
ぐるーぷ・もこもこ

布のえほんや布のおもちゃを
一緒に作りましょう！

布の素材を使って布のえほんやおもちゃを作って
います。出来上がった作品は主に障害のある子ど
もたちや支援学級、図書館、災害支援地等へ届け
ています。川崎市北部地域療育センター内でそれ
らを使ってプレイルームも開いています。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 長期（月曜10:00～15:30）※都合により変
更あり
［場所］ 福祉パルあさお
川崎市麻生区万福寺１-2-2
小田急線「新百合ヶ丘駅」から徒歩２分
［受入条件］ 布を使った手づくりが好きな方
申込み▶随時・要お問合せ　メール、電話、FAXま
たは直接来所にて
［担当者］ 峰尾直子
［メール］ mail@group-mokomoko.org
［電話/FAX］ 044-951-2931

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。

［募集］ 学生（18歳以上）／社会人
［人数］ 1日4名　※受入状況は要お問合せ　
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 障害者支援施設（通所）しんゆり
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩8分
申込み▶電話（平日8:30～17:00）または直接来所
にて　※受入状況は要お問合せ　
［担当者］ 佐々木敦
［電話］ 044-952-5451　［FAX］ 044-952-4507

-------------------------------------------------------------
095 障害者・児

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人育桜福祉会　ゆずりは園
http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki
.jp/

ゆずりは園で一緒に活動する方、募集中

利用者のみなさんは、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。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし　
［日程］ 短期（平日）
［場所］ ゆずりは園　川崎市川崎区川中島2-15-15
JR「川崎」駅から市バス川04/05/07『観音二丁目
川崎大師口』下車すぐ
［持ち物］ うわばき持参
申込み▶随時メール、電話（平日9:00～16:00）また
は直接来所にて
［担当者］ 藤原啓光
［メール］ ikuou-yuzuriha1991@asahi.email .n
e.jp
［電話］ 044-287-2822　［FAX］ 044-287-2833



-------------------------------------------------------------
093 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ　
障害者支援施設（通所）もえぎの丘
http://www.seiwa-moegi.jp

ボランティアさんは、私たちの心の支えです
ご連絡お待ちしています！

利用者・職員と一緒に、活動（散歩、畑作業、編み
物や縫い物、布製品の仕上げ、絵画やモザイクアー
ト、受注作業等）のお手伝いや、イベントのお手伝
い。

［募集］ 学生／社会人／主婦・主夫／定年退職され
た方など
［人数］ 数名　
［日程］ 長期（平日）
［場所］障害者支援施設（通所）もえぎの丘
川崎市中原区井田3-14-1
東急東横線、地下鉄グリーンライン「日吉」駅～バス
10分
申込み▶随時メール、電話（平日8:30～17:00）、
FAXまたは直接来所にて
［担当者］ 森泉、三田
［メール］ moegi-seiwa@wind.ocn.ne.jp
［電話］ 044-982-3731　［FAX］ 044-982-3732

-------------------------------------------------------------
094 障害者・児

AREA｜宮前区、多摩区、麻生区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人セイワ　
障害者支援施設（通所）しんゆり
http://www.seiwa-shinyuri.jp/

施設ボランティア
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

皆さんも一緒に活動（サポート）を楽しみません
か。 散歩の付き添い、運動・ストレッチのサポート、
裁縫・さをり・ビーズ・押し花などの手作業の補

-------------------------------------------------------------
096 障害者・児

AREA｜幸区、中原区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人ともかわさき　
生活介護事業所ひらま

今年4月に開所したばかりの
新しい事業所です

利用者と一緒に作業や行事を行います。

［募集］ 学生／社会人　［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日
［場所］ 川崎市中原区上平間1564-12
JR南武線「鹿島田」駅・JR横須賀線「新川崎」駅か
ら徒歩8分
［持ち物など］ 動きやすい服装（室内履き必須）
申込み▶随時メール、電話（平日9:30～16:30）また
はFAXにて
［担当者］ 泊　昇
［メール］ hirama-seikatu@tomokawasaki.or.jp
［電話］ 044-540-0903　［FAX］ 044-540-0904

-------------------------------------------------------------
097 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター　バンブーハウス

ドライバー募集！

手作り弁当の配達ドライバー募集。お客様とのや
り取りは利用者の方が行いますので、お弁当のお
届け・回収の際の車の運転をお願いします。

［募集］ 社会人　［人数］ 若干名（1～10人）　
［日程］ 平日　［条件］ 要・普通運転免許
［場所］川崎市高津区新作6-16-23フォーブル新城１F
JR南武線「武蔵新城」駅から徒歩7分
申込み▶随時メール、電話（月、水、木曜日9:00～
16:00）またはFAXにて
［担当者］工藤彩華
［メール］bamboo-corokke-555@agate.dti.ne.jp
［電話/FAX］044-852-0660
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-------------------------------------------------------------
098 障害者・児

AREA｜麻生区
-------------------------------------------------------------
ぐるーぷ・もこもこ

布のえほんや布のおもちゃを
一緒に作りましょう！

布の素材を使って布のえほんやおもちゃを作って
います。出来上がった作品は主に障害のある子ど
もたちや支援学級、図書館、災害支援地等へ届け
ています。川崎市北部地域療育センター内でそれ
らを使ってプレイルームも開いています。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 長期（月曜10:00～15:30）※都合により変
更あり
［場所］ 福祉パルあさお
川崎市麻生区万福寺１-2-2
小田急線「新百合ヶ丘駅」から徒歩２分
［受入条件］ 布を使った手づくりが好きな方
申込み▶随時・要お問合せ　メール、電話、FAXま
たは直接来所にて
［担当者］ 峰尾直子
［メール］ mail@group-mokomoko.org
［電話/FAX］ 044-951-2931

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。

［募集］ 学生（18歳以上）／社会人
［人数］ 1日4名　※受入状況は要お問合せ　
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 障害者支援施設（通所）しんゆり
小田急線「新百合ヶ丘」駅から徒歩8分
申込み▶電話（平日8:30～17:00）または直接来所
にて　※受入状況は要お問合せ　
［担当者］ 佐々木敦
［電話］ 044-952-5451　［FAX］ 044-952-4507

-------------------------------------------------------------
095 障害者・児

AREA｜川崎区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人育桜福祉会　ゆずりは園
http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki
.jp/

ゆずりは園で一緒に活動する方、募集中

利用者のみなさんは、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。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし　
［日程］ 短期（平日）
［場所］ ゆずりは園　川崎市川崎区川中島2-15-15
JR「川崎」駅から市バス川04/05/07『観音二丁目
川崎大師口』下車すぐ
［持ち物］ うわばき持参
申込み▶随時メール、電話（平日9:00～16:00）また
は直接来所にて
［担当者］ 藤原啓光
［メール］ ikuou-yuzuriha1991@asahi.email .n
e.jp
［電話］ 044-287-2822　［FAX］ 044-287-2833



-------------------------------------------------------------
099 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人育桜福祉会　わかたけ作業所
http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp

施設での活動は新しい発見があると思い
ます。利用者さんの生きいきとした様子を
見にきて下さい

タオルやエプロンのたたみ、その補助、ウォーキン
グを兼ねた納受品同行をして頂ける方を募集。

［募集］ どなたでも　
［人数］ 制限なし
［日程］ 平日
［場所］ わかたけ作業所
川崎市高津区久地2-15-11
東急田園都市線「二子新地」駅から徒歩15分
［持ち物など］ 動きやすい服装
申込み▶電話（平日9:00 ～17:00）にて
［担当者］ 中山、荒澤
［メール］ ikuou-wakatake1981@asahi.email.ne
.jp
［電話］ 044-811-1900　［FAX］ 044-811-1990

-------------------------------------------------------------
100 障害者・児

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人育桜福祉会　小向このはな園

見学のみ・短時間でも歓迎です

リネン製品をたたむお手伝いや、近隣へのウォー
キング・季節に応じた園芸や創作活動など一緒に
参加していただける方を募集しています。

［募集］ 学生／社会人／地域にお住まいの方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 短期、長期（平日）※短時間でも構いません
［場所］ 小向このはな園
川崎市幸区小向仲野町３-１
JR「川崎」駅『ラゾーナ広場』よりバス『御幸公園』下車

-------------------------------------------------------------
102 障害者・児

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人川崎市視覚障害者福祉協会
http://web-k.jp/oburi/sishokyo/

年次イベントの開催時のボランティアを募集

本会（視覚障害者）活動を「録音・点訳・拡大写
本」等で支援する川崎市視覚障害者ボランティア
連絡会、通称『オブリガード』。オブリガードの、
18のボランティアグループは随時会員を募集し
ています。

録音グループ 5団体　
水車の会／かざぐるま／ひいらぎ／さんざし／みやま
えエコー
点訳グループ 6団体
芽の字会／木の芽会／スターシックス／ぶれいる／
里の芽会／アンダンテ（楽譜点訳）
拡大写本グループ 2団体
ルーペの会／とんぼ
デイジー図書グループ 1団体
DAISY川崎
パソコンサポートグループ 4団体
川崎パソコンユーザー会／ＫＰＣ／あさおPCクラブ
／宮前キーボードの会

オブリガードの各グループ詳細やリンクは 
http://web-k.jp/oburi からアクセスしてください。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 短期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市川崎区堤根34-15　JR「川崎」駅から
徒歩15分　「ふれあいプラザかわさき」3階　川崎
市視覚障害者情報文化センター　など　
申込み▶要お問合せ　メールにて
［担当者］ 船橋光俊
［メール］ kawashikyou.jimu@gmail.com
川崎市視覚障害者情報文化センター
［電話］ 044-222-1611（センター代表・水曜日のみ）
［FAX］ 044-222-8105（センター代表）
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-------------------------------------------------------------
103 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター　いっぽ舎
http://ipposya.server-shared.com/

一緒に楽しく活動に参加できる方、募集中！

「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。利用者の皆さんと楽しく過
ごせるかた、大歓迎です！

［募集］ 高校生／学生／社会人 ※未経験者歓迎
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 地域活動支援センターいっぽ舎施設内、多摩
市民館、生田緑地　など
多摩区登戸369　第一ふじたけマンション103
小田急線「登戸」駅、「向ヶ丘遊園」駅、JR南武線「中
野島」駅から徒歩15分
［持ち物など］ 動きやすい服装、昼食
申込み▶メール、電話（平日9:30～16:30）または
FAXにて
［担当者］ 安田、佐藤
［メール］ npo-ippoippo-ipposya@adagio.ocn.
ne.jp
［電話/FAX］ 044-299-8483

［持ち物］ できれば上履きをご持参ください
申込み▶メール、電話（平日9:00～16:00）、FAXま
たは直接来所にて
［担当者］ 浜口・冠・澁谷
［メール］ ikuou-konohana2015@asahi.email.
ne.jp
［電話］ 044-555-8430　［FAX］ 044-555-8431

-------------------------------------------------------------
101 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館

障害者の福祉に関心がある方、大歓迎です
まずは見学から

身体障害者の通所施設です。利用者の方々が機
能訓練やレクリエーション、創作活動などに取り
組んでいます。活動の準備や仕上げ、盛り上げ役
など、お手伝いをお願いします。

［募集］学生／社会人
［人数］状況により募集予定　
［日程］ 日・月曜以外の日中
［場所］川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館
川崎市多摩区中野島6-13-5
JR南武線「中野島」駅より徒歩5分
申込み▶要お問合せ　メール、電話（日・月曜以外
の8:30 ～17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］武藤隆行
［メール］tamasinkan@kfj.or.jp
［電話］044-935-1359　［FAX］044-935-1706



-------------------------------------------------------------
099 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人育桜福祉会　わかたけ作業所
http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp

施設での活動は新しい発見があると思い
ます。利用者さんの生きいきとした様子を
見にきて下さい

タオルやエプロンのたたみ、その補助、ウォーキン
グを兼ねた納受品同行をして頂ける方を募集。

［募集］ どなたでも　
［人数］ 制限なし
［日程］ 平日
［場所］ わかたけ作業所
川崎市高津区久地2-15-11
東急田園都市線「二子新地」駅から徒歩15分
［持ち物など］ 動きやすい服装
申込み▶電話（平日9:00 ～17:00）にて
［担当者］ 中山、荒澤
［メール］ ikuou-wakatake1981@asahi.email.ne
.jp
［電話］ 044-811-1900　［FAX］ 044-811-1990

-------------------------------------------------------------
100 障害者・児

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人育桜福祉会　小向このはな園

見学のみ・短時間でも歓迎です

リネン製品をたたむお手伝いや、近隣へのウォー
キング・季節に応じた園芸や創作活動など一緒に
参加していただける方を募集しています。

［募集］ 学生／社会人／地域にお住まいの方
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 短期、長期（平日）※短時間でも構いません
［場所］ 小向このはな園
川崎市幸区小向仲野町３-１
JR「川崎」駅『ラゾーナ広場』よりバス『御幸公園』下車

-------------------------------------------------------------
102 障害者・児

AREA｜川崎市全域
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人川崎市視覚障害者福祉協会
http://web-k.jp/oburi/sishokyo/

年次イベントの開催時のボランティアを募集

本会（視覚障害者）活動を「録音・点訳・拡大写
本」等で支援する川崎市視覚障害者ボランティア
連絡会、通称『オブリガード』。オブリガードの、
18のボランティアグループは随時会員を募集し
ています。

録音グループ 5団体　
水車の会／かざぐるま／ひいらぎ／さんざし／みやま
えエコー
点訳グループ 6団体
芽の字会／木の芽会／スターシックス／ぶれいる／
里の芽会／アンダンテ（楽譜点訳）
拡大写本グループ 2団体
ルーペの会／とんぼ
デイジー図書グループ 1団体
DAISY川崎
パソコンサポートグループ 4団体
川崎パソコンユーザー会／ＫＰＣ／あさおPCクラブ
／宮前キーボードの会

オブリガードの各グループ詳細やリンクは 
http://web-k.jp/oburi からアクセスしてください。

［募集］ 学生／社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 短期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市川崎区堤根34-15　JR「川崎」駅から
徒歩15分　「ふれあいプラザかわさき」3階　川崎
市視覚障害者情報文化センター　など　
申込み▶要お問合せ　メールにて
［担当者］ 船橋光俊
［メール］ kawashikyou.jimu@gmail.com
川崎市視覚障害者情報文化センター
［電話］ 044-222-1611（センター代表・水曜日のみ）
［FAX］ 044-222-8105（センター代表）
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-------------------------------------------------------------
103 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
地域活動支援センター　いっぽ舎
http://ipposya.server-shared.com/

一緒に楽しく活動に参加できる方、募集中！

「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。利用者の皆さんと楽しく過
ごせるかた、大歓迎です！

［募集］ 高校生／学生／社会人 ※未経験者歓迎
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 短期、長期（平日）
［場所］ 地域活動支援センターいっぽ舎施設内、多摩
市民館、生田緑地　など
多摩区登戸369　第一ふじたけマンション103
小田急線「登戸」駅、「向ヶ丘遊園」駅、JR南武線「中
野島」駅から徒歩15分
［持ち物など］ 動きやすい服装、昼食
申込み▶メール、電話（平日9:30～16:30）または
FAXにて
［担当者］ 安田、佐藤
［メール］ npo-ippoippo-ipposya@adagio.ocn.
ne.jp
［電話/FAX］ 044-299-8483

［持ち物］ できれば上履きをご持参ください
申込み▶メール、電話（平日9:00～16:00）、FAXま
たは直接来所にて
［担当者］ 浜口・冠・澁谷
［メール］ ikuou-konohana2015@asahi.email.
ne.jp
［電話］ 044-555-8430　［FAX］ 044-555-8431

-------------------------------------------------------------
101 障害者・児

AREA｜多摩区
-------------------------------------------------------------
川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館

障害者の福祉に関心がある方、大歓迎です
まずは見学から

身体障害者の通所施設です。利用者の方々が機
能訓練やレクリエーション、創作活動などに取り
組んでいます。活動の準備や仕上げ、盛り上げ役
など、お手伝いをお願いします。

［募集］学生／社会人
［人数］状況により募集予定　
［日程］ 日・月曜以外の日中
［場所］川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館
川崎市多摩区中野島6-13-5
JR南武線「中野島」駅より徒歩5分
申込み▶要お問合せ　メール、電話（日・月曜以外
の8:30 ～17:00）、FAXまたは直接来所にて
［担当者］武藤隆行
［メール］tamasinkan@kfj.or.jp
［電話］044-935-1359　［FAX］044-935-1706



-------------------------------------------------------------
104 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
かじがや障害者デイサービスセンター

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さんと一緒に楽しく過ごして
いただける方。レクリエーションや散歩の付き添
い、話し相手などをお願いします。

［募集・人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日
［場所］ かじがや障害者デイサービスセンター
川崎市高津区梶ヶ谷5丁目8-27
東急田園都市線「梶が谷」駅からバス10分
申込み▶要お問い合わせ メール、電話（平日9:00 ～
17:00）またはFAXにて
［担当者］小林、蔀
［電話］ 044-835-5166　［FAX］ 044-853-6142

-------------------------------------------------------------
105 障害者・児

AREA｜宮前区
-------------------------------------------------------------
NPO法人 宮前ふれあいの家

下請け作業を
一緒に応援していただけませんか！

肢体障がい者を対象とした、障がい者地域作業所
です。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期（平日、土日祝）
［場所］ 宮前ふれあいの家
川崎市宮前区東有馬1-2-26コーポ清樹Ⅲ
東急田園都市線「鷺沼」駅からバス10分
申込み▶要お問合せ 電話（平日9:00～17:00）にて
［担当者］ 松浦悦子
［電話/FAX］ 044-865-8229

-------------------------------------------------------------
107 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
川崎市北部身体障害者福祉会館作業室
（作業室あゆみ）

短期・長期どちらの参加もOKです

作業のお手伝いや、楽しくおしゃべりなど随時募
集中です。見学可能。お気軽にお問い合わせくだ
さい。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし
［日程］ 短期、長期どちらも可（平日、土日祝）
［場所］ おもに作業室内　
川崎市高津区溝口1-18-6
東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩8分
［持ち物］ 上履き
申込み▶電話（平日9:00～17:00）または直接来所
にて
［担当者］ 武井、青木
［電話］ 044-811-6639

-------------------------------------------------------------
108 障害者・児

AREA｜幸区、中原区
-------------------------------------------------------------
サンライズかしまだ
https://earth-children.com

お子さまの成長を一緒に見守りませんか！？

２才～18才までの障害のあるお子さまを対象
に、生活のサポートを行っていきます。さまざま
な活動を提供し、将来的にご家庭以外の場所でも
安心して過ごせる力を養っていきます。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市幸区鹿島田2-6-15 1F
JR南武線「鹿島田駅」から徒歩7分
申込み▶要お問合せ 　随時メール、電話（平日10:00
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-------------------------------------------------------------
106 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
川崎市中部身体障害者福祉会館作業室 こすぎ 
https://sgstksg.jimdofree.com/ 

福祉に興味のあるボランティアをしてみた
い方、いつでもウェルカム！
まずは気軽に問い合わせください

【日帰り旅行ボランティア】
年に二回の観光バス旅行で、利用者の車いすを
押したり、食事の配膳や下膳のお手伝いをお願い
します。
【中身館フェスティバル】
中部身体障害者福祉会館で行われるイベントで、
自主製品の販売や模擬店をお手伝いください。 
【陶芸ボランティア】
火曜と木曜の午前は陶芸の時間。利用者と一緒
に陶芸をしてくださる方（陶芸経験者）。

［募集］学生／社会人　※資格は必要ありません（陶
芸は経験者歓迎）、参加は必ず事前にご連絡下さい。
［人数］状況により募集予定
［日程］1日、短期、長期（平日、土日祝）
［場所］作業室 こすぎ
川崎市中原区小杉御殿町2-114-1
東急東横線「武蔵小杉」駅、JR南武線「武蔵中原」駅
からいずれも徒歩15分。または東急バス『小杉十字
路』下車、徒歩5分
申込み▶要お問合せ 随時メールまたは電話（8:30～
17:00）にて
［担当者］菱沼慶太
［メール］ tsfks@mbr.nifty.com
［電話/ FAX］ 044-733-9749

～19:00）またはFAXにて　
※受け入れに関して先ずは事前面談を行います。(対
応の方法などレクチャー )
［担当者］半田圭一
［メール］kawasaki.ec0701@gmail.com
［電話］044-201-8948　［FAX］044-201-8949

-------------------------------------------------------------
109 障害者・児

AREA｜中原区、川崎市全域
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人 川崎市ろう者協会 

私たち聴覚障害者と一緒に
手話を使って活動しませんか！ 

毎月の会報作業、新聞の折り込みやチラシのはさ
み込み、行事等の手伝い、行事の受付や会場準備、
参加者との交流など

［募集］ 社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 土日
［場所］ 川崎市中原区井田三舞町14-16 川崎市聴覚
障害者情報文化センター内
東急東横線「元住吉」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ　随時メールまたはFAX（水曜
午後）にて
［担当者］ 出口賢一 
［メール］ kawasaki.deaf.association@gmail.com 
［電話/ FAX］ 044-752-5559（水曜・土曜の午後
のみ）



-------------------------------------------------------------
104 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
かじがや障害者デイサービスセンター

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さんと一緒に楽しく過ごして
いただける方。レクリエーションや散歩の付き添
い、話し相手などをお願いします。

［募集・人数］ 状況により募集予定
［日程］ 平日
［場所］ かじがや障害者デイサービスセンター
川崎市高津区梶ヶ谷5丁目8-27
東急田園都市線「梶が谷」駅からバス10分
申込み▶要お問い合わせ メール、電話（平日9:00 ～
17:00）またはFAXにて
［担当者］小林、蔀
［電話］ 044-835-5166　［FAX］ 044-853-6142

-------------------------------------------------------------
105 障害者・児

AREA｜宮前区
-------------------------------------------------------------
NPO法人 宮前ふれあいの家

下請け作業を
一緒に応援していただけませんか！

肢体障がい者を対象とした、障がい者地域作業所
です。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 1日、短期（平日、土日祝）
［場所］ 宮前ふれあいの家
川崎市宮前区東有馬1-2-26コーポ清樹Ⅲ
東急田園都市線「鷺沼」駅からバス10分
申込み▶要お問合せ 電話（平日9:00～17:00）にて
［担当者］ 松浦悦子
［電話/FAX］ 044-865-8229

-------------------------------------------------------------
107 障害者・児

AREA｜高津区
-------------------------------------------------------------
川崎市北部身体障害者福祉会館作業室
（作業室あゆみ）

短期・長期どちらの参加もOKです

作業のお手伝いや、楽しくおしゃべりなど随時募
集中です。見学可能。お気軽にお問い合わせくだ
さい。

［募集］ 学生／社会人　
［人数］ 制限なし
［日程］ 短期、長期どちらも可（平日、土日祝）
［場所］ おもに作業室内　
川崎市高津区溝口1-18-6
東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩8分
［持ち物］ 上履き
申込み▶電話（平日9:00～17:00）または直接来所
にて
［担当者］ 武井、青木
［電話］ 044-811-6639

-------------------------------------------------------------
108 障害者・児

AREA｜幸区、中原区
-------------------------------------------------------------
サンライズかしまだ
https://earth-children.com

お子さまの成長を一緒に見守りませんか！？

２才～18才までの障害のあるお子さまを対象
に、生活のサポートを行っていきます。さまざま
な活動を提供し、将来的にご家庭以外の場所でも
安心して過ごせる力を養っていきます。

［募集］ 小・中学生／高校生／学生／社会人
［人数］ 若干名（1～10人）
［日程］ 短期、長期（平日、土日祝）
［場所］ 川崎市幸区鹿島田2-6-15 1F
JR南武線「鹿島田駅」から徒歩7分
申込み▶要お問合せ 　随時メール、電話（平日10:00

104-109 ｜ 障害者・児ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報
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-------------------------------------------------------------
106 障害者・児

AREA｜中原区
-------------------------------------------------------------
川崎市中部身体障害者福祉会館作業室 こすぎ 
https://sgstksg.jimdofree.com/ 

福祉に興味のあるボランティアをしてみた
い方、いつでもウェルカム！
まずは気軽に問い合わせください

【日帰り旅行ボランティア】
年に二回の観光バス旅行で、利用者の車いすを
押したり、食事の配膳や下膳のお手伝いをお願い
します。
【中身館フェスティバル】
中部身体障害者福祉会館で行われるイベントで、
自主製品の販売や模擬店をお手伝いください。 
【陶芸ボランティア】
火曜と木曜の午前は陶芸の時間。利用者と一緒
に陶芸をしてくださる方（陶芸経験者）。

［募集］学生／社会人　※資格は必要ありません（陶
芸は経験者歓迎）、参加は必ず事前にご連絡下さい。
［人数］状況により募集予定
［日程］1日、短期、長期（平日、土日祝）
［場所］作業室 こすぎ
川崎市中原区小杉御殿町2-114-1
東急東横線「武蔵小杉」駅、JR南武線「武蔵中原」駅
からいずれも徒歩15分。または東急バス『小杉十字
路』下車、徒歩5分
申込み▶要お問合せ 随時メールまたは電話（8:30～
17:00）にて
［担当者］菱沼慶太
［メール］ tsfks@mbr.nifty.com
［電話/ FAX］ 044-733-9749

～19:00）またはFAXにて　
※受け入れに関して先ずは事前面談を行います。(対
応の方法などレクチャー )
［担当者］半田圭一
［メール］kawasaki.ec0701@gmail.com
［電話］044-201-8948　［FAX］044-201-8949

-------------------------------------------------------------
109 障害者・児

AREA｜中原区、川崎市全域
-------------------------------------------------------------
特定非営利活動法人 川崎市ろう者協会 

私たち聴覚障害者と一緒に
手話を使って活動しませんか！ 

毎月の会報作業、新聞の折り込みやチラシのはさ
み込み、行事等の手伝い、行事の受付や会場準備、
参加者との交流など

［募集］ 社会人
［人数］ 状況により募集予定
［日程］ 土日
［場所］ 川崎市中原区井田三舞町14-16 川崎市聴覚
障害者情報文化センター内
東急東横線「元住吉」駅から徒歩10分
申込み▶要お問合せ　随時メールまたはFAX（水曜
午後）にて
［担当者］ 出口賢一 
［メール］ kawasaki.deaf.association@gmail.com 
［電話/ FAX］ 044-752-5559（水曜・土曜の午後
のみ）



-------------------------------------------------------------
110 障害者・児

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人　育桜福祉会　こぶし園 

お気軽にお問い合わせください 

障害者施設レクリエーションボランティア、散歩ボ
ランティア募集。

［募集］学生／社会人　
※コロナウイルス感染症に伴い、2020～2021年冬
季現在は受け入れを中止しています。コロナ情勢を見
極めながら募集を再開します。
［日程］平日 10:00～12:00、13:30～14:40
［場所］こぶし園　川崎市幸区小倉３丁目14番17号
JR南武線「矢向」駅から徒歩20分またはJR横須賀
線「新川崎」駅から徒歩20分 
申込み▶参加日の３日前までに電話（平日9:00 ～
17:00）にて 
［担当者］田地川 朋裕
［メール］ikuou-kobushi1990@asahi.email.ne.jp
［電話］ 044-599-8822　［FAX］ 044-599-8823

7つの約束ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報／情報サイトの紹介

5352

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
インターネットで情報を探す

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

2つのサイトでも市内のボランティア情報を検索。インターネットでは最新の情報を入手できます！

　　 かわさき市民活動ポータルサイト　応援ナビかわさき　http://kawasaki.genki365.net/

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。

　　 かわさき福祉情報サイト　ふくみみ　http://k-fukumimi.com/

地域福祉情報バンクが蓄積した福祉情報のサイト「ふくみみ」。
行政が配信する福祉と生活の情報や、ボランティア団体やサー
ビス提供者が発信する情報を掲載しています。

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

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

「困ったボランティア」にならないための７つの約束

「なぜ」を大事に
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。

個人情報について
活動で知った「個人的なこと」は、信頼関係を大切にするため
にも他の人に話さない。許可なくSNSやWEBにも個人情報を
アップしない。スマホや携帯電話も含めて、許可なく写真を撮っ
てはいけません。

活動しやすい服装とは
ボランティア活動にはスカートやサンダルは向いていませ
ん。動きやすいウェアやスニーカーをおすすめ。帽子やタ
オルも忘れずに！

新しい友だちを広げよう
交流ネットワークが広がるチャンスです、この機会に新しい友人
や人脈をつくりましょう。

一声は自分から
「何をすればいいですか？」と、積極的に職員に声をかけて
ください。色々なことを、お願いしやすくなります。

あいさつは元気よく
リラックスするためにも、まずは明るくあいさつをしましょう。
力が抜けて、自然とみんなが笑顔になりますよ。

何かあったらすぐ連絡を
体調が悪くなった、遅刻しそう、急用でどうしても行け
ない。そんな場合はすぐ活動先へ連絡してください。受
入団体が仕事が始められないこともあります。
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-------------------------------------------------------------
110 障害者・児

AREA｜幸区
-------------------------------------------------------------
社会福祉法人　育桜福祉会　こぶし園 

お気軽にお問い合わせください 

障害者施設レクリエーションボランティア、散歩ボ
ランティア募集。

［募集］学生／社会人　
※コロナウイルス感染症に伴い、2020～2021年冬
季現在は受け入れを中止しています。コロナ情勢を見
極めながら募集を再開します。
［日程］平日 10:00～12:00、13:30～14:40
［場所］こぶし園　川崎市幸区小倉３丁目14番17号
JR南武線「矢向」駅から徒歩20分またはJR横須賀
線「新川崎」駅から徒歩20分 
申込み▶参加日の３日前までに電話（平日9:00 ～
17:00）にて 
［担当者］田地川 朋裕
［メール］ikuou-kobushi1990@asahi.email.ne.jp
［電話］ 044-599-8822　［FAX］ 044-599-8823

7つの約束ボラ・ナビ2021 ｜ 募集情報／情報サイトの紹介

5352

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
インターネットで情報を探す

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

2つのサイトでも市内のボランティア情報を検索。インターネットでは最新の情報を入手できます！

　　 かわさき市民活動ポータルサイト　応援ナビかわさき　http://kawasaki.genki365.net/

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。

　　 かわさき福祉情報サイト　ふくみみ　http://k-fukumimi.com/

地域福祉情報バンクが蓄積した福祉情報のサイト「ふくみみ」。
行政が配信する福祉と生活の情報や、ボランティア団体やサー
ビス提供者が発信する情報を掲載しています。

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

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

「困ったボランティア」にならないための７つの約束

「なぜ」を大事に
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。

個人情報について
活動で知った「個人的なこと」は、信頼関係を大切にするため
にも他の人に話さない。許可なくSNSやWEBにも個人情報を
アップしない。スマホや携帯電話も含めて、許可なく写真を撮っ
てはいけません。

活動しやすい服装とは
ボランティア活動にはスカートやサンダルは向いていませ
ん。動きやすいウェアやスニーカーをおすすめ。帽子やタ
オルも忘れずに！

新しい友だちを広げよう
交流ネットワークが広がるチャンスです、この機会に新しい友人
や人脈をつくりましょう。

一声は自分から
「何をすればいいですか？」と、積極的に職員に声をかけて
ください。色々なことを、お願いしやすくなります。

あいさつは元気よく
リラックスするためにも、まずは明るくあいさつをしましょう。
力が抜けて、自然とみんなが笑顔になりますよ。

何かあったらすぐ連絡を
体調が悪くなった、遅刻しそう、急用でどうしても行け
ない。そんな場合はすぐ活動先へ連絡してください。受
入団体が仕事が始められないこともあります。
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医療用ガウン作成
うつ病支援
広報 PC
農業・里山
二酸化炭素削減
里山 ★P4～7　
里山
河川清掃
里山・イベント
海洋生態系
学校教育活動支援
イベント
日本語学習
日本語学習
日本語学習
カフェ・バリスタ
手縫い新生児肌着
映像制作
IT
カフェ・他
イベント
女性
サイエンス教室
演奏・音楽
イベント
ファンドレイジング他

エンターテインメント
傾聴
IT・端末操作
傾聴
※レク・他
韓国語・中国語・他
カフェ・園芸・レク
傾聴
傾聴
施設・出演
施設
傾聴
配食
傾聴・レク
地域内活動
傾聴・レク
施設・レク
傾聴・施設
施設・演奏・レク
施設・演奏・レク
傾聴・レク
施設・レク
運転・園芸・レク
傾聴

保育園
保育園
イベント・PC
保育園
保育園

イベント・兄弟児
児童
保育園
保育園
保育園
保育園
会場見守り・他
児童
子育て
子育て
子ども食堂

科学実験教室
動物（犬）介在教育
児童
調理・他
不登校

スポーツ
コミュニケーション
藍染・イベント
音源制作・PC
工房・イベント
作業検品見守り
畑・活動見守り
工房見守り
園芸
PC
PC・iPhone
後遺症リハ・家族会
付き添い・他
作業・レク・他
作業・行事
音訳・PC
遊び・散歩付き添い
音訳・朗読
手芸・散歩・出演
幅広い学習・他
定期刊行物発送
創作補助・他
創作補助・他
活動・他
作業・行事
運転ドライバー
布の手づくり
作業補助・同行
作業補助・同行・他
レク・創作補助
イベント
活動手伝い
レク・散歩・他
作業手伝い
陶芸・他
作業手伝い・他
活動見守り
手話・行事・他
レク・散歩

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

051
052
053
054
055

NPO法人 チーム・ユニコン
うつ病支援の会あさお
若年性パーキンソン病患者の会「きぼうの会」
ふるさとファーマーズ
認定ＮＰＯ法人 アクト川崎
飛森谷戸の自然を守る会
幸区市民健康の森 さいわい加瀬山の会
NPO法人 多摩川エコミュージアム
はるひ野里山学校
アイサーチ・ジャパン（国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター）
公益財団法人 川崎市生涯学習財団
かわさきハワイアンフェスティバル実行委員会
国際交流あさお
柿生にほんご どようきょうしつ
あさお にほんご すいようクラス
ABユニオン(アマチュア・バリスタ協議会)
桂～新生児の肌着を作る会～
かわさきキネマサークル
オープン川崎
NPO法人 川崎北部グループリビングCOCOせせらぎ
「平和をねがう灯ろう流し」
特定非営利活動法人 ウィメンズハウス・花みずき
かわさきアトム工房
白南ライトミュージッククラブ
「音楽のまち・かわさき」推進協議会
みんなのさいわい

戸張一座
モモの会
特定非営利活動法人 川崎スマートライフ推進会
傾聴わた雲
社会福祉法人 育明会
馬嶋病院
特別養護老人ホームしゃんぐりら
傾聴ボランティア五喜会
医療法人社団 三喜会　グループホーム・デイサービスセンター中原
生活リハビリクラブ幸
社会福祉法人 よつば会
傾聴あさお
中原老後を良くする会
川崎市惠楽園デイサービスセンター
ポプラ・ささえあい
こはるびより
社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設すえなが
社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設みやうち
特別養護老人ホーム　新緑の郷
特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブ　グループとも
社会福祉法人 川崎大師福祉会
特別養護老人ホーム　菅の里
社会福祉法人 一廣会　特別養護老人ホーム金井原苑
傾聴ボランティアさいわい

社会福祉法人 星槎　野川南台保育園
ふくじゅ保育園
国際子育てひろば「コアラ」
三田かしのみ保育園
保育園アレッタ

左から  ページ、分野、番号、名称、募集内容ボラ・ナビ2021 ｜ 110団体／施設一覧 ※ レク＝レクリエーション

5554

川崎市南部地域療育センター
ヒルズすえなが
社会福祉法人 大慈会　みぞのくち保育園
社会福祉法人 すぎのこ福祉会　すぎのこ保育園
特定非営利活動法人 むくの木
母子育成会　あすいく保育園
麻生区社会福祉協議会「あさおオモチャとしょかん」
学童ホール支援グループ
特定非営利活動法人 みどりなくらし
NPO法人 みどりなくらし
てんとう虫ハウス（子ども食堂）

NPO法人 科学実験教室サポーター・くじら
NPO法人 シェアドッグスクール
(社福)川崎市社会福祉事業団　KFJ多摩すかいきっず
ふれあい食堂
不登校を考える親の会川崎の会

自主活動グループTwo3（ツースリー）
失語症と仕事を考える会　ステップ
NPO法人 夢屋　地域活動支援センター夢屋
朗読ボランティアグループひいらぎ
社会福祉法人 なごみ福祉会　多摩川あゆ工房
社会福祉法人 県央福祉会
川崎市発達障害地域活動支援センター　ゆりの木
地域活動支援センター　日だまり工房
社会福祉法人 育桜福祉会　あかしあ園
川崎パソコンユーザー会　
ＫＰＣ
かわさき七和会
社会福祉法人 セイワ　川崎授産学園
地域活動支援センター　フォーラム幸
川崎市くさぶえの家
みやまえエコー
重症児・者福祉医療施設　ソレイユ川崎
朗読ボランティアグループさんざし
ＫＦＪ多摩はなもも
神奈川県立中原養護学校
川崎市視覚障害者情報文化センター
社会福祉法人 セイワ　障害者支援施設（通所）もえぎの丘
社会福祉法人 セイワ　障害者支援施設（通所）しんゆり
社会福祉法人 育桜福祉会　ゆずりは園
社会福祉法人 ともかわさき　生活介護事業所ひらま
地域活動支援センター　バンブーハウス
ぐるーぷ・もこもこ
社会福祉法人 育桜福祉会　わかたけ作業所
社会福祉法人 育桜福祉会　小向このはな園
川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館
特定非営利活動法人 川崎市視覚障害者福祉協会
地域活動支援センター　いっぽ舎
かじがや障害者デイサービスセンター
NPO法人 宮前ふれあいの家
川崎市中部身体障害者福祉会館作業室　こすぎ
川崎市北部身体障害者福祉会館作業室（作業室あゆみ）
サンライズかしまだ
特定非営利活動法人 川崎市ろう者協会
社会福祉法人 育桜福祉会　こぶし園
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医療用ガウン作成
うつ病支援
広報 PC
農業・里山
二酸化炭素削減
里山 ★P4～7　
里山
河川清掃
里山・イベント
海洋生態系
学校教育活動支援
イベント
日本語学習
日本語学習
日本語学習
カフェ・バリスタ
手縫い新生児肌着
映像制作
IT
カフェ・他
イベント
女性
サイエンス教室
演奏・音楽
イベント
ファンドレイジング他

エンターテインメント
傾聴
IT・端末操作
傾聴
※レク・他
韓国語・中国語・他
カフェ・園芸・レク
傾聴
傾聴
施設・出演
施設
傾聴
配食
傾聴・レク
地域内活動
傾聴・レク
施設・レク
傾聴・施設
施設・演奏・レク
施設・演奏・レク
傾聴・レク
施設・レク
運転・園芸・レク
傾聴

保育園
保育園
イベント・PC
保育園
保育園

イベント・兄弟児
児童
保育園
保育園
保育園
保育園
会場見守り・他
児童
子育て
子育て
子ども食堂

科学実験教室
動物（犬）介在教育
児童
調理・他
不登校

スポーツ
コミュニケーション
藍染・イベント
音源制作・PC
工房・イベント
作業検品見守り
畑・活動見守り
工房見守り
園芸
PC
PC・iPhone
後遺症リハ・家族会
付き添い・他
作業・レク・他
作業・行事
音訳・PC
遊び・散歩付き添い
音訳・朗読
手芸・散歩・出演
幅広い学習・他
定期刊行物発送
創作補助・他
創作補助・他
活動・他
作業・行事
運転ドライバー
布の手づくり
作業補助・同行
作業補助・同行・他
レク・創作補助
イベント
活動手伝い
レク・散歩・他
作業手伝い
陶芸・他
作業手伝い・他
活動見守り
手話・行事・他
レク・散歩
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031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

051
052
053
054
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NPO法人 チーム・ユニコン
うつ病支援の会あさお
若年性パーキンソン病患者の会「きぼうの会」
ふるさとファーマーズ
認定ＮＰＯ法人 アクト川崎
飛森谷戸の自然を守る会
幸区市民健康の森 さいわい加瀬山の会
NPO法人 多摩川エコミュージアム
はるひ野里山学校
アイサーチ・ジャパン（国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター）
公益財団法人 川崎市生涯学習財団
かわさきハワイアンフェスティバル実行委員会
国際交流あさお
柿生にほんご どようきょうしつ
あさお にほんご すいようクラス
ABユニオン(アマチュア・バリスタ協議会)
桂～新生児の肌着を作る会～
かわさきキネマサークル
オープン川崎
NPO法人 川崎北部グループリビングCOCOせせらぎ
「平和をねがう灯ろう流し」
特定非営利活動法人 ウィメンズハウス・花みずき
かわさきアトム工房
白南ライトミュージッククラブ
「音楽のまち・かわさき」推進協議会
みんなのさいわい

戸張一座
モモの会
特定非営利活動法人 川崎スマートライフ推進会
傾聴わた雲
社会福祉法人 育明会
馬嶋病院
特別養護老人ホームしゃんぐりら
傾聴ボランティア五喜会
医療法人社団 三喜会　グループホーム・デイサービスセンター中原
生活リハビリクラブ幸
社会福祉法人 よつば会
傾聴あさお
中原老後を良くする会
川崎市惠楽園デイサービスセンター
ポプラ・ささえあい
こはるびより
社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設すえなが
社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設みやうち
特別養護老人ホーム　新緑の郷
特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブ　グループとも
社会福祉法人 川崎大師福祉会
特別養護老人ホーム　菅の里
社会福祉法人 一廣会　特別養護老人ホーム金井原苑
傾聴ボランティアさいわい

社会福祉法人 星槎　野川南台保育園
ふくじゅ保育園
国際子育てひろば「コアラ」
三田かしのみ保育園
保育園アレッタ

左から  ページ、分野、番号、名称、募集内容ボラ・ナビ2021 ｜ 110団体／施設一覧 ※ レク＝レクリエーション
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川崎市南部地域療育センター
ヒルズすえなが
社会福祉法人 大慈会　みぞのくち保育園
社会福祉法人 すぎのこ福祉会　すぎのこ保育園
特定非営利活動法人 むくの木
母子育成会　あすいく保育園
麻生区社会福祉協議会「あさおオモチャとしょかん」
学童ホール支援グループ
特定非営利活動法人 みどりなくらし
NPO法人 みどりなくらし
てんとう虫ハウス（子ども食堂）

NPO法人 科学実験教室サポーター・くじら
NPO法人 シェアドッグスクール
(社福)川崎市社会福祉事業団　KFJ多摩すかいきっず
ふれあい食堂
不登校を考える親の会川崎の会

自主活動グループTwo3（ツースリー）
失語症と仕事を考える会　ステップ
NPO法人 夢屋　地域活動支援センター夢屋
朗読ボランティアグループひいらぎ
社会福祉法人 なごみ福祉会　多摩川あゆ工房
社会福祉法人 県央福祉会
川崎市発達障害地域活動支援センター　ゆりの木
地域活動支援センター　日だまり工房
社会福祉法人 育桜福祉会　あかしあ園
川崎パソコンユーザー会　
ＫＰＣ
かわさき七和会
社会福祉法人 セイワ　川崎授産学園
地域活動支援センター　フォーラム幸
川崎市くさぶえの家
みやまえエコー
重症児・者福祉医療施設　ソレイユ川崎
朗読ボランティアグループさんざし
ＫＦＪ多摩はなもも
神奈川県立中原養護学校
川崎市視覚障害者情報文化センター
社会福祉法人 セイワ　障害者支援施設（通所）もえぎの丘
社会福祉法人 セイワ　障害者支援施設（通所）しんゆり
社会福祉法人 育桜福祉会　ゆずりは園
社会福祉法人 ともかわさき　生活介護事業所ひらま
地域活動支援センター　バンブーハウス
ぐるーぷ・もこもこ
社会福祉法人 育桜福祉会　わかたけ作業所
社会福祉法人 育桜福祉会　小向このはな園
川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館
特定非営利活動法人 川崎市視覚障害者福祉協会
地域活動支援センター　いっぽ舎
かじがや障害者デイサービスセンター
NPO法人 宮前ふれあいの家
川崎市中部身体障害者福祉会館作業室　こすぎ
川崎市北部身体障害者福祉会館作業室（作業室あゆみ）
サンライズかしまだ
特定非営利活動法人 川崎市ろう者協会
社会福祉法人 育桜福祉会　こぶし園
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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。
「基本プラン」と、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」があります。

　　　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」　http://www.fukushihoken.co.jp/　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：044-739-8718（直通）　FAX：044-739-8739　http://www.csw-kawasaki.or.jp/
※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　044-430-5566
※事故日から1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
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-4-5-0-0-0-0-0-0.html

【編集 ･発行】
2021年3月

公益財団法人 かわさき市民活動センター

〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-1100-12
電話：044-430-5566

URL：http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/
E-mail：suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp（市民活動推進課）

【協働編集】
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター

〒211-0053 川崎市中原区上小田中6-22-5川崎市総合福祉センター 6F
電話：044-739-8718

URL：http://www.csw-kawasaki.or.jp/
E-mail：v-center@csw-kawasaki.or.jp

今日からできる「集めて支援」ボランティア！

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しセンターの備品の充実や事業に活かしております。

古切手・未使用切手
プリペイドカード・入場券類
書き損じハガキ・未使用ハガキ
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
ホームページでご確認ください。

http://www2.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/hajimeru/atsumete/

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

補償期間
（保険期間）

被保険者
（保険の補償を
受けられる方）

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

4月1日午前0時から
3月31日午後12時まで

・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、NPO法人

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

行事開催期間（加入手続完了日の翌日午前0時
以降の行事開催日から補償されます。）

・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



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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。
「基本プラン」と、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」があります。

　　　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」　http://www.fukushihoken.co.jp/　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：044-739-8718（直通）　FAX：044-739-8739　http://www.csw-kawasaki.or.jp/
※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　044-430-5566
※事故日から1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
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-4-5-0-0-0-0-0-0.html

【編集 ･発行】
2021年3月

公益財団法人 かわさき市民活動センター

〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-1100-12
電話：044-430-5566

URL：http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/
E-mail：suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp（市民活動推進課）

【協働編集】
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター

〒211-0053 川崎市中原区上小田中6-22-5川崎市総合福祉センター 6F
電話：044-739-8718

URL：http://www.csw-kawasaki.or.jp/
E-mail：v-center@csw-kawasaki.or.jp

今日からできる「集めて支援」ボランティア！

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しセンターの備品の充実や事業に活かしております。

古切手・未使用切手
プリペイドカード・入場券類
書き損じハガキ・未使用ハガキ
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
ホームページでご確認ください。

http://www2.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/hajimeru/atsumete/
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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

補償期間
（保険期間）

被保険者
（保険の補償を
受けられる方）

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

4月1日午前0時から
3月31日午後12時まで

・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、NPO法人

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

行事開催期間（加入手続完了日の翌日午前0時
以降の行事開催日から補償されます。）

・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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公益財団法人 かわさき市民活動センター
電話 : 044-430-5566
URL: http://www1.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/

社会福祉法人 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 : 044-739-8718
URL: http://www.csw-kawasaki.or.jp/
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