幼児・児童

★002
障がい児サポートボランティア募集
お気軽にお問い合わせください。1 日だけの参加も可能
です。一緒に子どもたちの成長を見守っていきましょう！

★001
「オモチャとしょかん」ボランティア募集

【主な分野】 幼児・児童

障害を持つ子も持たない子も、ともに育ち合う場として、

実働スタッフ／単発・短期、長期／平日、土日祝日

ボランティアによる実施委員会が運営しています。

【主な地域】中原区

【主な分野】 幼児・児童

【募集人数】不問

【種別】ボランティア／長期／平日

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学、

【主な地域】麻生区

大学生、一般

【募集人数】不問

【内容】発達障がい、重度心身障がい児童のサポ

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

ート。室内活動（ダンス、クッキング、創作など）、外

【内容】オモチャの準備、じゅうたんなどの会場設営及び

出活動（公園散歩、ピクニックなど）等の付き添い、

片付け/参加者の受付/お子さんの見守りなど

見守り。

【日時】毎月 第1・3 木曜 10：30-12：30、13：30-16：00

【日時】平日 13：00-17：30、土日祝 9：00-18：00

【場所】麻生区役所柿生分庁舎ホール

【場所】ライズ児童デイサービス平間

【交通】小田急線「柿生駅」から徒歩 5 分

【交通】南武線「平間駅」から徒歩 10 分

【条件など】上履き、エプロン持参

【条件など】電車賃会社負担（要領収書）、土日祝

【締切】随時

は各自昼食のご用意をお願いします。

【申込方法】電話、直接来所

【締切】随時

【見学など】なし

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【見学など】あり

【団体名】(社福)川崎市麻生区社会福祉協議会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【担当】岡

【団体名】ライズ児童デイサービス平間

【住所】麻生区万福寺 1-2-2 新百合 21 ビル 1 階

【担当】半田圭一

福祉パルあさお内

【住所】中原区中丸子 584-3

【電話】044-952-5500

【電話】044-750-8361

【FAX】044-952-1424

【FAX】044-750-8362

【メール】info@asao-shakyo.com

【メール】hirama@rise-ds.com

【URL】http://www.kawasaki-syakyo.jp/asao/

【URL】http://s-dps.com

【受付時間】月曜から土曜 8：30-17：00

【受付時間】平日 10：00-19：00

【種別】ボランティア、インターンシップ、それ以外の

土日祝 9：00-18：00

★003

【対象】一般

みどりなくらしと一緒に活動してみませんか？

【内容】ボランティアは 10：00 に来て、迎える準備を

一緒に、川崎の子育て世代の方に心豊かなくらしを提案

します。0 才から 3 才までの日本人、外国人母子が

しましょう。

来ますので母親がリラックスできる様にお子さんの

【主な分野】 幼児・児童

お世話をします。イベントで着付があり、ゆかたを

【種別】ボランティア、インターンシップ、それ以外の

着せられる方、パソコン操作ができる方

実働スタッフ／単発・短期、長期／平日、土日祝日

【日時】毎月 2 回木曜 不定期

【主な地域】中原区

【場所】福祉パルなかはら

【募集人数】不問

【交通】南武線・東横線「武蔵小杉駅」徒歩 8 分

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【条件など】特になし

【内容】・農作業や自然観察会など、親子対象の野

【締切】随時

外活動の見守り、運営補助

【申込方法】電話、メール

・調理企画や食の提供の際、調理の手伝い

【見学など】あり

・親子広場での見守り

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・使用するものの作成

【団体名】国際子育てひろば「コアラ」

・材料の運搬

【住所】中原区今井西町 13-1

・会計に関わること

【電話】044-722-7981

【日時】親子広場は、水曜の午前中。その他イベン

【FAX】044-722-7981

トは土日

【URL】http://ikuji-koala.blogspot.com/

【場所】武蔵新城の NAYAenjoyspace、トカイナカヴ

【受付時間】月曜から金曜 10：00-17：00

ィレッジなど
【交通】NAYA：南武線「武蔵新城駅」から徒歩 5 分
【条件など】子どもが好きな方

★005
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

【締切】特になし 【申込方法】メール

赤ちゃん～未就学児とお母さんが来所します。絵本を読

【見学など】一度、NAYA での親子広場にあそびに

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

きてください。

ませんか？お気軽にお問い合わせください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な分野】 幼児・児童

【団体名】(特非)みどりなくらし

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【担当】堀 由夏

【主な地域】中原区

【住所】中原区上新城 2-11-25 ｾﾝｼｰｽﾞｲｼ 5-3 階

【募集人数】不問

【メール】midorinakurashi@gmail.com

【対象】小学生（保護者同伴不要）、中学生、高校

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

生、専門学校、短期大学、大学生、一般

トカイナカ：南武線「武蔵溝ノ口駅」からバス 15 分

【内容】絵本の読み聞かせ/利用者との交流/室

★004
運営ボランティア募集

内・おもちゃの清掃

50 才までの方でパソコンができる方

【場所】川崎市中原区新丸子町 691-7（新丸子こど

【主な分野】 幼児・児童

も文化センター内）

【種別】ボランティア／長期／平日

【交通】東横線「新丸子駅」から徒歩 5 分

【主な地域】中原区

【条件など】小学生 5 年生以上、未経験者歓迎、動

【募集人数】1 から 2 名

きやすい服装、エプロン持参

【日時】月曜、水曜、金曜 9：30-13：00

【申込方法】電話、メール 【見学など】なし

★007
保育ボランティア

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

保育園で子どもたちとふれあいませんか？

【団体名】地域子育て支援センターしんまるこ

【主な分野】 幼児・児童

【住所】中原区新丸子町 691-7

【種別】ボランティア／単発・短期,長期／平日

【電話】070-3343-9880

【主な地域】多摩区

【メール】kosodate.shinmaruko@gmail.com

【募集人数】不問

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

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学、

【受付時間】月曜、水曜、金曜 9:30-12：30

大学生、一般

【締切】随時

【内容】子どもたちに絵本を読んだり、一緒に遊び

★006
地域子育て支援センターおおと
子育て支援ボランティア募集

ながら子どもたちと触れ合ってくださるボランティア。

赤ちゃん～未就学児とお母さんが来所します。絵本を読

【場所】第二厚生館愛児園

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

【交通】小田急線「読売ランド前駅」から徒歩 7 分

ませんか？お気軽にお問い合わせください。

【主な分野】 幼児・児童
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日
【主な地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴不要）、中学生、高校
生、専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】絵本の読み聞かせ/利用者との交流/室
内・おもちゃの清掃
【日時】月曜・火曜・木曜 9：30-13：00
【場所】川崎市中原区上小田中 2-24-1（大戸こども
文化センター内）
【交通】南武線「武蔵新城駅、武蔵中原駅」から
徒歩 10 分
【条件など】小学生 5 年生以上、未経験者歓迎、動
きやすい服装、エプロン持参
【締切】随時
【申込方法】電話、メール 【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】地域子育て支援センターおおと
【住所】中原区上小田中 2-24-1
【電話】070-5454-1415
【メール】kosodate.ooto@gmail.com
【URL】http://kosodateooto.blog.fc2.com/
【受付時間】月曜、火曜、木曜 9：30-12：30

園内の掃除や破れた絵本の修理等のお手伝いを
することもあります。

【条件など】事前オリエンテーションを必ず行わせ
ていただきます。昼食時をはさむ場合は給食費
（300 円）自己負担
【締切】随時
【申込方法】電話
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】第二厚生館愛児園
【担当】谷岡 将行
【住所】多摩区寺尾台 1-1-19
【電話】044-955-2933
【FAX】044-954-1067
【受付時間】月曜から金曜 9：00-16：00

★008
保育園でのボランティア募集

【締切】随時

保育園の仕事に興味のある方、保育士を目指している

【団体名】(社福) 宿河原会 ひばりっこくらぶ保育園

方大歓迎です。お気軽にお問い合わせ下さい。

【担当】松浦由里

【主な分野】 幼児・児童

【住所】多摩区宿河原 6-35-16

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【電話】044-844-7448 【FAX】044-844-7780

【主な地域】多摩区

【受付時間】 月曜から金曜 10：00-16：00

【申込方法】電話

【見学など】あり

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】①絵本の読み聞かせ ②園庭・遊具の整備（ペ

★010
保育園でお手伝い！！

ンキ塗りなど） ③花壇の整備と手入れ ④縫い物

0 歳児から就学前のお子さんがたくさんいる保育園です。

【日時】月曜から金曜 9：30-11：30 の中で 1-2 時間程度

可愛い子どもたちと一緒に遊んだり、色々なお手伝いを

【場所】川崎市菅保育園

して下さいませんか！

【交通】南武線「稲田堤駅」から徒歩 4 分

【主な分野】 幼児・児童

【条件など】動きやすい服装と靴でお越し下さい。

【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期

【締切】随時

／平日

【申込方法】電話

【主な地域】多摩区

【見学など】あり

【募集人数】1 から 2 名

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【団体名】川崎市菅保育園

【内容】①園児の着替えなどの手伝い ②園児の

【住所】多摩区菅 1-5-24

安全を確保しながら、一緒に遊ぶ（散歩も含む）

【電話】044-945-5109 【FAX】044-945-5109

③園舎内の清掃 ④製作物を作る

【受付時間】月曜から金曜 9：00-17：00

【日時】随時調整（平日）
【場所】西しゅくマーノ保育園

★009
保育体験しませんか

【交通】「向ヶ丘遊園駅」・「登戸駅」から徒歩 6～8 分

かわいい子どもたちと触れ合いませんか

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり

【主な分野】 幼児・児童

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【団体名】(社福)明真会 西しゅくマーノ保育園

【主な地域】多摩区

【住所】多摩区宿河原 2-19-6

【募集人数】不問

【電話】044-933-1152 【FAX】044-933-1151

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学、

【メール】ma-no2541@bc.wakwak.com

大学生、一般

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

【内容】①子どもとの触れ合い ②散歩のつき添い

【受付時間】月曜から木曜 10：00-17：00

【条件など】動きやすい服装（着替え～ズボン、上着等）

③草むしり
【日時】基本的に月曜・火曜・水曜・木曜・金曜
10：00-16：00
【場所】社会福祉法人宿河原会 ひばりっこくらぶ
保育園
【交通】南武線「久地駅」から徒歩 3 分
【条件など】興味をもったらお電話ください

★011
保育ボランティア募集
生後 5 ヶ月～就学前の子ども達と遊んだり、身の回りの
お世話をしたり保育上のお手伝いをして頂きます。

【主な分野】 幼児・児童
【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期

／平日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】多摩区

【団体名】(社福) 青丘社 桜本保育園

【募集人数】不問

【担当】金 健（キム ゴン）

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【住所】川崎区桜本 1-9-6

【内容】子どもと遊ぶ、着替えや食事の介助、保育

【電話】044-288-2545

士の手伝い（掃除、教材準備）など

【受付時間】火曜から木曜 9：00-17：00

【日時】月曜から金曜 ①9：00-17：00 ②9：00-12：

【交通】小田急線「生田駅」から徒歩 5 分

★013
てんとう虫ハウス（子ども食堂）
ボランティア募集

【条件など】資格不問、上履き、エプロン、三角巾

てんとう虫ハウスは、共生食堂になります。未就学

（バンダナ等）

から小・中学生の子どもが、30 名弱参加され、大

【締切】随時

人も 20 名参加され、にぎやかな子ども食堂になっ

【申込方法】電話

ています。

【見学など】あり

【主な分野】 幼児・児童

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【団体名】三田かしのみ保育園

【主な地域】川崎区

【担当】唐澤幸貴

【募集人数】不問

【住所】多摩区三田 1-18-3

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【電話】044-932-2111 【FAX】044-932-2117

【内容】①子ども食堂での調理活動

【URL】http://www.mitakashinomi.jp/

②子どもの見守りと一緒に遊ぶ等

【受付時間】月曜から金曜 9：00-17：00

【日時】毎月 第 3 週水曜 15：30-18：30

00 ③15：00-18：00
【場所】三田かしのみ保育園

【場所】かわさき障害者福祉施設たじま

★012
保育補助ボランティア募集

【交通】JR「川崎駅」からバス(臨港バス：鋼管循環)

川崎市川崎区にある認可保育園です。お気軽にお問い

【条件など】エプロン、三角巾、動きやすい服装

合わせください。

【締切】随時

【主な分野】 幼児・児童

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【種別】ボランティア,インターンシップ／長期／平日,

【見学など】あり

土日祝日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】川崎区

【団体名】てんとう虫ハウス（たじま家庭支援センター）

【募集人数】不問

【担当】江良、島津

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【住所】川崎区田島 20-10

【内容】保育士さんたちのお手伝いをしていただき

【電話】044-276-9689

ます。（子どもたちと遊んだり、環境整備、保育材

【FAX】044-276-9619

料の製作のお手伝いなど）

【メール】tajimakatei@ba.wakwak.com

【日時】随時

【受付時間】平日 9：00-17：00

【場所】桜本保育園
【交通】JR「川崎駅」から臨港バス 大師行き「桜本」
下車、徒歩 3 分
【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり

「鋼管通 2 丁目」下車より徒歩 5 分

★014
子ども好きな方・施設修繕の
お手伝いさん募集

【日時】随時

川崎市内にある児童福祉施設です。子どもを対象とした学習

【条件など】特になし 【締切】随時

支援ボランティア、遊びの支援をして下さるボランティアや施

【申込方法】電話,メール 【見学など】なし

設修繕のお手伝いをして下さる方を募っています。

【主な分野】 幼児・児童
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／
平日、土日祝日
【主な地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】高校生,専門学校・短期大学・大学生,一般
【内容】①子どもたちを対象とした遊びの支援や学
習ボランティア、行事のお手伝い

【場所】たいよう保育園
【交通】JR「川崎駅」から徒歩 7 分

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】たいよう保育園
【担当】望月博子
【住所】幸区南幸町 2-14-2
【電話】044-544-6742
【FAX】045-575-9666
【メール】kira-kira@taiyou-hoikuen.sakura.ne.jp
【URL】http://taiyouhoikuenkawasaki.com/
【受付時間】9:00-19:00

②施設の修繕としてペンキ塗り等、各設備の修繕
【日時】①学習：火曜・木曜 15：00-18：00 ②遊び：月曜・
水曜・金曜15：00-17：00 ③行事：主に土日（応相談）
④平日 10：00-18：00

★016
保育事業ボランティア募集
どれみキッズでは、子ども達に勉強を教えたり、一緒に

【場所】ヒルズすえなが

遊んでくれるボランティアを募集しています。

【交通】田園都市線「溝の口駅・梶が谷駅」から徒

【主な分野】 幼児・児童

歩 5～10 分

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【条件など】特になし

【主な地域】宮前区

【締切】 随時

【募集人数】2 から 3 名

【申込方法】電話

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【見学など】事前見学あり

【内容】①平日：下校後の学習サポート、室内や近くの

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

公園で一緒に遊ぶ。 ②長期休み：理科工作の企画と実

【団体名】ヒルズすえなが

施、遠足やプールなど野外活動の付き添いや監視など。

【担当】秦・石川・藤本

③こども食堂：配膳・片付けの手伝い。

【住所】高津区末長 1 丁目

【日時】小学校就業日の放課後。長期休み中は 8：

【電話】070-2653-0046

00-18：00（内 2,3 時間）。こども食堂は 20:00 まで。
【場所】学童クラブ どれみキッズ他

★015
保育補助ボランティア

【交通】田園都市線「宮崎台駅」から徒歩 7 分

たくさんの方が参加して下さっています。子どもが好きな

装（帽子、水筒、お弁当、エプロンなど、その日の

方、一緒に楽しく過ごしましょう。

【主な分野】 幼児・児童
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日
【主な地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】高校生,専門学校・短期大学・大学生,一般
【内容】保育補助、食事の介助、散歩、所外遊び

【条件など】資格条件なし。持ち物：動きやすい服
活動内容によって）
【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】学童クラブ どれみキッズ
【担当】池田のぞみ

【住所】宮前区宮崎 169-6 やまびこハイツ 101、102
【電話】070-7461-1598

人権・平和

【メール】doremikids@outlook.jp
【URL】https://www.doremikids.net/
【受付時間】メールにて随時

★019
リサイクルショップで海外支援

★017
わくわくプラザ 学習ボランティア

リサイクルショップから新しい世界が開けます。一緒に楽

子どもたちが学びの習慣を身に着けられるよう、

【主な分野】 人権・平和

自習や宿題のサポートをして頂ける方の募集を

【種別】ボランティア／長期／平日

します。

【主な地域】多摩区

【種別】ボランティア

【募集人数】不問

【地域】全市

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【内容】わくわくプラザを利用している児童に、

【内容】店内での接客、品出し、レジ作業、在庫管

自学・自習の支援を行い、自ら進んで学べるよう

理補助、寄附品の受取、品物仕分け補助、店内整

環境づくりをして頂きます。

理・清掃

【日時】月曜から金曜：17:00-18:00

【日時】月曜から土曜 10：30-17：00

土曜 9:30-10:30

しく仕事しませんか？

【場所】WE ショップたま

【場所】各わくわくプラザ

【交通】南武線「中野島駅」から徒歩 3 分

【条件など】教員免許取得者や教員を目指している

【条件など】NPO 法人の会員になること

学生の方／交通費実費支給（1,500 円まで）

【締切】随時

【締切】随時

【申込方法】電話、直接来所

【申込方法】各館へ電話（74-75 ページ参照）

【見学など】あり

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

(公財)かわさき市民活動センター

【団体名】(特非) WE21 ジャパンたま
【担当】鈴木久子

★018
こども文化センター わくわくプラザ
ボランティア

【住所】多摩区中野島 6-29 新多摩ハイム 4-101

子どもたちが安全安心に過ごせるよう、遊びや行事のサ

【受付時間】10：30-17：00

ポートをして頂ける方を募集します。

【種別】ボランティア

【地域】全市

【内容】子どもの遊び相手および見守り行事の手
伝いなど
【日時】開館時間の中で応相談
【場所】市内各こども文化センター、各わくわくプラザ
【条件など】各館へ問合せ
【締切】随時
【申込方法】各館へ電話（74-75 ページ参照）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
(公財)かわさき市民活動センター

【電話】044-945-2427
【FAX】044-945-2427

★020
女性支援ボランティア募集

【内容】中原平和公園のニケ領用水での灯ろう流し

一人ひとり違いますが、女性やシングルマザーが必要

まず、当日前に周辺の掃除。当日の会場の準備、

としている支援へボランティアの力を貸して下さい。

灯ろうつくり、オープニングの手伝い、そして、灯ろ

【主な分野】 人権・平和

う流しが安全に出来るように補助する。そして、片

【種別】ボランティア、それ以外の実働スタッフ／

付けです。清掃日（2 時間くらい）と灯ろう流し当日

単発・短期、長期／平日、土日祝日

（午後から 21:00 頃まで）の 2 日間。

【主な地域】多摩区

【日時】来年の日程は未定。8 月中。

【募集人数】不問

【場所】中原平和公園内ニケ領用水、中原公園（オ

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

ープニング）、灯ろうつくり（平和館会議室）で。

【内容】①単発の場合：イベントの準備・会場整備

【交通】①東横線「元住吉駅」徒歩約 10 分 ②東横

や見守り

線「武蔵小杉駅」から徒歩約 10 分

②継続の場合：NPO 活動全般（広報活動の補助・

【条件など】特になし。活動しやすい服装で。ボラン

会報の発行補助、こどもの個別学習支援・遊びや

ティア保険はこちらで加入します。

散歩の同行・話し相手など）

【締切】当日の前日まで

【場所】スペースらいらっく

【申込方法】電話、メール 【見学など】特になし、

【交通】小田急線「生田駅」から徒歩 10 分

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【条件など】福祉に関心があり、女性の人権に理解

【団体名】「平和をねがう灯ろう流し」実行委員会

がある人

【担当】清水陽子

【締切】随時

【住所】中原区苅宿 4-52

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【電話】090-1844-8233 【FAX】044-411-6459

【見学など】あり

【メール】sy0101@wd6.so-net.ne.jp

に参加する保育園児たちの手助けです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】(特非) ウィメンズハウス・花みずき
【担当】大塚
【住所】多摩区三田 1-4-5

職業能力開発

【電話】044-900-7781 【FAX】044-712-7070
【メール】hanamizuki@joseisoudan.com
【URL】joseisoudan.com
【受付時間】平日 9：00-17：00

★022
ともに活動していただけるボランティアを
募集しています。
働く前の若い世代の方へ向けて、働くときの基本的なル

★021
「平和をねがう灯ろう流し」に参加する
子どもたちの手助け
みんなで平和を願いながら、自分でつくった灯ろうを

ール（賃金、労働時間、休日や休暇の決まりなど伝える
ために出前授業や公開学習会などを行っている会です。
企画、運営、授業等を一緒に行いませんか。

【主な分野】 職業能力開発・雇用機会拡充

平和公園のニケ領用水で流します。

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

【主な分野】 人権・平和

【主な地域】高津区

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【募集人数】不問

【主な地域】中原区 【募集人数】不問

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学、

【内容】公開学習会等の企画、準備、運営 出前授

大学生、一般

業の内容の検討や資料の作成など

【日時】通年
【場所】公開学習会等は公共施設、出前授業は依
頼を受けた学校

障がい者・障がい児

【交通】東横線「武蔵小杉駅」徒歩 3 分 ※打合せ
【条件など】特にありません。労働法や社会保障な

★024
日中活動ボランティア募集

どに関心のある方は歓迎します

散策 軽い運動など

【締切】随時 【申込方法】メール 【見学など】あり

【主な分野】 障害者・児

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【団体名】ワークルールと若者支援を結ぶ会

【主な地域】麻生区

【担当】岸田則子

【募集人数】不問

【住所】高津区久末 1547-6

【対象】一般

【FAX】044-788-6702

【内容】障害のある方が、日中の時間を安心して過

【メール】yff34500@nifty.com

ごしていただく施設です。所内では、利用者の皆さ

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

んと話をしたり、将棋、麻雀など一緒に楽しんでい

【受付時間】9:00-18:00

ただきます。調理の得意な方がいらっしゃれば歓

は、かわさき市民活動センターで行います。

迎いたします。
【日時】開所時間は平日の 10：00-16：00(水曜のみ

情報化社会

12：00-16：00)です。※ボランティア活動時間・曜日
についてはご相談の上決定いたします。
【場所】日だまり工房にて活動いたします。

★023
地域発信ホームページ紹介ボランティア

【交通】小田急線「百合ヶ丘駅」から徒歩 5-6 分 ※

川崎市内全域から発信されるホームページ（近隣商店・レスト

【条件など】資格は不問です。ボランティア参加時

ランを除く）を分類・整理、写真・地図と組み合わせて、インタ

は、動きやすい服装をお願いします。

ーネットで見やすく、判りやすく、ご紹介します。

【主な分野】 情報化社会
【種別】ボランティア、インターンシップ／長期／
平日、土日祝日
【主な地域】市内全域

小田急バス管理事務所前から徒歩 1 分

【締切】随時
【申込方法】電話、メール
【見学など】見学は随時受け入れています。あらか
じめお問い合わせください。

【募集人数】不問

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】ホームページ「インターネット川崎ガイド」更
新・充実のための ①情報収集、②写真撮影、③
整理入力、④プログラム作成・改良
【締切】随時 【申込方法】メール 【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】インターネット川崎ガイド
【メール】manager@kawasaki-guide.jp
【URL】http://kawasaki-guide.jp/
【受付時間】メールにてお願いします

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】地域活動支援センター 日だまり工房
【担当】國米 中西
【住所】麻生区百合丘 1－16－14 クレスト百合ヶ丘 4F
【電話】044-965-4311 【FAX】044-965-4311
【メール】hidamarikobo@nifty.com
【URL】http://slt-spt.wixsite.com/silentsupport
【受付時間】平日 10：00-16：00

★025
知的障害者の付き添い／散歩や手工芸
等の活動補助／行事・イベントのボランテ
ィアを募集します。

★026
作業準備、仕上げ等ボランティア募集

多くのボランティアの方が知的障害者の方と共に楽しみ

【主な分野】 障害者・児

ながら取り組まれています。長期のものから単発のもの

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

もあるので、お気軽にお問合せください。

【主な地域】麻生区

【主な分野】 障害者・児

【募集人数】不問

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

平日、土日祝日

【内容】知的障害のある入所者が日中の活動とし

【主な地域】麻生区

て行っている、以下の作業の準備及び点検、製品

【募集人数】不問

の仕上げ等をお願いします。入所者がスムーズに

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

作業に取り組めるようご協力ください。(1)缶リサイ

【内容】①ご利用者の散歩の付き添い。 ②室内作

クル作業：アルミ缶とスチール缶の仕分け等 (2)簡

業、屋外作業、創作活動（折り紙・絵画・書道等）、

易加工作業：箱折り、点検等 (3)自主製品作成：下

スポーツ。 ③音楽イベント、学園行事等の付き添

準備、仕上げ等 ※おやつ喫茶、ガーデンパーティ

いや補助等。

ー、秋祭り、クリスマス会等季節に応じた行事にお

【日時】①月曜から金曜 10:00-12:00、13:30-16:00

いても一緒に盛り上げていただくボランティアを随

②土日・祝日は要相談

時募集します。

※ボランティア内容により違いますので、
お問合せください。
【場所】川崎授産学園

障害者の支援に関心のある方大歓迎です。まずは見学
だけでもＯＫです。お気軽にお問合せ下さい。

【日時】平日の 9:30-11:30、13:30-15:30
※半日でも 1 時間でも可
【場所】柿生学園 1 階

【交通】小田急線「新百合ケ丘駅」からバス「千代ヶ

※事務室に声を掛けて下さい。

丘」下車徒歩 10 分 ※自家用車、自転車にての来

【交通】小田急線「五月台駅」から徒歩 5 分

園可能

【条件など】資格は不要です。上履きをご持参下さい。

【条件など】ボランティア内容により違いますので、

昼食はご用意していませんので、必要な方はご自分で

お問合せください。未経験の方歓迎。

ご用意下さい。動き易い服装でいらして下さい。

【締切】随時

【締切】随時

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【見学など】あり

【見学など】あり

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【団体名】川崎授産学園

【団体名】(社福) 川崎市社会福祉事業団

【担当】佐藤恵

川崎市柿生学園

【住所】麻生区細山 1209 番地

【担当】服部、池田、神田

【電話】044-954-5011

【住所】麻生区五力田 2-20-10

【FAX】044-954-6463

【電話】044-987-1511

【メール】info@seiwa-gakuen.jp

【FAX】044-987-1510

【URL】http://www.seiwa-gakuen.jp

【メール】kakiogakuen@kfj.or.jp

【受付時間】月曜から金曜 8:30-17:00

【受付時間】平日 8:30-17:00

★027
花壇のお手入れ、車椅子の清掃ボランティア
障害者の方達が、より楽しく充実した生活を送るた

★028
施設ボランティア 散歩、運動、裁縫、さを
り織、ビーズ、押し花、レクリエーション等

めのお手伝いをしてみませんか。

18 歳以上の障害をお持ちの方が通所されている施設で

【主な分野】 障害者・児

す、ご利用者の皆さんと一緒に活動（サポート）を楽しみ

【種別】ボランティア／長期／平日

【主な分野】 障害者・児

【主な地域】麻生区

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日、土曜日

【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】敷地内の花壇のお手入れや清掃、または利用
者様の使用されている車椅子清掃をお願いします。ご
都合に合わせて作業内容を相談させていただくので、
ご自分のペースでお手伝いいただけます。
【日時】月に 1,2 回程度、平日の日中 1 から 2 時間
程度（10:00-18:00 までの間）。
【場所】ソレイユ川崎施設内
【交通】小田急「新百合ヶ丘駅」下車(小田急バス 4 番)
停留所から乗車、「千代ヶ丘」下車より徒歩約 10 分
【条件など】動きやすい服装
【締切】随時

【主な地域】麻生区
【募集人数】1 日 4 名程度
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】散歩の付き添い/運動及びストレッチのサ
ポート/裁縫・さをり・ビーズ・押し花・園芸などの手
作業の補助・指導/ご利用者とのお話し相手/レク
リエーションをご一緒に楽しむ・補助・指導など
【日時】月曜から土曜 午前（10：20-11：20）、昼
（12：45-13：45）、午後（13：45-14：45）、1 日（10：
20-14：45）
【場所】社会福祉法人セイワ 障害者支援施設（通
所）しんゆり
【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」から徒歩 9 分

【申込方法】電話
【見学など】まずはお気軽にお問い合わせください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】(社福)三篠会

ませんか。

重症児・者福祉医療施設

ソレイユ川崎
【担当】相談員 飯干、大森
【住所】麻生区細山 1203
【電話】044-959-3003
https://www.misasakai-soleil.com/index.html
【受付時間】平日 9:00-18:00

【条件など】18 歳以上。裁縫、さをり、押し花、園芸
をご指導してくださる方歓迎
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】(社福) セイワ
障害者支援施設(通所）しんゆり
【担当】佐々木、日原
【住所】麻生区上麻生 3-22-12
【電話】044-952-5451
【FAX】044-952-4507
【URL】http://www.seiwa-shinyuri.jp/
【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

★029
布のえほんや布のおもちゃを
一緒に作りましょう！

【内容】農作業、料理、お菓子作り、卓球、ビリヤー

出来上がった作品は障害を持つ子ども達、支援学級、

【場所】川崎市発達障害地域活動支援センター

図書館、災害支援地等へ届けています。

ゆりの木

【主な分野】 障害者・児

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」から徒歩 5 分

【種別】ボランティア／長期／平日

【条件など】発達障害に理解のある方

【主な地域】麻生区

【締切】随時

【募集人数】不問

【申込方法】電話、メール

【対象】一般

【見学など】あり

【内容】①布の素材を使って布のえほん・おもちゃ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

を作る ②それに伴う糸、フェルト等、素材の整理・

【団体名】川崎市発達障害地域活動支援

管理 ③外部への講習 ④作品の開発
【日時】活動日：毎週月曜（10：00-15：00）
※都合により曜日の変更があります。
【場所】川崎市麻生区福祉パルあさお
※都合により変更があります。

ド等、毎月定期的なプログラムを行っています。
【日時】平日 10：00-12：00 または 13：30-16：00

センター ゆりの木
【担当】池沢元亮
【住所】麻生区上麻生 1-7-11 クラウンビル 301
【電話】044-969-7177
【FAX】044-951-2177

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」から徒歩 2 分

【メール】yurinoki@aoitori-net.com

【条件など】手作りが好きな活動に興味のある方

【URL】http://www.aoitori-y.jp/kawasaki-yurinoki/

【締切】ありません

【受付時間】月曜から金曜 9：00-17：00

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【担当】寺田弘子

★031
NPO 法人くるみー来未
≪広報スタッフ募集≫

【住所】多摩区寺尾台 2-8-1-15-306

紙媒体から SNS まで、幅広くやりたいことに

【電話】044-955-5038

挑戦できます。オープニングメンバー募集！

【FAX】044-955-5038

【主な分野】 障害者・児

【メール】mail@group-mokomoko.org

【種別】インターンシップ／長期／土日祝日

【受付時間】9：00-17：00 平日・土曜

【主な地域】中原区 【募集人数】3 名

【団体名】ぐるーぷ・もこもこ

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

★030
発達障害者の日中活動のボランティア募集

【内容】①イベントチラシ作成 ②Facebook やブロ

18 歳以上の発達障害者の方を対象とした通所施設です。

で積極的に進めてくださる方、大歓迎！！

一緒に楽しみながらお手伝いをしていただける方を募集

【日時】編集部メンバーで日にちを調整して、活動

します。

して頂きます。

【主な分野】 障害者・児

【場所】主に、かわさき市民活動センターですが、

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

編集部メンバーで集合場所を調整して、活動して

【主な地域】麻生区

頂きます。※東横線「武蔵小杉駅」 徒歩 3 分

【募集人数】不問

【条件など】広報物のデザイン、編集がやりたい方、

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

SNS がお好きな方 ※交通費を支給します。

グでの広報活動 ※経験者や、ご自分のアイデア

【申込方法】メール

【メール】kurumi.naoto@gmail.com

【見学など】事前に面談をお願いします。

【URL】http://kuruminaoto.org/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【受付時間】随時、メールをお待ちしています。

【団体名】(特非) くるみー来未

【電話】044-567-5511

★033
行事（旅行、フェスティバル）
ボランティア募集

【FAX】044-567-5511

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

【メール】kurumi.naoto@gmail.com

ウェルカム！まずは気軽に問い合わせてください。

【URL】http://kuruminaoto.org/

【主な分野】 障害者・児

【受付時間】随時、メールをお待ちしています

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日

【担当】太田
【住所】幸区下平間 152-5 コートハウス新川崎 301

【主な地域】中原区

★032
NPO 法人くるみー来未
≪企画スタッフ募集≫

【募集人数】2 名

NPO 法人の運営と事務に関わるすべてが学べます！

利用者の移動補助、配膳・下膳 ②中身館フェス

【主な分野】 障害者・児

ティバル（毎年 6 月） 会場の設営、配膳・下膳、移

【種別】インターンシップ／長期／土日祝日

動補助など

【主な地域】中原区

【日時】①日帰りバス旅行 金曜 8：30-18：00

【募集人数】2 名

②中身館フェスティバル 6 月の土曜 9：00-16：00

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【場所】日帰りバス旅行：行き先未定、中身館フェス

【内容】①イベント運営（企画、準備、実行） ②予算

ティバル：川崎市中部身体障害者福祉会館

管理、収支報告 ③太田のスケジュール管理 ④ブ

【交通】南武線「武蔵小杉駅・武蔵中原駅」から徒歩 15

ログ、HP の記事作成と更新など、基本的に全ての

分またはバス「小杉十字路」下車より徒歩 5 分

ことを OJT で学んでいただけます。

【条件など】動きやすい服装（サンダルは不可）

【日時】活動日は原則土日ですが、作業は空いて

【締切】随時

いる時間にご自宅でやって頂きます。

【申込方法】電話、FAX、メール

【場所】①くるみ事務所 ※南武線「鹿島田駅」 徒

【見学など】あり

歩 5 分） ②かわさき市民活動センター ※東横線

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「武蔵小杉駅」 徒歩 3 分

【団体名】川崎市中部身体障害者福祉会館

【 条 件 な ど 】 PC が 扱 え る 方 （ Word, Excel,

【対象】一般
【内容】①単発：日帰りバス旅行（年 2 回） 車イス

作業室こすぎ

Powerpoint など）

【担当】菱沼慶太

【締切】随時募集

【住所】中原区小杉御殿町 2-114-1

【申込方法】メール

【電話】044-733-9749

【見学など】事前に面談をお願いします。

【FAX】044-733-9749

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【メール】tsfks@mbr.nifty.com

【団体名】(特非) くるみー来未

【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

【担当】太田
【住所】幸区下平間 152-5 コートハウス新川崎 301
【電話】044-567-5511
【FAX】044-567-5511

★034
障害者施設での活動のお手伝いをしてい
ただける方を募集

【内容】障がいのある小・中・高生向けのデイサー

障害を持った方が活動・仕事をしている施設です。活動・仕事

【日時】平日 15：00-17：00

のお手伝いをしていただける方、お待ちしています。

【場所】こすぎ放課後等デイサービス

【主な分野】 障害者・児

【交通】東急線「元住吉駅」から徒歩 15 分

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【締切】随時

【主な地域】中原区

【申込方法】電話

【募集人数】不問

【見学など】あり

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【内容】①施設利用者とのリズム体操やボウリング

【団体名】こすぎ放課後等デイサービス

等のレクリエーションの準備や片付けのお手伝い

【担当】加藤正伸

②近所の散歩や外出活動への付き添い

【住所】中原区中ノ町 41-12 レジデンスサカエ 1 階西

③クリーニング作業（タオルたたみや検品）等のお

【電話】044-948-6133

手伝い

【FAX】044-948-6133

【日時】平日（月曜から金曜）9：00-16：00（要相談）

【メール】bcl17917@nifty.com

【場所】白楊園

【受付時間】月曜から金曜 13：30-17：00

ビス施設です。利用者との創作活動や散歩などの
付き添いです。

【交通】東横線「元住吉駅」から徒歩 10 分、または
バス「刈宿」下車より徒歩 2 分
【条件など】動きやすい服装でお願いします。

★036
特別支援学校ボランティア募集

【締切】随時

小学生から高校生の肢体不自由児と高校生の知

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

的障害児の学校です。子どもたちと一緒に学習活

【見学など】あり

動や余暇活動に参加してください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な分野】 障害者・児

【団体名】(社福) 育桜福祉会 白楊園

【種別】ボランティア／単発・短、,長期／平日

【担当】向美幸、宮部和博

【主な地域】中原区

【住所】中原区西加瀬 10-3

【募集人数】不問

【電話】044-422-0018

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【FAX】044-422-0290

【内容】①平常授業や生活介助の手伝い ②季節

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

の行事 ③伝承文化や特技などに関する指導や演

http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp/

技等（ゲストティーチャー） ④クラス菜園の手入れ

【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

や世話など ⑤教具の作成や修理、裁縫など
【日時】月曜から金曜（祝祭日を除く） 9:00-15:00

★035
支援員ボランティア募集

【場所】本校、または分教室（県立住吉高校内に設置）

お気軽にお問合わせ下さい。

らが丘」下車５分 ②分教室：東横線「元住吉駅」か

【主な分野】 障害者・児

ら徒歩８分

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【条件など】資格は特に必要ありません。※事前に

【主な地域】中原区

面接させていただきます。

【募集人数】不問

【締切】随時

【対象】一般

【申込方法】電話、FAX、メール

【交通】①本校：東横線「日吉駅」から東急バス「さく

【見学など】有

【電話】044-754-4559

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【FAX】044-788-9263

【団体名】神奈川県立中原養護学校

【URL】http://www.douaikai.com/ccrc

【担当】金 夏望 (こん なつみ)

【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：30

【住所】中原区井田 3-13-1

土曜（第 2、4 のみ）8：30-17：30

【電話】044-755-8889

【URL】

★038
視覚障害者のパソコンやスマートフォンの
サポート

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

視覚障害者の方が、一人でパソコンやｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄ

【受付時間】月曜から金曜（祝祭日を除く）

の操作ができるようになるために、サポートボランティア

【FAX】044-752-7786
【メール】nakahara01-sh@pen-kanagawa.ed.jp

9:00-17:00

と共に楽しく学んでいるクラブです。

【主な分野】 障害者・児

★037
障害児のボランティア募集
お気軽にお問い合わせください。

【主な分野】 障害者・児
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／
平日,土日祝日
【主な地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校・短期大学・大学生,一般
【内容】①ひよこ：療育センターに通うお子さんのき
ょうだい児（4 ヵ月～3 歳未満）の保育（日中の遊び、
食事介助、寝かしつけ、片づけ等）。②らいおん：
療育センターに通うお子さんのきょうだい児（年少
児～年長児）の長期休暇中（夏季・冬季）の保育
（日中の遊び、食事介助、寝かしつけ、片づけ等）。
③はぁーとひろば：療育センターに通うお子さんの
遊びの広場の運営補助
【日時】月曜から金曜 9：40-14：00
【場所】川崎市中央療育センター
【交通】東横線「日吉駅」からバス「さくらが丘」バス
停下車 徒歩 5 分
【条件など】事前にボランティア保険に加入してい
ただきます（費用は施設負担です）。
【締切】随時
【申込方法】電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】川崎市中央療育センター
【住所】中原区井田 3-16-1

【種別】ボランティア／長期／平日
【主な地域】中原区
【募集人数】数名
【対象】一般
【内容】①パソコンをお持ちの視覚障害者の方に、
画面の見やすい設定や音声読み上げソフトを活用
した基本的な操作などをサポートする ②視覚障害
者の方に、音声読み上げ機能を組込んだｉＰｈｏｎｅ、
ｉＰａｄの操作などをサポートする
【日時】第 1 木曜、第 3 木曜、第 5 木曜 13:00-16:30
【場所】川崎市総合福祉センター 5 階
【交通】南武線「武蔵中原駅」から徒歩 2 分
【条件など】①Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンを所有し、自宅で
操作練習ができる人 ②ｉＰｈｏｎｅ又はｉＰａｄを所有
し、自宅で操作練習ができる人
【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】ｋｐｃ
【住所】中原区上小田中 6-22-5
【メール】kpc.kawasaki@gmail.com
【受付時間】http://web-k.jp/oburi/kpc/

★039
一緒に楽しく活動に参加できる方大募集！

【募集人数】不問

「高次脳機能障害」を併せ持つ、身体障害者の方が主な

【内容】①製品の検品作業 ※封入物・シール貼り

支援対象です。利用者と楽しく過ごせる方、大歓迎！

等の確認 ②利用者様の話の傾聴、休憩時間の

【主な分野】 障害者・児

コミュニケーション

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【日時】月曜から金曜 10：00-16：00

【主な地域】多摩区

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

※都合の良い時間

【募集人数】若干名

【場所】KFJ 多摩 はなみずき

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園・登戸駅」から徒歩 7 分

【内容】創作活動（アクセサリー作り）、散歩、手芸、

【条件など】18 歳以上

麻雀、ボッチャ（障害者スポーツ）等の様々なレクリ

【締切】随時

エーションを通して、体力づくりやリハビリを行って

【申込方法】電話

います。これらの活動に一緒に参加して頂いたり、

【見学など】あり

利用者のみなさんのお手伝いをして頂くボランティ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

アとなります。経験や資格は必要ありません。

【団体名】(社福)川崎市社会福祉事業団

【日時】月曜から金曜 10：00-15：00
※この時間内で都合の良い時間で構いません

KFJ 多摩はなみずき
【担当】鈴木

【場所】いっぽ舎

【住所】多摩区登戸 2249-1

【交通】小田急線「登戸駅・向ケ丘遊園駅」、南武線「中

【電話】044-930-4571

野島駅」から徒歩15 分

【FAX】044-934-1166

【条件など】動きやすい服装

【URL】http://www.kfjtama.or.jp/

【締切】随時
【申込方法】電話、FAX、メール
【見学など】応相談

★041
施設ボランティア（作業介助、話し相手）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

福祉に興味がある方、ボランティアをしてみたい方、

【団体名】地域活動支援センター いっぽ舎

ぜひ気軽に連絡下さい。やりがいと笑顔あふれる

【担当】安田・佐藤

体験をしてみませんか。

【住所】多摩区登戸369 第一ふじたけマンション 103

【主な分野】 障害者・児

【電話】044-299-8483

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【FAX】044-299-8483

【主な地域】多摩区

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

【募集人数】不問

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

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【受付時間】平日 9：30-16：30

【内容】作業（自主製品作り、内職等）介助、イベン
ト時介助、利用者との交流

★040
検品作業・傾聴ボランティア
活動される前に一度見学に来て頂きます。施設内を御
案内致します。

【主な分野】 障害者・児
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日
【主な地域】多摩区

【日時】平日 10：00-15：00
【場所】なしの実
【交通】小田急線「生田駅」から徒歩 10 分
【条件など】資格：特になし
【締切】随時
【申込方法】電話、FAX
【見学など】なし

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】(社福) ともかわさき

なしの実

★043
高齢者および障害者施設の慰問先募集

【担当】清永

ボランティアの本質は無償であること。

【住所】多摩区生田 2-3256

【主な分野】 障害者・児

【電話】044-930-5170

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

【FAX】044-930-5171

【主な地域】川崎区

【メール】nashinomi@tomokawasaki.or.jp

【募集人数】10 名 一芸のある方

【受付時間】月曜から金曜 9：00-15：00

【対象】一般
【内容】川崎区内の高齢者施設。障がい者施設で

★042
ゆずりは園で一緒に活動する方募集中！

社交ダンス、車椅子ダンス、フラダンス、日本舞踊、

利用者のみなさん明るくお話の好きな方も多いです。

します。慰問施設および慰問メンバー募集中。

一緒に楽しく過ごしませんか？

【日時】平日、土曜 13：00 から

【主な分野】 障害者・児

【場所】川崎区内施設（老人・障害者施設）

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【交通】JR「川崎駅」からバス 10 分

【主な地域】川崎区

【条件など】特になし

【募集人数】不問

【締切】随時

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【申込方法】電話、FAX、直接来所

【内容】利用者の方と一緒に散歩やレクリエーショ

【見学など】なし

ンといった活動をするお手伝い。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【日時】月曜から金曜 10：00-15：00 の内、数時間

【団体名】身体障害者施設慰問団 サンゴの会

【場所】ゆずりは園

【担当】岩瀬昭吉

【交通】JR「川崎駅」から臨港バス(川 02、03)「観音

【住所】川崎区観音 1-1-3

二丁目」下車すぐ、または市バス(川 04,05,07)「観

【電話】044-288-5167

音二丁目川崎大師口」下車すぐ

【FAX】044-288-5167

【条件など】上履き持参

【受付時間】平日 18：00-20：00

【締切】随時
【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】(社福) 育桜福祉会

ゆずりは園

【担当】田中、小嶌
【住所】川崎区川中島 2-15-15
【電話】044-287-2822
【FAX】044-287-2833
【メール】ikuou-yuzuriha1991@asahi.email.ne.jp
【URL】http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp
【受付時間】月曜から金曜（祝日除く） 9：00-16：00

韓国舞踊、ピアノによる歌謡ショーなどで慰問いた

★044
兄弟児 保育ボランティア

【日時】月曜から金曜 9：30-12：00、13：30-16：00

子どもが好きだったら誰でもできるボランティアの内容で

【場所】障害福祉サービス事業所ぞうさん

す。子どもと楽しくあそんでください。

【交通】京浜急行線「八丁畷駅」から徒歩 7 分

【主な分野】 障害者・児

【条件など】特にありません。

【種別】ボランティア／長期／平日

【締切】随時

【主な地域】川崎区

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【募集人数】不問

【見学など】あり

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【内容】水曜（15：00-16：30）、木曜（10：00-14：00）

【団体名】(社福) あおぞら共生会

に療育を必要とする親子が来所し、療育を実施し

【担当】八木下

ます。その際に兄弟児をあずかって遊び等を行い、

【住所】川崎区京町 1-16-25

充分親子で療育に参加できるようにします。

【電話】044-333-3971

【日時】毎週 水曜（15：00-16：30）、

【FAX】044-333-3971

木曜（10：00-14：00）どちらかでも可

【メール】ookinazousan@kcf.biglobe.ne.jp

【場所】南部地域療育センター

【URL】http://www.aozora-kyouseikai.com/

【交通】JR「川崎駅」からバス 10 分「川崎高校」おり

【受付時間】9:00-17:30

の中で短時間でも可

てすぐ目の前
【条件など】資格なし、エプロン持参、動きやすい服装
【締切】随時

★046
視覚障害者のためのパソコンサポーター

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

視覚障害者の方とサポーターが、音声パソコンの技術を

【見学など】あり

学びあい情報バリアフリーな社会を目指しているサーク

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ルです。サポーターができないと初めからから決めつけ

【団体名】川崎市南部地域療育センター

ないで、まずは見学から

【住所】川崎区中島 3-3-1

【主な分野】 障害者・児

【電話】044-211-3181

【種別】ボランティア／長期／平日

【FAX】044-230-1945

【主な地域】川崎区

【URL】川崎市社会福祉事業団ホームページからリンク

【募集人数】数名

【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

【対象】一般
【内容】・視覚障害者の方に、音声読み上げソフト

★045
日中活動ボランティア募集

を組込んだパソコンの操作などをサポートする
【日時】①昼の部 第 1 火曜から第 4 火曜

知的障害をお持ちの方々への作業支援のお手伝い

14:00-16:00

【主な分野】 障害者・児

②夜の部 第 2 火曜、第 4 火曜 19:00-20:30

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【場所】ふれあいプラザ３階 川崎市視覚障害者情

平日、土日祝日

報文化センター

【主な地域】川崎区

【交通】ＪＲ「川崎駅」から徒歩１０分、または京浜急

【募集人数】不問

行「八丁畷駅」から徒歩１０分

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【条件など】Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンを所有している人で、

【内容】薄紙の紙折りのサポートや余暇活動へいっ

視覚障害者の方へのサポートを心掛けられる人

しょに参加しお手伝いいただける方

【締切】随時

【見学など】あり

★048
ボランティア募集

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1 日だけの参加 OK です。お気軽にお問い合わせくださ

【団体名】川崎パソコンユーザー会

い。日中活動のサポートをお願いします。

【住所】川崎区堤根３４－１５

【主な分野】 障害者・児

【メール】user_kjp@yahoo.co.jp

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【URL】http://web-k.jp/oburi/userkai/

【主な地域】高津区

【受付時間】随時

【募集人数】不問

【申込方法】メール

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

★047
ドライバー募集

【内容】藍染め製品や、紙すきしおりなどなどの自

ボランティア初心者の方大歓迎です。お気軽にお問い合

方と一緒に活動をしていただければと思います。

わせ下さい。

【日時】随時

【主な分野】 障害者・児

【場所】未記入

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【交通】田園都市線「溝の口駅」から徒歩 5 分

【主な地域】高津区

【条件など】上履き、昼食代（お弁当代）

【募集人数】不問

【締切】随時

【対象】一般

【申込方法】電話、直接来所

【内容】手作りのお弁当の配達と弁当箱の回収時

【見学など】有無どちらでも可能です

の車の運転。配達場所は毎回決まっており、お客

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

様とのやり取りは利用者の方が行います。

【団体名】川崎市北部身体障害者福祉会館 作業室

【日時】火曜、金曜のうち、10：30-14：00 （月 2 回

【担当】古屋強一

から） ※毎月のシフトは予め相談の上決めます。

【住所】高津区溝口 1-18-16

【場所】バンブーハウス

【電話】044-811-6639

【交通】南武線「武蔵新城駅」より徒歩 10 分

【FAX】044-811-6517

【条件など】①要普通免許 ②)ボランティア保険加入

【メール】houjin@ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp

は当方負担します。 ③交通費は当方負担します。

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

【締切】随時

【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

【申込方法】電話、FAX、メール
【見学など】お問い合わせ頂き次第、事業所の説
明等をさせて頂きます
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】地域活動支援センター バンブーハウス
【担当】工藤
【住所】高津区新作 6-16-23 フォーブル新城 1 階
【電話】044-852-0660
【FAX】044-852-0660
【メール】bamboo-corokke-555@agate.dti.ne.jp
【受付時間】平日 9：00-17：00

主製品作成のお手伝い。外出、レクなど利用者の

★049
行事ボランティア募集

【募集人数】不問

年に数回の行事や隔月で実施している運動プログラム

【内容】タオルのたたみ・点検、納品のお手伝い等々

のお手伝いをしていただける方を募集しています。

【日時】月曜から金曜 9：30-15：00 の間

【主な分野】 障害者・児

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

※何時間でも

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【場所】わかたけ作業所

【主な地域】高津区

【交通】田園都市線「二子新地駅」から徒歩 15 分

【募集人数】不問

または、バス

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【条件など】特になし 【締切】随時

【内容】①年に数回実施する外出行事に同行して

【申込方法】電話、直接来所 【見学など】あり

いただきます。利用者が楽しめるお手伝いをお願

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

いします。 ②隔月で実施する体育館での運動に

【団体名】わかたけ作業所

同行していただきます。簡単な軽運動を利用者と

【住所】高津区久地 2-15-11

楽しんで下さい。

【電話】044-811-1900 【FAX】044-811-1990

【日時】随時

【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

【場所】①随時 ②井田体育館
※基本的に事業所集合
【交通】田園都市線「溝の口駅」から徒歩 5 分

★051
活動ボランティア募集

【条件など】なし

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

【締切】随時 【申込方法】電話

ける方、1 日だけの参加も OK、お待ちしています。

【見学など】あり 希望者のみ

【主な分野】 障害者・児

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【団体名】(社福) 育桜福祉会

【主な地域】高津区

川崎市わーくす高津

【募集人数】不問

【担当】内井

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【住所】高津区溝口 1-18-16

【内容】施設利用者さんと一緒に楽しく過ごしてい

【電話】044-844-2602 【FAX】044-813-3266

ただける方。レクリエーション、散歩付き添い、話し

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

相手など

【URL】

【日時】平日 10：00-15：00

http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp/

【場所】かじがや障害者デイサービスセンター

facility/

【交通】田園都市線「梶が谷駅」から東急バス「梶ヶ

【受付時間】平日のみ 9：00-17：00

谷五丁目」下車 徒歩 5 分
【条件など】未経験歓迎。資格や年齢など条件は

★050
“来たれ！” ボランティア

ありません。動きやすい服装でお越し下さい。昼食

半日だけのボランティアでも大丈夫です。まずはご連絡

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、直接来所

をください。お待ちしています。

【見学など】あり

【主な分野】 障害者・児

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【団体名】かじがや障害者デイサービスセンター

平日、土日祝日

【担当】福田、岡田

【主な地域】高津区

【住所】高津区梶ヶ谷 5-8-27

は 400 円で提供可能です。

【電話】044-853-5166 【FAX】044-853-6142

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【メール】kajigaya@kfj.or.jp

【内容】・障がい者支援施設を訪問し、お話をしたり、

【URL】http://www.kfj.or.jp

一緒にゲームをしたり、一緒に作業して時間を過

【受付時間】平日のみ 8：30-17：00

ごします。
・会話が不自由な方も多いですが、さまざまな工夫

★052
日中作業ボランティア
行事参加ボランティア募集

をして楽しい時間を共有します。

1 日だけの参加でも OK です。ボランティア前に見学する

ます。

ことも可能です。気軽に問い合わせてください。

・活動場所（施設）は、宮前区 1 か所、高津区 2 か

【主な分野】 障害者・児

所、幸区 1 か所でメンバーはそれぞれ各施設、月

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

1,2 回程度の活動を行います。

【主な地域】高津区

【日時】各施設ともおおよそ平日の 13:00 から 2 時

【募集人数】不問

間程度の活動を行います。活動日は月例会（毎月

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

1 回）でメンバーが調整し決定します。なるべく複数

【内容】施設利用者の方とのレクリエーション、作業

名で活動するようにしています。

補助、行事への参加（遠足、クリスマス会等）

【交通】・宮前区の障がい者施設･･･南武線「武蔵

【日時】10：00-15：30 の中でお好きな時間

溝ノ口駅」からバス 20 分より徒歩 2 分

【場所】すえなが

・高津区の障がい者施設（2 か所･･･南武線「武蔵

【交通】田園都市線「溝の口駅」から徒歩 10 分

新城駅」からバス 10 分より徒歩 1 分

【条件など】上履き、昼食（必要な方）

・幸区の障がい者施設･･･南武線「武蔵小杉駅」か

【締切】随時

らバス 20 分より徒歩 3 分

【申込方法】電話

【条件など】ボランティア保険は加入いただきます。

【見学など】あり（希望があれば）

未経験の方でも歓迎します。必要な教育訓練は外

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

部研修、OJT など行いますので心配無用です。一

【団体名】（社福）ともかわさき すえなが

部の施設からは交通費も支給されます。

【担当】堀内

【締切】随時

【住所】高津区末長 1-3-5

【申込方法】FAX、メール

【電話】044-857-6830 【FAX】044-853-2241

【受付時間】随時

【メール】suenaga@tomokawasaki.or.jp

【見学など】会員がオリエンテーションを行います。

【受付時間】月曜から金曜 9：30-15：30

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・年に数回ですが、バザーのお手伝い、お祭りのお
手伝い、日帰り旅行の同行などイベントにも参加し

【団体名】精神保健福祉ボランティアグループねく

★053
精神保健福祉ボランティア
＊コミュニケーション活動
障がいを持っている方とコミュニケーションを図るボラン
ティアです。初めての方でも十分なサポートを行います。

【主な分野】 障害者・児
【種別】ボランティア／長期／平日
【主な地域】高津区
【募集人数】不問

すと 22
【FAX】044-330-1714
【URL】http://www.next-22.com/

★054
知的障がい者支援ボランティア募集

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

手芸、家庭菜園、音楽など特技のある方大歓迎！スタッ

【担当】前田貴樹

フが丁寧に説明します。

【住所】宮前区白幡台 1-8-1

【主な分野】 障害者・児

【電話】044-978-5013 【FAX】044-978-5014

【種別】ボランティア／長期／平日

【メール】shirahata@nagaof.jp

【主な地域】宮前区

【受付時間】月曜から金曜 10：00-16：30

【団体名】(社福) 長尾福祉会

しらはた

【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【日時】9：00-16：00

★056
音訳（紙面に描かれた文字、絵、グラフ等
を‟音”に訳す） ＤＡＳＹ作成などのボラン
ティア募集

【場所】社会福祉法人みのり会 厨房じんべい（ま

視覚障害の方々に耳からの情報を届けるボランティア活動を

たは、分場工房じんべい）

しています。 朗読だけでなくＰＣ作業に興味ある方、歓迎！

【交通】田園都市線「宮前平駅」からバス「菅生車庫」下

【主な分野】 障害者・児

車より徒歩3 分

【種別】ボランティア／長期／土日祝日

【条件など】なし

【主な地域】高津区

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり

【募集人数】不問

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【対象】一般

【団体名】(社福) みのり会

【内容】①90 分ＣＤ生活情報「こんにちはひいらぎ」

【内容】利用者の作業の手伝い・散歩の付き添い、
手芸の仕上げ、掃除、レクリエーション。

厨房じんべい

【担当】山中幸恵、斎藤奏美

を 10 回/年 発行 ②月刊、季刊、隔月発行の福祉

【住所】宮前区犬蔵 1-34-9

関連機関誌の音訳 ③対面、出張朗読 ④リスナ

【電話】044-872-8370 【FAX】044-872-8371

ーさんとの交流会 ⑤北身館主催のボランティア体

【メール】jinbei@tobe-kobato.or.jp

験、北身館祭りの音訳講習会に参加

【受付時間】9：00-17：00

【日時】定例活動日：土曜 13：30-16：00
【場所】北部身体障害者福祉会館

★055
利用者支援/清掃ボランティア募集

【交通】南武線「武蔵溝ノ口」 から 徒歩 5 分

お気軽にお問い合わせください。

から\1000/1 年 ボランティア保険加入は任意可

【主な分野】 障害者・児

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、直接来所

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【見学など】定例土曜日に見学可能 事前連絡を

【主な地域】宮前区

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【募集人数】不問

【団体名】朗読ボランティアグループ

【対象】一般

【住所】高津区溝の口 1-18-16

【内容】利用者とのレクリエーション、作業見守り、

【メール】1989hrg@gmail.com

施設の清掃

【URL】朗読ボランティアひいらぎ

【日時】平日 9：00-15：30

【受付時間】平日の午前中

【条件など】年会費：\1,000 臨時出費（交流会等）：\300

ひいらぎ

【場所】しらはた
より徒歩5 分

★057
施設ボランティア

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】なし

見学だけでもかまいません。お気軽にご連絡ください。

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」から市バス「南平」下車

【主な分野】 障害者・児

【団体名】(特非) フォーラム幸

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【住所】幸区戸手 2-2-2 ハイコーポ幸 103

【主な地域】幸区

【電話】044-555-1150 【FAX】044-223-7006

【募集人数】不問

【URL】http://ameblo.jp/forumsaiwai/

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【受付時間】平日 10:00-16:30

【内容】クリーニング作業、軽作業、喫茶「かふぇ・
の見守り

★059
ボラやりながら健康づくり！

【日時】月曜から金曜 10：00-15：00

障害のある方々とスポーツしよう！お手伝いとか支援という

【場所】セルプきたかせ

ことではなく、体を動かすことを一緒に楽しみましょう！

【交通】JR「川崎駅」から徒歩 5 分

【主な分野】 障害者・児

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX 【見学など】あり

【種別】ボランティア、それ以外の実働スタッフ／

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

長期／平日、土日祝日

【団体名】(社福) 長尾福祉会

【主な地域】宮前区

あんてろーぷ」でのお手伝い、ウォーキング（散歩）

セルプきたかせ

【募集人数】不問

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【住所】幸区北加瀬 1-31-5

【内容】毎月第 2、第 4 の土曜･日曜、神奈川県立

【電話】044-580-3080 【FAX】044-580-6267

高津養護学校体育館･グランドで、ソフトボール、ド

【メール】kitakase@nagaof.jp

ッジビー、会場や器具、アイテムの準備、片付け等

【URL】http://www.nagaof.jp

をおこないます。ボランティアと言うことではなく一

【受付時間】月曜から金曜 10：00-16：00

緒に楽しんでくれる方募集します。ストレッチやヨガ
フィットネス等経験者も歓迎。

★058
施設ボランティア

【日時】①毎月第 2、第 4 土曜または日曜、9：00-12：00

小規模でアットホームな施設です。メンバーと一緒
に楽しく過ごしましょう。１日だけでも可。

【場所】①神奈川県立高津養護学校グランド・体育

【主な分野】 障害者・児

【交通】①田園都市線「梶ヶ谷駅」から徒歩 12 分/

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

バス 5 分 ②田園都市線「宮前平駅」から徒歩 15

【主な地域】幸区

分 ③田園都市線「鷺沼駅」からバス 5 分

【募集人数】不問

【条件など】資格不要、上履き、運動しやすい服装

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

【締切】随時

大学生、一般

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【内容】利用者さんの作業補助・レクリエーションへ

【団体名】(一社) 木と葉と根

または 13：00-16：00 ②毎月日曜9：00-16：00
館 ②シャインさぎぬま(宮前区有馬 2-10-3)

の参加や補助・外出補助（車椅子の移動介助等）

【申込方法】電話

【見学など】あり

＝自主活動グループ Two3＝

【日時】平日 10:00-16:00

【担当】今泉修一

【場所】地域活動支援センター フォーラム幸

【住所】宮前区有馬 2-10-3 シャインさぎぬま

【交通】JR「川崎駅」ラゾーナ広場」から

【電話】044-789-9067 【FAX】044-789-9068

バスで「御幸小学校前」下車徒歩 3 分

【メール】imasyu@gmail.com

【条件など】未経験者歓迎・ボランティア保険加入応相談

【URL】

【締切】なし（随時募集）

https://sites.google.com/kitohatone.info/

【申込方法】電話、FAX、直接来所 【見学など】あり

kitohatone/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【受付時間】いつでも可

★060
イベントボランティア

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり

年間 10 カ所以上のイベントに参加しています。例えば、

【団体名】障害者福祉サービス事業所

川崎市民祭り、宮前区民祭りなどの人出の多いイベント
の準備及び販売の担当をお願いします。

【主な分野】 障害者・児
【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日
【主な地域】宮前区
【募集人数】不問
【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】イベント会場のテント設営及び販売の準備

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
長尾けやきの里
【担当】花島、髙橋、今井
【住所】宮前区神木本町 2-15-6
【電話】044-856-6811
【FAX】044-856-6815
【メール】keyakinosato@nagaof.jp
【URL】http://www.nagaof.jp
【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

【日時】イベント開催日、作業繁忙期
【場所】地域活動支援センター 宮前ふれあいの家
【交通】田園都市線「 鷺沼駅」から、バス 10 分
【条件など】ボランティア保険加入、交通費支給

★062
施設ボランティア
身体障害をお持ちの方々が通所され、レクリエーション・

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり

創作・リハビリ訓練等の活動をしています。お気軽にお

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

問合せください。

【団体名】地域活動支援センター 宮前ふれあいの家

【主な分野】 障害者

【担当】松浦悦子

【種別】ボランティア／長期／平日

【住所】宮前区東有馬 1-2-26 ｺｰﾎﾟ清樹Ⅲ

【主な地域】多摩区

【電話】044-865-8229 【FAX】044-865-8229

【募集人数】不問

【メール】pb110119-5345@tbt.t-com.ne.jp

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【受付時間】平日 9:00-17:00

【内容】施設利用者とのレクリエーションや散歩の
付き添い。自主製品等（布マット等）のミシン縫い、

★061
作業補助など

アイロンがけ。創作活動のお手伝い。

お気軽にお問い合わせください。

【場所】川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館

【主な分野】 障害者・児

【交通】Ｊ南武線「中野島駅」から徒歩 5 分

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

【条件など】未経験者歓迎

【主な地域】宮前区

【締切】随時

【募集人数】2,3 名

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【見学など】あり

【内容】障害のある方々との地域清掃・資源回収・

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

簡易作業、袋物などの裁縫など。

【団体名】川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館

【日時】月曜から金曜、奇数月の第 3 土曜

【担当】武藤

9：45-15：40※半日でも可

【住所】多摩区中野島 6ー13-5

【場所】施設内（長尾けやきの里）

【電話】044-935-1359 【FAX】044-935-1706

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」から川崎市バス「鷲ヶ

【メール】tamasinkan@kfj.or.jp

峰営業所行き」「宮前平駅行き」「聖マリアンナ医大行き」

【受付時間】火曜から土曜 9:00-17:00

で約 10 分「とのした橋」下車 徒歩 5 分
【条件など】動きやすい服装でお願いします。

【日時】火曜から土曜 10:00-11:30

★063
知的障害のある方の福祉に興味のある
ボランティアさん募集

★064
朗読・音訳ボランティア募集

障害のある方が作業や余暇活動を通して、色々な生活

せんか。

技術を身につけたり、生活が楽しくなるような活動をして

【主な分野】 視覚障害者

います。やってみたい活動のご相談に可能な限り応じま

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

す。お気軽にお問い合わせください。

【主な地域】麻生区

【主な分野】 障害者

【募集人数】不問

【種別】ボランティア／長期／平日

【対象】一般

【主な地域】高津区

【内容】老人ホーム等の施設や病院に伺い希望の

【募集人数】不問

本や新聞等を対面で読む出前朗読、希望の本や

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

新聞などを録音してお届けするリーディングサービ

【内容】利用者と共に行う活動(自主製品づくり、清

ス、地域の話題・生活に役立つ情報や本の情報な

掃、和紙作り、散歩など)、園芸、地域の祭りへの

どをまとめた音声月刊誌(ＣＤ）の制作発行、その

参加、施設開放の祭りなど。

他定期刊行物の音声化など活動は多岐にわたっ

【日時】月曜から金曜 10:00-15:00

ています。多摩川の里主催の「音声訳ボランティア

【場所】あかしあ園等

入門講習会」「小学生福祉体験講座」などにも協力

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」から、川崎市営バス

しています。又、リスナーさんとの親睦を深めるた

「宮ノ下」下車、徒歩 5 分

め交流会なども行っています。

【条件など】未経験の方歓迎。食費、交通費等は、

【日時】定例会は毎月第 3 木曜。その他活動状況

ご負担を願います。

に応じて随時。

【締切】随時

【場所】福祉パルあさお、多摩川の里身体障害者

【申込方法】電話

会館、麻生図書館、北部リハビリテーションセンタ

【見学など】あり

ー、映像工房ペリ 他

勉強会も充実しています。ご一緒に楽しく活動してみま

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」から徒歩 3 分 他

【団体名】(社福) 育桜福祉会

【条件など】ある程度パソコンが出来る人、メール

あかしあ園

【担当】熊野俊輔

連絡が出来る人が望ましい。多摩川の里身体障害

【住所】高津区上作延 938-1

者会館（多摩区中野島）主催「音声訳入門講習会

【電話】044-854-6644 【FAX】044-854-6672

（全 5 回）」を受講した人。年会費 1,000 円。

【URL】www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp/

【締切】随時

【受付時間】月曜から金曜 8:30-17:00

【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】朗読ボランティアグループ さんざし
【メール】sanzashi2004@yahoo.co.jp
【URL】http://web-k.jp/oburi/sanzashi/
【受付時間】Ｅメール等で随時受付

社会教育・生涯学習

★066
多摩市民館 青年教室ボランティア募集
月 1 回からボランティアをはじめてみませんか？体験教
室やバスハイクなど楽しい活動です。

★065
多摩市民館 学習相談ボランティア募集

【主な分野】 社会教育・生涯学習

月 1 回からボランティアをはじめてみませんか？社会や

【主な地域】多摩区

人の役に立ちたい方、ぜひご応募ください！

【募集人数】不問

【主な分野】 社会教育・生涯学習

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【種別】ボランティア／長期／平日

【内容】多摩市民館青年教室とは、知的障がいの

【主な地域】多摩区 【募集人数】不問

ある方と一緒に体験・交流を行う活動です。市民館

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

と協働で活動の企画・運営を行い、活動時は参加

【内容】学習相談ボランティアとは、市民活動（ボラ

者のサポートをします。

ンティア）や生涯学習活動（サークルなど）を始めた

活動内容によっては、参加費（300～1500 円程度）

いと思っている人に団体やサークルなどの情報提

がかかります。昨年度の例・・・アート体験、バスハ

供をするボランティアです。

イク、忘年会、料理体験など

相談のほかに、相談者に紹介するための情報収

【日時】毎月原則第 1 土曜（打合せ）・・10:00-12:00

集・整理なども行います。

毎月原則第 3 土曜（活動日）・・10：00-15：00

活動は当番制のため、毎週活動に参加出来なくて

【場所】多摩市民館

も問題ありません。

【交通】南武線「登戸駅」から徒歩 12 分

【日時】活動日・・・毎週火曜 10:00-12:00（ただし、

小田急線「向ヶ丘遊園駅」から徒歩 5 分

第 3 火曜は 13:00-15:00 もあります）

【条件など】特になし

打合せ・・・毎月第 4 火曜 13:00-15:00

【締切】随時

【場所】多摩市民館

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【交通】南武線「登戸駅」から徒歩 12 分

【見学など】あり

小田急線「向ヶ丘遊園駅」から徒歩 5 分

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【条件など】特になし 【締切】随時

【団体名】多摩市民館青年教室

【申込方法】電話、FAX、メール

【住所】多摩区登戸 1775-1

【見学など】あり

【電話】044-935-3333

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【FAX】044-935-3398

【団体名】多摩生涯学習相談ボランティアの会

【メール】88tamasi@city.kawasaki.jp

【住所】多摩区登戸 1775-1

【URL】

【電話】044-935-3333

http://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-11

【FAX】044-935-3398

-0-0-0-0-0-0-0-0.html

【メール】88tamasi@city.kawasaki.jp

【受付時間】10：00-21：00 まで

【URL】
http://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-11
-2-0-0-0-0-0-0-0.html
【受付時間】10:00-21:00 まで

【種別】ボランティア／長期／土日祝日

★067
日吉あそびっ子クラブ 2019 ボランティア募集
小学校 3～6 年生の子どもたちが学校学年の枠をこえて

疾病・医療

交流できるよう、遊びの講座を企画、運営しています。

【主な分野】 社会教育・生涯学習
【種別】ボランティア／単発・短期／平日,土日祝日

★068
うつ病支援ボランティア募集

【主な地域】幸区

うつ病支援に関心のある方、ボランティアで支援活

【募集人数】不問

動に協力してください。

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

【主な分野】 疾病・医療

大学生、一般

【種別】ボランティア／長期／平日

【内容】小学校 3～6 年生（約 24 名）が外遊び、工作、

【主な地域】麻生区

料理作りなどの活動をします。子どもたちが楽しく

【募集人数】不問

活動できるよう、プログラムの準備や片付けをする

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

ほか、一緒に活動に参加しながら付き添っていた

【内容】うつ病自助グループ「GEN さんのつどい」に

だきます。

参加していただき、時間をかけてうつ病支援活動

【日時】夏休みの平日 4 日と 9 月 10 月の土曜 1 日

（参加者に心を寄せる。個別相談に同行など）に携

ずつを予定しています。

わっていただきます。

【場所】日吉分館（幸区南加瀬 1-7-17 日吉合同

【日時】GEN さんのつどいに参加。日時はホームペ

庁舎 3Ｆ）

ージに記載

【交通】横須賀線「新川崎駅」から徒歩 15 分

【場所】福祉パルあさお 研修室

【締切】随時

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」から徒歩 2 分

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【締切】随時

【見学など】なし

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【見学など】あり

【団体名】日吉分館市民実行委員会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【担当】小原利恵

【団体名】うつ病支援の会あさお

【住所】幸区南加瀬 1-7-17 日吉合同庁舎 3Ｆ

【担当】 代表 田中元介

【電話】044-587-1491

【電話】044-953-4363

【FAX】044-587-1494

【FAX】0444-953-4363

【メール】88hiyosi@city.kawasaki.jp

【メール】gensukereiko@m2.gyao.ne.jp

【URL】

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

http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/category/96-1

【受付時間】9:00-21：00

1-2-1-0-0-0-0-0-0.html
【受付時間】随時

★069
病院ボランティア募集
少しの時間を患者さんに寄り添ってください。お気
軽にお問い合わせください。

子どもの健全育成

【主な分野】 疾病・医療

★070
調理・片づけボランティア募集

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

まぶね食堂は「みんなで楽しもう」をモットーに子どもや

【主な地域】宮前区 【募集人数】不問

大人も一緒にごはんを食べる会です。

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

【主な分野】 子どもの健全育成

大学生、一般

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／土日祝日

【内容】①移動図書 ②受付案内 ③病棟での足浴、

【主な地域】麻生区

お話相手、折り紙等 ④小児病棟での遊びやおや

【募集人数】不問

つ等 ⑤NICU（新生児集中治療室）での赤ちゃん

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

抱っこ ⑥ミニコンサート開催の手伝い ⑦検査更

【内容】調理・配膳・後片付け、会場の飾りつけ、人

衣室での手伝い ※学生は移動図書をお願いして

の誘導など

います。

【日時】毎月第 2 土曜 10：00-15：00

【日時】上記内容により異なるのでお問合せくださ

※来られる時間で結構です。

い。※活動時間は１回３時間程度です。

【場所】川崎市麻生区下麻生 2-27-30 まぶね教

【場所】聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生

会 1F ホール

2-16-1

【交通】小田急線「柿生駅」から徒歩 20 分または、

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」、「百合ヶ丘駅」、

バスで「麻生不動入口」下車 1 分

「生田駅」、「向ヶ丘遊園駅」から、または田園都市

【条件など】エプロン、三角巾

線「あざみ野駅」、「宮前平駅」、「溝の口駅」からバ

【締切】随時

ス停「聖マリアンナ医科大学病院」下車

【申込方法】電話、FAX、直接来所

【条件など】活動しやすい服、音の出ない靴（サン

【見学など】あり（当日、早めに来ていただきオリエ

ダルは不可）、メモノート、※学生はエプロン持参、

ンテーションをします）

大人は貸します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【締切】随時

【団体名】まぶね食堂

【申込方法】電話、FAX、メール

【担当】小平慎一

【見学など】調整します

【住所】麻生区下麻生 2-27-30 まぶね教会気付

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【電話】044-988-1104 【FAX】044-988-1104

【団体名】病院ボランティア会ランパス

【受付時間】第 2 土曜 12：00-14：00

【担当】鈴木

【URL】聖マリアンナ医科大学病院のホームページ

★071
おもちゃドクターになっておもちゃと思い出
をよみがえらせよう

からご覧になれます

おもちゃ修理の講座を受け知識を身に付け、物を大切に

【受付時間】平日 21:00 頃まで

し再利用する心とこどもやお年寄りとの心のふれあいを

【電話】045-913-5797
【FAX】045-913-5797

大切にし社会に貢献する活動を行っています。

【主な分野】 子どもの健全育成
【種別】ボランティア／長期／土日祝日
【主な地域】多摩区、麻生区

【募集人数】不問

【条件など】お問い合わせ後、面接を行います。子

【対象】一般

どもと接することが好きな方大歓迎☆

【内容】保育玩具、知育玩具、共遊玩具（目や耳の

【締切】随時

不自由な方の玩具）、ゲーム機、ラジコン、電子楽

【申込方法】電話

器、人形、ぬいぐるみ、オルゴール、オリジナルキ

【見学など】あり

ャラクター玩具、プラレール、乗り物、ままごと（キッ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

チン、掃除機、レジスタ）、木工玩具、等々動かなく

【団体名】(社福)川崎市社会福祉事業団

なったり、故障しておもちゃ箱で眠っているおもちゃ

KFJ 多摩すかいきっず

をおもちゃドクターが無料で（部品交換の場合は部

【担当】脇

品代は実費負担）で修理いたします。

【住所】多摩区登戸 2249-1 KFJ 多摩 4 階

【日時】原則毎月土曜

【電話】044-934-0801

【場所】麻生区、多摩区、中原区

【URL】http://www.kfjtama.or.jp/

【条件など】日本おもちゃ病院協会のおもちゃドクタ

【受付時間】月曜から金曜 11：00-18：00

ーになれる人、持ち物は修理道具
【見学など】あり随時

★073
科学実験教室 ボランティアスタッフ募集

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

子どもたちが「科学って楽しい」と思うために、ぜひお力を貸し

【団体名】柿生おもちゃ病院、中野島おもちゃ病院、

てください。まずは実験教室を見学に来てください。

枡形おもちゃ病院

【主な分野】 子どもの健全育成

【担当】堀 忠男

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【電話】080-5536-0835

平日、土日祝日

【URL】http://kawasaki.genki365.net/

【主な地域】川崎区

【受付時間】13:00-16:00

【募集人数】不問

【締切】随時 【申込方法】電話

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

★072
児童の見守り支援ボランティア募集

【内容】①単発・短期ボランティア：実験教室での実

毎日、たくさんの子どもたちをお預かりしたり、遊び場と

ア：実験教室の企画、検討・実験教室の講師・実験

して提供しています。私たちと一緒に子どもたちの成長

教室のサポート（実験準備、子どもの支援、片付

を見守りませんか。

け）・団体の運営業務

【主な分野】 子どもの健全育成

【日時】実験教室の依頼があった日時

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【場所】定例会（エポック中原）、実験教室（川崎市

【主な地域】多摩区

内の施設）

【募集人数】不問

【条件など】メールにて連絡ができる方

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【締切】随時 【申込方法】メール 【見学など】あり

【内容】①わくわくプラザ（放課後児童クラブ）やす

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

かいきっず（児童館）にて、放課後の小学生の遊び

【団体名】(特非) 科学実験教室サポーター・くじら

の支援、見守り ②季節ごとの行事のお手伝い

【担当】野田賢耶

【日時】月曜から金曜 15：00-18：00

【住所】宮前区初山 1-8-5

【場所】わくわくプラザ または KFJ 多摩すかいきっず

【メール】adon.kenya@nifty.com

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園駅・登戸駅」 から、徒歩

【URL】http://kujirascience.web.fc2.com/

10 分

【受付時間】メールにて随時受付

験準備、子どもの支援、片付け ②長期ボランティ

★074
こども食堂での調理・配下膳
食器洗等の補助

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

長く続けて頂ける方を募集しています。

遊び、ともに過ごす。②学習支援

【主な分野】 子どもの健全育成

【日時】①平日 10:30-18:00（火曜は 10:30-14:00）で

【種別】ボランティア／長期／平日

都合のよい時間帯。②学習支援は月曜・木曜の

【主な地域】高津区

18:00-21:00

【募集人数】不問

【場所】川崎市子ども夢パーク・フリースペースえん

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【交通】南武線「津田山駅」徒歩 5 分

【内容】調理：約 80-100 人分の調理をします。調理方法

【条件など】子どもの権利を大事にし、社会的評価

は責任者より指示します。配下膳：参加者への配膳・下

を持ち込まない。動きやすい服装で。

膳・食器洗い ※14:30-20:00 の間で、2 時間以上参加で

【締切】随時 【申込方法】電話、メール

き、継続して参加できる方を募集します。

【見学など】あり

【日時】第 3 水曜（但し 8 月・12 月は第 2 水曜）、不

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

定期開催のスタッフ Meeting（土曜開催）

【団体名】(特非)フリースペースたまりば

【場所】高津市民館分館 プラザ橘 実習室

【担当】事務担当 高橋元央

【交通】①南武線「武蔵溝ノ口駅」からバス 20 分

【住所】高津区下作延 5-30-1

②南武線「武蔵新城駅」からバス 10 分「子母口住

【電話】044-850-2055 【FAX】044-833-7534

宅前」下車徒歩 8 分

【メール】freespace@tamariba.org

【条件など】資格：特になし 持ち物：エプロン・三角巾/

【URL】http://www.tamariba.org/

バンダナ 服装：動きやすい服装 費用負担：交通費が発

【受付時間】お電話の場合は平日 10:30-18:00

【内容】①「フリースペースえん」で、学校や地域、
家庭に居場所を見いだせない子どもや若者たちと

生する場合(実費上限 1000 円迄) 保険：ボランティア行
事保険加入 その他：マニキュア等は不可
【締切】開催の 10 日前迄(初めて参加の場合）必ず
電話かメールでご連絡ください。

在日外国人支援

【申込方法】電話、メール 【見学など】別途ご相談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】菜の花ダイニング

国際協力・交流

【担当】佐藤由加里
【メール】nanoha7dining@gmail.com

★076
外国人の日本語学習支援ボランティア

【URL】https://nanohana-dining.jimdo.com

外国人に日本語を教えながらの国際交流を行います。

【電話】090-8012-4043

【主な分野】 在日外国人支援

★075
子ども・若者の居場所ボランティア募集

【種別】ボランティア／長期／平日

継続的に子どもや若者と過ごしたり学習支援をするボラ

【募集人数】２-３名

ンティアを募集します

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【主な分野】 子どもの健全育成

【内容】外国人を日本語の能力別にグループ分け

【種別】ボランティア／長期／平日

して、グループ毎に担当を決め日本語の学習活動」

【主な地域】高津区

を行います。

【募集人数】不問

【日時】毎週 水曜 夜間 18:30-20:00

【主な地域】麻生区

【場所】麻生市民館

【電話】044-951-1472 【FAX】044-951-1472

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」より徒歩５分

【メール】kokerei412@jcom.zaq.ne.jp

【条件など】正しい日本語の知識と社会的知識が

【受付時間】随時

あり、外国人に偏見がないこと。
【申込方法】電話、メール、直接来所

★078
日本語ボランティア募集

【見学など】有

日本語が出来なくて困っている外国人に日常生活で使

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

用する日本語を教えます。

【団体名】あさお にほんご すいようクラス

【主な分野】 在日外国人支援

【担当】滝澤義忠

【種別】ボランティア／長期／平日

【電話】080-5028-4892

【主な地域】中原区

【メール】zawy@m7.dion.ne.jp

【募集人数】不問

【受付時間】平日 9:00-17:00

【対象】高校生,専門学校・短期大学・大学生,一般

【締切】随時

【内容】まったく日本語が出来ない人から会話がで

★077
日本語学習ボランティア募集

きる人までいます。ある程度日本語が出来る様に
なると、会話をしたいと希望しますので、会話を楽

なるべく長く続けられる方を募集します

しみながら日本語と教えます。

【主な分野】 在日外国人支援

【日時】毎週金曜日 18 時 30 分～20 時 30 分

【種別】ボランティア／長期／平日

【場所】中原市民館会議室

【主な地域】麻生区

【交通】東横線「武蔵小杉駅」から徒歩 3 分

【募集人数】不問

【締切】随時

【対象】一般

【申込方法】電話、メール、直接来所

【内容】学習者の日本語習熟レベルに応じて「入

【見学など】あり

門・初級・中級・上級」の各コース（※）があり、それ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ぞれでテキストの利用あるいはフリートークで学習

【団体名】日本語クラス「せかいじん」

を行う。 ※学習者の人数により同じレベルのコー

【担当】大島

スを複数設けることがあります。

【住所】宮前区野川 1427-6

【日時】毎週火曜17：30-20：00 頃まで。学習時間は 18：

【電話】044-799-9303 【FAX】044-799-9303

00-19：30 ※年末・年始と 8 月は、原則お休みです。

【メール】sekaijin1234@gmail.com

【場所】新百合 21 ビル１Ｆの大研修室（都合により
変更の場合もあります）
【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」より徒歩 3 分
【条件など】活動年会費 500 円
【締切】随時
【申込方法】メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】国際交流あさお
【担当】名取好昭
【住所】麻生区万福寺 1-2-2 川崎市麻生区社会
福祉協議会 気付 「国際交流あさお」

★079
日本語ボランティアさん募集

地に住む外国人の「居場所」の提供も大切なことだと考

資格・外国語が話せるなどは必要ありません。人間大好

顔と顔を合わせて話しをするのがコミュニケーションの

きな方々、ご参加くださいませ。

基本だと考えています

【主な分野】 国際協力・交流

【日時】毎週水曜日（第 5 週は休み）18：30～20：15、

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／土日祝日

祝祭日、ゴールデンウィーク、8 月中旬、年末年始

【主な地域】麻生区

は休みます。

【募集人数】不問

【場所】かわさき市民活動センター フリースペース集合

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

【交通】①東急東横線「武蔵小杉駅」下車徒歩 3 分

大学生、一般

②南武線「武蔵小杉駅」下車 徒歩 5 分 ③横須賀

【内容】近隣にお住まいの外国の方々への日本語

線「武蔵小杉駅」下車徒歩 5 分【条件など】資格：外

/日本文化習得をサポートする。

国語能力不要 費用：年間 1,000 円程度（団体ロッ

【日時】活動日はいつでも 10：00-11：30

カー使用料他）

【場所】柿生小学校 特別活動室

【締切】随時

【交通】小田急線「柿生駅」北口から徒歩 7 分

【申込方法】電話、メール、直接来所

【条件など】無し 【締切】なし

【見学など】あり

【申込方法】電話、メール、直接来所

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【見学など】事前見学あり

【団体名】日本語ボランティア いどばた

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【担当】苗加 隆

【団体名】柿生にほんごどようきょうしつ

【電話】090-9236-3273

【メール】k_doyo@yahoo.co.jp

【メール】idobata0903@gmail.com

【URL】http://www.geocities.jp/k_doyo/

【URL】作成中

えています。 ③教材や資料は原則使用しません。※

【受付時間】随時可

★080
日本語ボランティア募集

災害支援

外国人の皆さんと日本語で会話を楽しむグループです。
短期でも可。気軽にお問い合わせを。

【主な分野】 国際協力・交流
【種別】ボランティア／単発・短期。長期／平日
【主な地域】中原区
【募集人数】若干名
【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学
大学生、一般
【内容】①日本語会話を通じて外国人のみなさんと
交流することを目的としています。※私たちは日本
語を教える「先生」ではなく「ともだち」としてお付き
合いしたいと考えています。外国語、その他の資格は
不要です。 ②対象は日本語会話の訓練や機会を求め
ている外国人、友だちをつくりたいという外国人のみな
さんです。※「日本語の知識」だけでなく、慣れない土

★081
救命・救護ボランティア募集
【主な分野】 災害救援
【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日
【主な地域】多摩区
【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】救急救命・救護の有資格者で、防災訓練の
指導及び救護実務ができる方
【日時】登録して頂いた方にその都度連絡をします。
【場所】登録して頂いた方にその都度連絡をします。
【交通】登録して頂いた方にその都度連絡をします。
【条件など】救急救命・救護の有資格者（看護師・
消防署の普及員および指導員・赤十字指導員）で

保険加入者、費用負担はありません。持ち物や服

【URL】http://web-k.jp/gr-tomo

装については募集時にお知らせします。

【受付時間】月曜から金曜 9：00-18：00

【締切】その都度お知らせします。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★083
６０歳以上の方々へ一緒にパソコン教室を
(^_-)-☆

【団体名】多摩応急手当普及会

【主な分野】 高齢者

【担当】美野健司

【種別】ボランティア／長期／平日

【住所】多摩区枡形２－２２－２

【主な地域】麻生区

【メール】kenmino.95@outlook.com

【募集人数】不問

【申込方法】メール
【見学など】メールで問い合わせをして下さい。

【対象】一般
【内容】麻の実PC会というホームページをご参照下さい。

高 齢 者

【日時】いこいの家でのパソコン教室がある場合は、
第 2 水曜、第 4 の水曜。第 3 水曜は私たちの勉強
会。※時間はいずれも 9:30-11:30 です。

★082
傾聴ボランティア募集

【場所】パソコン教室は百合丘いこいの家と片平い

デイサービスご利用者のお話を聞いてください。

会福祉協議会の研修室です。

時にはご利用者とお出掛けもします。楽しいですよ。

【交通】①百合丘いこいの家：小田急線「百合丘駅」

【主な分野】 高齢者

からバスで２つ目の停留所から徒歩 6 分程度。 ②

【種別】ボランティア,それ以外の実働スタッフ／単

片平いこいの家：小田急線「五月台駅」から徒歩 8

発・短期,長期／平日、土日祝日

分程度。 ※社会福祉協議会は、小田急線[「新百

【主な地域】麻生区

合ヶ丘駅」北口から徒歩 5 分程度。

【募集人数】不問

【条件など】特別な条件はありません。 ボランティ

【対象】一般

ア活動ですので、費用の負担はありません。

【内容】デイサービスご利用者のお話を聞いてください。

【締切】随時 【申込方法】メール

【日時】月曜から金曜 13：00-15：30

【見学など】事前見学は勉強会でお願いします。

【場所】デイサービス「ともの家」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

デイサービス「はなもも」

こいの家を隔月で行います。※勉強会は麻生区社

【団体名】麻の実 PC 会

【交通】小田急線「新百合ヶ丘駅」からバス ①(田園調

【担当】代表 寺澤 捷

布学園大学行き・たまプラーザ駅行き) 「王禅寺公園北」

【メール】asanomipckai@googlegroups.com

下車より徒歩 1 分 ②(聖マリアンナ医大行き・田園調布

【URL】ホームページは麻の実 PC 会です。

学園大学行き) 「王禅寺公園」下車より徒歩 3 分

【受付時間】特に指定はありません。

【条件など】未経験者歓迎
【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】(特非)ワーカーズコレクティブ グループとも
【担当】小島小夜子
【住所】麻生区王禅寺西 3-26-6
【電話】044-953-8656 【FAX】044-967-4134
【メール】g-tomo@sage.ocn.ne.jp

★084
傾聴（お話し相手）ボランティア

【住所】麻生区百合丘 2-9-7 百合丘ハイデンス 1D

傾聴を通して、人と人が支え合う活動をしている楽しい

【FAX】044-969-1215

仲間のグループです。

【受付時間】月曜から土曜 9：00-17：30

【電話】044-969-1203

【主な分野】 高齢者
【種別】ボランティア／長期／平日
【主な地域】麻生区

★086
高齢者施設 ボランティア募集

【募集人数】不問

沢山の方々が様々な活動に参加しています。初めての

【対象】一般

方もお気軽にお問い合わせください。

【内容】各種老人施設や個人宅を月に 1,2 回、1 回

スタッフが丁寧にご説明いたします。

1 時間程度、定期的に訪問して、傾聴（お話し相手）

【主な分野】 高齢者

を通して、心の支援をしています。

【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期

【日時】ご相談に応じます。

長期／平日、土日祝日

【場所】麻生区内

【主な地域】麻生区

【交通】訪問先によって異なります。

【募集人数】不問

【条件など】傾聴の講座を学習された方

【対象】小学生（保護者同伴必須）、中学生

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり

高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【内容】①デイサービスでの入浴後のドライヤーか

【団体名】傾聴あさお

け ②特養でのアクティビティー活動のお手伝い

【担当】中原俊一

（粘土・フラワーアレンジメント・折り紙等） ③演奏

【電話】044-951-8332

や演芸の披露 ④シーツ交換、庭の手入れなどの

【受付時間】随時

お手伝い ※他にもいろいろな活動があります。お
問い合わせください♪

★085
学生ボラさん募集

【日時】①月曜から土曜 10:00～12:00 ②月に 1 回

冬休み・夏休みボランティアをなさりたい方、是非どうぞ

から土曜 13:30 から 1 時間から１時間半 ④随時

【主な分野】 高齢者

【場所】かないばら苑

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【交通】小田急線「栗平駅」から徒歩 10 分

【主な地域】麻生区

【条件など】ボランティア保険加入済みです。エプロン貸

【募集人数】不問

与あり ※特養での活動日は上履きをお持ちください。

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生

【締切】随時

【内容】ミニデイ（高齢者）のお話し相手、お茶出し、

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

レクリエーションのお手伝い

【見学など】あり

【日時】第 1 月曜 10：00-15：00

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【場所】百合丘いこいの家

【団体名】かないばら苑

【交通】小田急線「百合丘駅」から徒歩 10 分

【担当】穴吹・新倉・小泉

【条件など】お弁当（又は昼食代 600 円）

【住所】麻生区片平 1430

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】なし

【電話】044-986-1560 【FAX】044-986-4654

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【メール】volu.kanaibara@gmail.com

【団体名】ささえあい麻生

【URL】www.kanaibara.com

【担当】相澤美津子

【受付時間】月曜から金曜 9:00-17:00

1 時間程度 日時は活動により異なります ③月曜

★087
困っている方のために、余った時間を
有効に使ってみませんか？

【締切】随時

【主な分野】 高齢者

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日

【団体名】(特非)川崎スマートライフ推進会

【主な地域】中原区, 高津区, 宮前区

【担当】菰田浩

【対象】一般

【電話】090-6015-8805

【内容】買い物、草むしり、重い荷物の移動等

【メール】kawasaki.smartlife@gmail.com

【日時】都度なので不定

【URL】https://www.kawasaki-smartlife.org/

【場所】都度なので不定

【受付時間】平日 10:00-18:00

【申込方法】電話、メール、直接来所
【見学など】あり

【申込方法】メール
【団体名】(特非) お年寄り生活支援センターゆたか

★089
音楽演奏、踊りのボランティアさん募集

【担当】渡辺

自分のペースで無理なく活動ください。

【電話】090-8646-4666

【主な分野】 高齢者

【メール】advisor@npo-yutaka.or.jp

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日

【URL】http://www.npo-yutaka.or.jp/

【主な地域】中原区

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【募集人数】不問

★088
学生歓迎！スマホ/タブレットの使い方
相談（高齢者向け）対応スタッフ

【対象】一般

違う世代の人達との交流を楽しめるボランティアです。

【日時】依頼される施設によりますが、多いのは 14 時

【主な分野】 高齢者

から 15 時までの間で 30 分から 1 時間の活動です。

【種別】ボランティア／単発・短期,長期／平日

【場所】川崎市内での活動をご案内します。

【主な地域】中原区

【交通】訪問先によって異なります。

【募集人数】不問

【条件など】保険の加入をおすすめします。交通費につ

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

いては、施設によっては支給されることがあります。

大学生、一般

【締切】常時募集 【申込方法】メール

【内容】スマホ/タブレットの操作方法に関する高齢

【見学など】ありません

者の相談に対応していただきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Android/iOS の知識は問いません。わかる範囲で

【団体名】(特非) 音舞（おとまい）

対応できれば問題ありません。

【担当】山路浅子

マンツーマン形式で高齢者の相談に対応します。

【FAX】044-433-0761

【日時】週３回、毎週木曜 9:30-11:30 に高齢者向け

【メール】otomainpo@otomainpo.asayapro.com

の無料相談を開催しています。

【URL】

※参加頂くのは、月１回でも１時間でも構いません。

http://otomainpo.asayapro.com/otomainpo/

【場所】中原市民館

【受付時間】常時募集

【交通】東横線「武蔵小杉駅」から徒歩 3 分
【条件など】資格、持ち物、服装などの条件は一切
無し。ご自身がスマホまたはタブレットの利用者で
あること。

【内容】高齢者福祉施設や病院等で、音楽演奏や踊りの
披露するボランティア活動を行っていただきます。

★090
車イス・高齢者擬似体験研修ボランティア

00 市ノ坪住宅集会所（市ノ坪住宅の方） ②よっ

川崎市内全域での福祉体験研修など、ボランティア活動

福祉パル（どなたでも） ③ぶらっと！カフェ 第 1、

や講師派遣を行っています。

第 3 木曜 9：30-11：30 小杉町二丁目町内会館（ど

【主な分野】 高齢者

なたでも） ④バンビ！カフェ 原則的に第 2、第 4 火

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日

曜 10：00-11：30 玉川こども文化センター（どなた

【主な地域】中原区

でも） ⑤いまみな！カフェ 第 2、第 4 金曜 14：

【募集人数】不問

00-15：30 ソフトホーム元住吉（どなたでも） ⑥ま

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

るこ・ブルー 第 2、第 4 金曜 14：00-15：30 丸子多

【内容】車イス・高齢者擬似体験学習、研修のアシ

摩川いこいの家(どなたでも)

スタント

【場所】カフェごとに場所が違うのでご確認下さい。

※できれば 6 月に行う「ボランティア養成研修」に

【交通】カフェごとに開催場所が異なります。

参加してください（無料）。

【条件など】交通費は自己負担となります。※各カフェ

【日時】依頼先による

とも、オープン時間の 30 分前に集合して下さい。

【場所】依頼先による（※川崎市内全域）

【申込方法】電話

【交通】依頼先による

【見学など】ご興味のある方は見学にお越し下さい

【条件など】ヘルパー資格等

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】なし

【団体名】AB ユニオン

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

て！カフェ 原則的に第 2、第 4 水曜 9：30-11：30

※事務局：とどろき地域包括センター

【団体名】(特非) 川崎介護福祉士会

【担当】青山

【担当】横手修治

【電話】044-281-3666

【住所】宮前区初山 2-7-21
【電話】044-738-4601 【FAX】044-738-4602
【メール】shrioko6193@gmail.com

★092
配食活動ボランティア

【URL】http://kawasakikaigo.info/

毎週月曜日、昼食お弁当作りを皆さんと一緒に活動して
いただける方

★091
コミュニティ・カフェにおける
ボランティアスタッフ募集

【主な分野】 高齢者

【主な分野】 高齢者

【募集人数】不問

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【対象】一般

【主な地域】中原区 【募集人数】不問

【内容】①高齢者や一人暮らしの方を対象として配

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

食（毎週月曜）、見守りも兼ねている。 ②年 1 回、

大学生、一般

利用者と会員との交流を目的とした会食を行って

【内容】コミュニティ・カフェでは、その場でコーヒー

います。 ③定例会（毎月第 1 月曜）毎月の活動報

豆を挽き、ドリップ式で淹れるコーヒーをお出しして

告等確認を行っています。

います。コーヒーを淹れる作業だけでなく、コーヒー

【日時】毎週月曜（祭日を除く） 9：30-14：00

配下膳、会場のセッティングや片付け等をします。

【場所】中丸子老人いこいの家（川崎市中原区中

また、来場者の方々と一緒に会話を楽しんだりもし

丸子 378-4）

ます。ご興味がある方、ぜひご参加ください。

【交通】南武線「向河原駅」から徒歩 7 分、または市

【日時】①きずなカフェ 第 2、第 4 月曜 10：00-12：

バス(杉 40) 「中丸子神社前」下車 6 分

【種別】ボランティア／長期／平日
【主な地域】中原区

【見学など】なし

★094
老人ホームで簡単なお手伝いをして頂く
ボランティア様募集です！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ご都合のいい時間帯で個人・グループ問わず、高齢者

【団体名】中原老後を良くする会

施設のお手伝いやご入所者が楽しめるイベントなどをお

【条件など】健康で一緒に楽しく活動していただける方
【締切】随時 【申込方法】電話、直接来所

【担当】山本幸彦
【住所】中原区下沼部 1705
【電話】044-434-0797 【FAX】044-434-0797

★093
傾聴ボランティア（お話し相手）の募集
お話相手に寄り添って、お気持ちを聴かせていただき、
心の援助をさせていただいています。無理をせず息長く

願いしたいと思います。初めての方でも大丈夫ですので、
是非お願いします！少しの時間でも構いませんのでお
気軽にお問い合わせ下さい！！

【主な分野】 高齢者
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／
平日、土日祝日
【主な地域】中原区 【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）、小学生（保護

をモットーに活動しています。

者同伴不要）、中学生、高校生、専門学校、短期

【主な分野】 高齢者

大学、大学生、一般

【種別】ボランティア／長期／平日

【内容】①朝昼夕の時間帯で食事の配膳や下膳など

【主な地域】中原区

②お話し相手 ③歌や体操等のレクリエーション活動

【募集人数】不問

④歌や踊りやその他のご披露 ※少しの時間でもかま

【対象】一般

いませんので是非お願いします。また、時間が合わな

【内容】会員のお住まい地域の介護施設や個人宅などを

い方、あるいは経験がないから不安な方など、ボラン

訪問し、主に高齢者に寄り添ってお話し相手をさせてい

ティア活動をしてみたいという方がいらっしゃいました

ただいています。おおよそ月 1 から 2 回、定例曜日午前

ら、何をお願いさせて頂くかなど、一緒に考えさせて頂

に、1 回 1～1.5 時間程度。なるべく複数で訪問して、帰り

きたいと思います！また、小学生や中学生・高校生は

に少しの時間で振り返りをしています。

施設見学だけでも構いませんので是非遊びに来て下

【日時】傾聴訪問日：応相談、会の定例会：偶数月

さい！来て頂けるだけでもご高齢の方は喜びます！

の第 2 木曜午後

【日時】活動していただける日時は問いません。

【場所】傾聴訪問先：応相談、会の定例会：武蔵小

【場所】特別養護老人ホームひらまの里

杉駅付近の福祉パルなかはら又は、かわさき市民

【交通】①南武線「平間駅」または「鹿島田駅」から

活動センターのフリースペース

徒歩 15 分程度 ②南武線「武蔵小杉駅」または、

【条件など】傾聴講座で学んだ方、いずれ傾聴講

「川崎駅」からバスで「上平間」下車で徒歩 3 分

座を受ける方

【条件など】なし 【締切】随時

【締切】随時

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【申込方法】電話、メール

【見学など】あり

【見学など】あり（先ずは、一緒に訪問して見学・体

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

験して入会など決めていただきます）

【団体名】特別養護老人ホームひらまの里

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【担当】荒川

【団体名】傾聴わた雲

【電話】044-544-3994

【電話】080-5477-3800

【メール】hiramanosato@kfj.or.jp

【メール】sayatada3838@gmail.com

【受付時間】月曜日から土曜日 8:30-17:00

【受付時間】随時（なるべく夕方頃）

【住所】中原区上平間 611-1
【FAX】044-544-3961

★095
高齢者デイサービスのボランティア

【申込方法】電話、直接来所 【見学など】あり

高齢者とのふれあいを通じて、自分も社会も豊かになる

【団体名】介護老人福祉施設すみよし

ことを実感できます。

【担当】施設サービス 広瀬幸一

【主な分野】 高齢者

【住所】中原区木月祇園町 2-1

【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期

【電話】044-455-0880

長期／平日

【URL】http://www.seiwa-sumiyoshi.jp

【主な地域】中原区

【受付時間】平日随時

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【FAX】044-455-0883

【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴不要）、中学生
高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

★097
イベントボランティアを募集します

【内容】活動のお手伝い（歌、手芸、囲碁、将棋、お

敬老会やクリスマス会などの年間イベントや月ごとの音

話し相手、調理補助など）

楽会などで演奏や歌などをお願いします。

【日時】平日 10：00-15：00

【主な分野】 高齢者

【場所】ホッとスペース中原

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【交通】南武線「武蔵中原駅」から徒歩 3 分

【主な地域】中原区

【条件など】なし 【締切】随時 【申込方法】電話

【募集人数】2 から 3 名

【見学など】なし

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【内容】午後の 1 時間程度で楽器演奏や歌、その

【団体名】(特非) ホッとスペース中原

他パフォーマンスでお楽しみ会を開催します。進行

【住所】中原区上小田中 5-4-14

役はスタッフが行うこともできます。利用者と一緒

【電話】044-777-7599 【FAX】044-777-7509

に楽しいひとときを演出して下さい。

【受付時間】平日 9：00-17：00

【日時】14：00-15：30
【場所】当施設フロア（ピアノ有り）

★096
園芸ボランティア募集

【交通】東横線「日吉駅」から徒歩 15 分

ご利用者と一緒に楽しく園芸を手伝って下さる方を募集

平駅などからも直通バスあり）

します！お気軽にお問い合わせ下さい！

【条件など】特にありません（靴も内ばき不用です）

【主な分野】 高齢者

【締切】随時

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】中原区

【団体名】井田老人デイサービスセンター

【募集人数】不問

【担当】田村和義

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

【住所】中原区井田2-27-1 かわさき総合ケアセンター内

大学生、一般

【電話】044-751-6655

または、バス 10 分「井田病院」下車（新城駅、宮前

【申込方法】電話

【見学など】あり

【FAX】044-751-6383

【内容】通年でプランターや花壇の整備と手入れ、アド
バイス等いただければと思います。※雰囲気において
はホームページの新着情報をご覧下さい。

★098
介護スタッフボランティア募集！

【日時】平日（時間はご相談ください）

初めての方、経験の浅い方も気軽にお問合わせ下さい。

【場所】介護老人福祉施設すみよし

【主な分野】 高齢者

【交通】東横線「元住吉駅」から徒歩 12 分

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日、土日

【条件など】なし 【締切】随時

祝日

【主な地域】中原区

【締切】随時

【申込方法】電話

【見学など】あり

【募集人数】不問

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【団体名】ニチイケアセンター川崎宮内

【内容】①介護のお仕事 ②ボランティア ※入居者

【担当】大田悦子

さんたちと一緒に歌ったり踊ったり、又花だんの手

【住所】中原区宮内 1-7-12

入れや日常生活のお手伝い等々。

【電話】044-740-1861

【日時】未定

【メール】hsts52@nichiigakkan.co.jp

【場所】グループホームのんびりーす

【受付時間】月曜から金曜 9：00-18：00

【FAX】044-740-1862

【交通】①東横線「元住吉駅」から徒歩 15 分 ②臨
【条件など】上履き持参、食事は事前に連絡頂け

★100
お話し相手やお手伝いのボランティア募集

れば￥550 で用意します。

認知症の方のデイサービスです。ご利用者の話を聞いてくれ

【締切】随時

る方募集。身の回りのお手伝いだけでも歓迎です。

港バス「石神橋」より徒歩 3 分

【見学など】なし

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【主な分野】 高齢者

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

【団体名】ばなな会 ｸﾞﾙｰﾌﾟホームのんびりーす

【主な地域】中原区

【担当】熊田 智根（管理者）

【募集人数】不問

【住所】中原区木月 4-54-14

【対象】小学生（保護者同伴必須）、中学生、高校

【電話】044-422-2295

生,専門学校、短期大学、大学生、一般

【FAX】044-863-7233

【メール】nonbi@bananaen.com

【内容】①」話し相手、見守り、簡単なお手伝い

【URL】

②清掃、草むしりなど身の回りの家事

http://bananaen.com/banana/home007.php5

【日時】月曜から土曜 10：00-16：00 の間で数時間

【受付時間】毎日 9：00-17：00

【場所】デイサービスセンター中原
【交通】南武線「武蔵中原駅」から徒歩 10 分
【条件など】未経験者歓迎

★099
レクリエーションボランティア
家事手伝いボランティア募集

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、メール

お得意分野でのスキルを発揮してください。ご援助をお

【団体名】デイサービスセンター中原

待ちしています。

【担当】武田

【主な分野】 高齢者

【住所】中原区下小田中 3-2-25

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【電話】090-8567-8367 【FAX】044-741-1850

【主な地域】中原区

【メール】kikaku@sankikai.or.jp

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【受付時間】月曜から土曜 9：00-17：30

【内容】音楽・工作、アロママッサージ（ハンド）、食
器洗い・片付け、軽い体操
【日時】平日 13:30-15:30 ※応相談
【場所】1F 及び 2F、リビングルーム
【交通】南武線「武蔵小杉駅」からバス溝の口駅行
き「黄金塚」下車、または中原駅行き「上河原」
下車 3 分

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★101
ご利用者様のお話し相手等のボランティア

【場所】グループホーム中原

元気な方が多く、明るい場所です。気楽な気持ちでお手

【条件など】未経験者歓迎

伝いをしていただけたらと思います。

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、メール

【主な分野】 高齢者

【見学など】あり

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

平日、土日祝日

【団体名】グループホーム中原

【主な地域】中原区

【担当】武田

【募集人数】不問

【住所】中原区下小田中 3-2-25

【対象】小学生（保護者同伴必須）、小学生（保護

【電話】090-8567-8367

者同伴不要）、中学生、高校生、専門学校、短期

【FAX】044-741-1850

大学、大学生、一般

【メール】kikaku@sankikai.or.jp

【内容】①ご利用者様のお話し相手 ②レクリエー

【受付時間】月曜から土曜 9：00-17：30

【交通】南武線「武蔵中原駅」から徒歩 10 分

ションや手作業等の補助
【日時】13：00-16：30 内で応相談
【場所】こはるびより

★103
傾聴・作業（園芸）・散歩付き添いボランティア

【交通】南武線「武蔵小杉駅」からバス「上宮内」下車

認知症の比較的自立された方が対象です。傾聴・歌等

徒歩 2 分

入居者と一緒に楽しんで頂ける方

【条件など】特になし

【締切】随時

【主な分野】 高齢者

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】中原区

【団体名】こはるびより

【募集人数】1 から 2 名

【担当】施設長 神山和明

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【住所】中原区宮内 2-15-16 ガーデン桜 1F

【内容】傾聴・花壇の手入れ・施設利用者とレクレ

【電話】044-982-9177

ーション・散歩付き添い

【FAX】044-982-9179

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

【日時】随時

【受付時間】月曜日から土曜日 10：00-17：00

【場所】未定
【交通】東横線「新丸子駅」徒歩 10 分

★102
お話し相手やお手伝いのボランティア募集

【条件など】特にありません

認知症の方が集まるホームです。ご入居者の話を聞いてくれ

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

る方募集。身の回りのお手伝いだけでも歓迎です。

【見学など】必要に応じて対応

【主な分野】 高齢者

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

【団体名】グループホームバナナ園 ほりうち家

【主な地域】中原区

【担当】盛田城・佐々木

【募集人数】不問

【住所】中原区小杉陣屋町 2-1-12

【対象】小学生（保護者同伴必須）、中学生

【電話】044-722-5361

高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【FAX】044-819-7018

【内容】①話し相手、見守り、簡単なお手伝い

【メール】horiuchi@bananaen.com

②清掃、草むしりなど身の回りの家事

【受付時間】曜日不問、9:00-17:00

【日時】月曜から土曜 10：00-16：00 の間で数時間

【締切】随時

★104
車椅子お散歩ボランティア

★105
大正琴・三味線ボランティア

車椅子操作に不安がある方には、スタッフが横について

お気軽にお問い合わせください。

丁寧に説明をします。

【主な分野】 高齢者

【主な分野】 高齢者

【種別】ボランティア／長期／平日

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【主な地域】多摩区

【主な地域】多摩区

【募集人数】1 から 2 名

【募集人数】不問

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

【内容】施設利用者に大正琴や三味線の演奏をし

大学生、一般

ていただきます。

【内容】毎週水曜に、グループホームご入居者のお

【日時】要相談・1 時間程度

散歩をしています。車椅子のご入居者もいますの

【場所】介護老人保健施設 三田あすみの丘

で、スタッフと一緒に車椅子を押して散歩をして下

【交通】小田急線「生田駅」から徒歩 10 分

さる方を募集しています。※車椅子を操作したこと

【締切】随時

がない方や、高齢者と話したことがない方でも、慣

【申込方法】電話、FAX、メール

れるまではスタッフが横についてサポートします。

【見学など】あり

興味のある方は、見学のみでも構いませんので、

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一度ご連絡下さい。月に 1 回からの参加でも可能

【団体名】(社福) 三篠会

です。散歩以外のボランティアも募集しております

介護老人保健施設 三田あすみの丘

ので、一度参加してみて担当者にご相談下さい。

【担当】望月（支援相談員）

【日時】集合時間は水曜日の 14:00 です。

【住所】多摩区三田 1-14-2

※14:00-15:00 の間に散歩を行なっています。

【電話】044-935-5401

【場所】上布田つどいの家 グループホーム

【FAX】044-934-8021

【交通】南武線「中野島駅」から徒歩約 10 分

【メール】mitaasuminooka@misasakai.or.jp

【条件など】未経験者歓迎。動きやすい服装でお越

【URL】

しください。※強制ではありませんが、ボランティア

http://www.misasakai.or.jp/shisetsu/mitaasuminoo

保険の加入をお薦めしています。

ka.php

【締切】 随時

【受付時間】月曜から土曜 9：00-18：00

【申込方法】電話、メール

【見学など】見学、オリエンテーション有り。車椅子操作
の説明、ご入居者との関わり方について説明します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】上布田つどいの家
【担当】那須史佳
【住所】多摩区布田 29－10
【電話】044-945-6616
【FAX】044-945-6754
【メール】funasu@haseko-senior.co.jp
【受付時間】9:00-18:00

★106
高齢者施設のボランティアスタッフ募集

【主な地域】多摩区

ご都合のいい時だけでも とてもありがたいです。

【対象】小学生（保護者同伴不要）,中学生,高校生,

ぜひ一度ご見学にいらして下さい。

専門学校・短期大学・大学生,一般

【主な分野】 高齢者

【内容】①お話し相手 ②趣味活動のお手伝い（編

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

み物、囲碁、将棋、マージャンなど） ③行事のお

平日,土日祝日

手伝い（カフェ、音楽会など）

【主な地域】多摩区

【日時】毎日、イベントがありますので、ご相談をさ

【募集人数】不問

せて下さい。

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【場所】そんぽの家 生田

【内容】特技やご趣味を生かして、☆レクレーション

【交通】小田急線「生田駅」から、2 番乗り場より（乗

（一芸・コーラス・楽器演奏など披露） ☆趣味の活

車時間約 5 分）、春秋苑入口停留所下車後、徒歩

動（フラワーアレンジメント・絵画・オセロ・折り紙・イ

約3分

ラスト・茶道など）又は、お話し相手やお茶出し、入

【条件など】特にありません。

浴後のドライヤー掛けなど

【締切】随時

【日時】平日・土日祝祭日 いつでも大歓迎です。10：

【申込方法】電話、FAX、メール

00-16：00 の間で応相談。短時間でもありがたいです。

【見学など】なし。ご希望があれば行います。

【場所】介護老人保健施設「遊花園」施設内 〒

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

214-0032 川崎市多摩区枡形 6-4-25

【団体名】ＳＯＭＰＯケア株式会社 そんぽの家 生田

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園駅」下車、南口より徒歩で

【担当】古澤 隆

約10 分。 ※お車可能です。無料駐車場あります

【住所】多摩区長沢 1-5-15

【条件など】交通費支給させていただきます。

【電話】044-978-0366 【FAX】044-978-0367

【締切】なし。常時募集中です。

【メール】takashi.kozawa@sompocare.com

【申込方法】電話、FAX、メール

【URL】

【見学など】事前にお電話いただけるとありがたい

https://www.sompocare.com/service/home/kaigo

です。ご見学・お問い合せはお気軽にどうぞ

/H000268/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【受付時間】随時 9：00-18：00 頃

【募集人数】不問

【団体名】(社福) 枡形鳳翔会(ますがたほうしょうかい)
【担当】総務 佐伯(さえき)
【電話】044-900-9332 【FAX】044-900-9485

★108
「元気と楽しみにつながる場づくり」の
ボランティア募集

【メール】somu@yuukaen.org

幅広い方々の力添えによって、ご利用者の心が動く活

【URL】http://www.yuukaen.org/

動や生活を支える為に皆様のお力を貸してください。

【受付時間】8：30-17：30 365 日いつでも

【主な分野】 高齢者

【住所】多摩区枡形 6-4-25

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

★107
お話し相手、趣味活動のボランティア募集

【主な地域】多摩区

一緒に楽しく活動をしていきませんか。

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【主な分野】 高齢者

【内容】①クラブ活動・行事、レクリエーション ②傾

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

聴・外気浴 ③環境整備等（シーツ交換、清掃等）

平日、土日祝日

【日時】①ボランティアさんのご都合の良い時 ②行

【募集人数】不問

事、レクリエーション実施日

【担当】宇佐見

【場所】特別養護老人ホーム「生田広場」

【住所】川崎区日進町 24-15

【交通】①小田急線「よみうりランド」駅から徒歩 15

【電話】044-244-5611 【FAX】044-244-6038

分 ②小田急線「新百合ヶ丘駅」または「百合丘駅」

【受付時間】月曜から土曜（祝日含む）9：00-17：00

からバス「原店前」下車 徒歩 5 分
【締切】随時受付けます

★110
傾聴・お話ボランティア募集

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

毎週複数の方が来られております。お気軽にお問合わ

【見学など】事前見学あり

せください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な分野】 高齢者

【団体名】特別養護老人ホーム 生田広場

【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期

【担当】神田、望月

長期／平日、土日祝日

【住所】多摩区西生田 5-24-2

【主な地域】川崎区

【電話】044-967-0881 【FAX】044-966-8810

【募集人数】不問

【メール】kanda_ke@yotsubakai.jp

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【URL】http://www.yotsubakai.jp

【内容】①利用者とのお話 ②レクリエーションのお

【受付時間】いつでも 9：30-17：00

手伝い ③食器洗い等の軽作業など

【条件など】資格等は特に無し ※持ち物は上履き

【日時】お好きな日、お好きな時間（日中）

★109
デイケアでのボランティア募集

【場所】特別養護老人ホームゆとりあ

リハビリのため通所してくる利用者と楽しく過ごしてくださ

【条件など】上履き持参、未経験でも可。

る方を募集しています。

【締切】随時

【主な分野】 高齢者

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【見学など】あり

平日、土日祝日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】川崎区

【団体名】(社福) 川崎大師福祉会

【募集人数】不問

【担当】掛水 雄貴（介護課長）

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【住所】川崎区殿町 1-11-10

【内容】利用者の方とのお話し相手、レクリエーショ

【電話】044-277-1165 【FAX】044-277-1164

ン・手芸・手作業等の補助、囲碁・将棋のお相手、

【メール】yuuki_kakemizu@yutoria.jp

演芸・演劇・趣味特技の披露、夏祭り等のイベント

【URL】http://www.yutoria.jp/

のお手伝い

【受付時間】月曜から金曜 9:00-18:00

【日時】月曜から土曜（祝日含む）9：00-12：00、13：
00-16：00 のうち応相談
【場所】馬嶋病院 4 階デイケアフロア等
【交通】京浜急行線「八丁畷駅」から徒歩 3 分
【条件など】特になし
【締切】随時 【申込方法】電話、FAX
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】馬嶋病院

【交通】産業道路駅から徒歩 7 分

★111
昼食時にお手伝いしていただける方募集

【交通】JR「川崎駅」からバス「四谷上町」バス停よ

当苑は多種多様のボランティアを募集しています。興味

【条件など】上履き持参

のある方ご連絡お待ちしています。

【締切】随時 【申込方法】電話

【主な分野】 高齢者

【見学など】あり

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】川崎区

【団体名】グループホーム 川崎大師バナナ園

【募集人数】不問

【担当】荻原恵子

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生。一般

【住所】川崎区四谷上町 16-7

【内容】趣味や特技を活かし、一芸を披露してくれ

【電話】044-280-2386 【FAX】044-271-1014

る個人、団体の方一緒に買い物や散歩に付き添

【URL】http://www.bananaen.com

り徒歩 5 分

いをしてくれる人、昼食時の配膳やお茶出し、ご利
用者の見守りなど
【日時】月曜から金曜 10：00-15：30

★113
ご自身のペースで楽しくボランティア活動を！

【場所】ノーマ・ヴィラージュ聖風苑

ご利用者と楽しい時間のお手伝いをお願いします。お気

【交通】JR「川崎駅」からバス（臨港バス又は川崎

軽にお問い合わせください。

市営バス「臨港警察署前」下車徒歩 3 分

【主な分野】 高齢者

【締切】随時 【申込方法】電話

【種別】ボランティア、インターンシップ、それ以外の

【見学など】あり

実働スタッフ／単発・短期、長期／平日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】高津区

【団体名】(社福) 川崎聖風福祉会

【募集人数】不問

【担当】小野寺

【対象】小学生（保護者同伴必須）、中学生

【住所】川崎区池上新町 3-1-8

高校生専門学校、短期大学、大学生、一般

【電話】044-288-5401 【FAX】044-287-2213

【内容】ご利用者の話し相手、レクリエーションの補

【メール】kawasakiseifuu@gaea.ocn.ne.jp

助、お茶出し

【URL】https://kawasakiseifu.or.jp/

【日時】月曜から金曜 9:00-17:00

【受付時間】月曜から金曜（祝日は除く）

【場所】川崎市恵楽園デイサービスセンター
【交通】田園都市線「梶が谷駅」もしくは「溝の口駅」か

★112
花壇の手入れボランティア
利用者との話し相手ボランティア

ら徒歩10 分

1 日だけでも、短時間の参加も OK です。

【見学など】あり

【主な分野】 高齢者

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【団体名】川崎市恵楽園デイサービスセンター

平日、土日祝日

【担当】黒沼一訓

【主な地域】川崎区

【住所】高津区下作延 2-26-1

【募集人数】不問

【電話】044-861-2648 【FAX】044-861-2804

【対象】一般

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

【内容】通年で花壇の整備と手入れ、利用者とのお話

【URL】

【日時】10：00-16：00 の間で 1 時間程度

http://kawasakiseifu.or.jp/facilities/vrhkk/krdsc/

【場所】グループホーム川崎大師バナナ園

【受付時間】月曜から金曜 8：30-17：00

【条件など】未経験者歓迎、昼食・上履き持参
【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、メール

★114
イベントボランティア募集

【場所】介護老人福祉施設 すえなが

趣味や特技を活かして高齢者の方に楽しい時間を提供してく

口駅」、「梶が谷駅」から徒歩 10 分程度

ださい。グループでも個人でも、どんな特技でも大歓迎です。

【条件など】動きやすい服装、履き物でお願いします。

【主な分野】 高齢者

【締切】随時 【申込方法】電話 【見学など】あり

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】高津区

【団体名】介護老人福祉施設 すえなが

【募集人数】不問

【担当】武藤勝典

【対象】小学生（保護者同伴必須）、中学生

【住所】高津区末長 1-3-13

高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【電話】044-861-5318 【FAX】044-861-6194

【内容】踊り、歌、楽器の演奏、手品、似顔絵等々、

【メール】suenaga-kanri2@circus.ocn.ne.jp

趣味や特技をご利用者に披露して、笑顔を届けて

【URL】http;//www.seiwa-suenaga.jp

ください。団体・個人は問いません。先ずはお問い

【受付時間】月曜から金曜 9:00-17:30

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」、田園都市線「溝の

合わせください。
【日時】特に指定はありません
【場所】梶ヶ谷ふれあいデイ第 2

★116
整容・洗濯、レクリエーション補助ボランティア

【交通】田園都市線「梶が谷駅」から徒歩 10 分、または

ご利用者とおしゃべりしながら、楽しく活動が出来ます。

鷺沼行きバスに乗車 3 分「梶ヶ谷四丁目」下車

【主な分野】 高齢者

【条件など】特になし

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、メール

【主な地域】高津区

【見学など】応相談

【募集人数】不問

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【対象】一般

【団体名】梶ヶ谷ふれあいデイ第 2

【内容】入浴後のご利用者の整容、お茶出し、タオ

【担当】鈴木

ル等の洗濯と干し、リクリエーションの補助

【住所】高津区梶ヶ谷 3-13-1 村田ビル 102

【日時】10:30-15:00 ※午前のみ、午後のみも可

【電話】044-871-6891 【FAX】044-871-6892

【場所】介護老人福祉施設すえながデイサービス

【URL】http://re-care.net/

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」、田園都市線「溝の

【受付時間】月曜から金曜 9：00～17：00

口駅」、「梶が谷駅」徒歩 10 分
【条件など】上履き、昼食時(必要時)

★115
入居者の話し相手、居室清掃ボランティア

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、メール

利用者も職員も笑顔あふれる施設です。お気軽にご連

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

絡下さい、皆さまの参加を心よりお待ちしてます。

【団体名】介護老人福祉施設すえなが

【主な分野】 高齢者

【見学など】あり：月曜から土曜でお問い合わせ下さい。

デイサービスセンター

【種別】ボランティア／長期／平日

【担当】石崎知奈美

【主な地域】高津区

【住所】高津区末長 1-3-13

【募集人数】不問

【電話】044-861-5319 【FAX】044-861-6194

【対象】一般

【メール】suenaga-kanri2@circus.ocn.ne.jp

【内容】入居者の話し相手、秋まつり(10 月頃)の手

【URL】http://www.seiwa-suenaga.jp

伝い、居室清掃など

【受付時間】月曜から土曜

【日時】内容によって異なりますので、相談に応じます。

★117
デイサービスでレク活動の補助をしていた
だけるボランティア様の募集です！
ご都合のよい時間で個人・グループ問わず、デイサービ
スのレクリエーション活動などのお手伝いをお願いした
いと思います。初めての方でも大丈夫ですので、是非お
願いします！少しの時間でもかまいませんのでお気軽
にお問い合わせ下さい！！

【主な分野】 高齢者
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／
平日、土日祝日
【主な地域】幸区, 中原区 【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）、小学生（保護
者同伴不要）、中学生、高校生、専門学校
短期大学、大学生、一般
【内容】午前中はレクリエーション活動、ゲームや体
操・簡単なリハビリ運動の補助お手伝いです。午後は
個々の方々で行っている手作業（塗り絵や作品作り）や
お話相手です。時間帯は 10:00-11:30、13:00-16:00 位で
す。この間の 30 分でも１時間でも構いません。※時間
が合わない方でボランティア活動をしてみたいという方
がいらっしゃいましたら、何をお願いさせて頂くか、一
緒に考えさせて頂きたいと思います。
【日時】月曜日から土曜 10:00-15:00 の間でお願いでき
る時間帯。
※この時間帯以外でもご相談に乗らせて頂きます！

【受付時間】月曜から土曜 8:30-17:00

★118
傾聴ボランティア
特養、有料老人ホーム、個人宅、他各施設にて高齢者、障害
者児の方々とお話をさせていただくボランティアです。

【主な分野】 高齢者
【種別】ボランティア／長期／平日
【主な地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】一般
【日時】各月第二・第三水曜（13:00 から）、第二木
曜日（10:00 から）、個人宅は随時
【場所】複数あり
【条件など】養成講座を受講済の方、または受講希
望の方
【締切】随時 【申込方法】電話、FAX
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】傾聴ボランティアさいわい
【住所】幸区南加瀬 4-20-5-103
【電話】044-588-7447 【FAX】044-588-7447

★119
高齢者施設・デイサービスのボランティア募集

【場所】特別養護老人ホームひらまの里デイサービ

見学からでも OK です。“ボランティアってどんなこと？”と
いう方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

スセンタ

【主な分野】 高齢者

【交通】①南武線「平間駅」または「鹿島田駅」から

【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期

徒歩 15 分 ②南武線「武蔵小杉駅」,「川崎駅」から

長期／平日、土日祝日

バスで「上平間」下車徒歩 3 分

【主な地域】幸区

【条件など】特にありません。【締切】随時

【募集人数】不問

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

【見学など】あり ※見学だけでも可です

大学生、一般

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【内容】①施設内入居者対象の「喫茶店」準備から

【団体名】特別養護老人ホームひらまの里

片付け ②植木や草花のお手入れ、利用者の話し

デイサービスセンター

相手、お茶出し、プログラム（作品作り）の手伝い、

【担当】荒川、堀部、高梨

囲碁・将棋・オセロの相手

【住所】中原区上平間 611-1

【日時】①第 3 金曜 13：30-16：30 ②10：00-15：00

【電話】044-544-3994 【FAX】044-544-3961

※時間・曜日は応相談

【メール】hiramanosato@kfj.or.jp

【場所】特別養護老人ホームしゃんぐりら・デイサービス

【交通】南武線「鹿島田駅・矢向駅・新川崎駅」から徒

【受付時間】平日 9：00-18：00

歩 10 分

【締切】随時 【申込方法】電話、メール

★121
シーツ交換・お年寄りの話し相手・清掃
ボランティア募集

【見学など】事前見学をしながら、活動の内容を一緒に

お気軽にお問い合わせ下さい。まずは、施設見学から。

決めています。初回にオリエンテーションあります。

【主な分野】 高齢者

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

【団体名】特別養護老人ホームしゃんぐりら

【主な地域】幸区

【担当】田嶋・根本

【募集人数】不問

【住所】幸区東小倉 6-1

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【電話】044-520-3860 【FAX】044-520-3861

【内容】①シーツ交換 ②お年寄りの話し相手 ③

【メール】s-guri@gf.netyou.jp

ベッド周りの清掃

【受付時間】月曜から土曜 10：00-17：00

【日時】①シーツ交換：月曜から金曜：10:30-11:30 の１

【条件など】未経験者歓迎、動きやすい服装、上履き
持参

時間程度 ②お年寄りの話し相手：月曜から土曜：

★120
お話し相手、レクリエーションボランティア募集

14:00-16:30 の間の１時間程度 ③ベッド周りの清掃：曜

短時間でも構いません。お気軽にお問い合わせ下さい。

【場所】活動場所に直接集合

【主な分野】 高齢者

【交通】①南武線「矢向駅」から徒歩 7 分 ②「川崎

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

駅」から徒歩 15 分

【主な地域】幸区

【条件など】動きやすい服装、その他持ち物につい

【募集人数】1 から 2 名

ては活動内容にて要相談。

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【申込方法】電話、直接来所

【内容】施設利用者とのお話し相手や手遊び、レク

【見学など】特にありませんが、希望があれば対応

リエーション、その他計画的な催し物等

します。

【日時】概ね 13：00-16：00 の時間帯

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【場所】直接施設へお越しください。

【団体名】介護老人福祉施設幸風苑

【交通】JR「川崎駅」からバス 86 番のりば(川 74 系

【担当】斎藤

統) 「小向交番前」下車 または、87 番のりば(川 73

【住所】幸区都町６４－１

系統) 「小向」下車

【電話】044-511-3141 【FAX】044-511-3145

【条件など】資格等の条件はありません。当日の持

【メール】s-kofuen1@soleil.ocn.ne.jp

ち物についてはお問い合わせください。

【URL】http://www.seiwa-kofuen.jp/

【締切】随時 【申込方法】電話

【受付時間】月曜日から金曜日 9:00-17:30

【見学など】あり（希望に応じます）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】地域密着型特別養護老人ホーム こむかい
【担当】武田圭司
【住所】幸区小向仲野町 1-3
【電話】044-540-0170 【FAX】044-540-0177
【メール】komukai@misasakai.or.jp
【URL】http://www.misasakai.or.jp/

日は問いません。30 分から１時間で出来る範囲。

★122
デイサービスボランティア

趣味や特技をご利用者に披露して、笑顔を届けて

利用者の方と楽しい時間を過ごしましょう。お気軽にお

合わせください。

問い合わせください。

【日時】特に指定はありません

【主な分野】 高齢者

【場所】野川の里“利家庵”

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【交通】田園都市線「梶が谷駅」または「鷺沼駅」か

平日、土日祝日

ら【梶 01】バスに乗車「上野川」下車 3 分

【主な地域】幸区

【条件など】特になし

【募集人数】不問

【締切】随時 【申込方法】電話、FAX、メール

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

【見学など】応相談

【内容】①デイサービスのお手伝い全般：利用者の

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

話し相手、アクティビティ、ゲーム、小物作りのお手

【団体名】野川の里“利家庵”松の間・梅の間

伝い、配膳お茶出し等 ②歌、ダンス、楽器演奏等

【担当】嵯峨野

パフォーマンスを披露してくださる方

【住所】宮前区野川 269

【日時】月曜から土曜 10：00-16：00

【電話】044-798-8788 【FAX】044-798-8791

【場所】川崎市幸区南幸町 2-4-2

【URL】http://re-care.net/

ビクセル川崎 101 生活リハビリクラブ幸

【受付時間】月曜から土曜 9：00-17：00

ください。団体・個人は問いません。先ずはお問い

【交通】JR「川崎駅」から徒歩 10 分
【条件など】高齢者の方々に敬意をもって接するこ
とのできる方

★124
レクリエーション・体操ボランティア募集

【締切】随時 【申込方法】電話、メール

認知症の方のための体操、レク等教えてください。月 1

【見学など】あり

から 2 回ほどでも可（参加者 15～16 名くらいです）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な分野】 高齢者

【団体名】生活リハビリクラブ幸

【種別】ボランティア、それ以外の実働スタッフ／

【住所】幸区南幸町 2-4-2 ビクセル川崎 101

単発・短期、長期／平日、土日祝日

【電話】044-556-1122 【FAX】044-556-1121

【主な地域】宮前区

【メール】r-saiwai@bz03.plala.or.jp

【募集人数】不問

【受付時間】月曜から土曜 10：00-18：00

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【日時】火曜から日曜 14：00-16：00

★123
イベントボランティア募集

【場所】バナナ園 生田の杜・泉

趣味や特技を活かして高齢者の方に楽しい時間を

徒歩2 分

提供してください。グループでも個人でも、どんな

【締切】随時

特技でも大歓迎です。

【申込方法】電話、FAX

【主な分野】 高齢者

【見学など】なし

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【主な地域】宮前区

【団体名】バナナ園 生田の杜・泉

【募集人数】不問

【担当】小林

【対象】小学生（保護者同伴必須）,中学生,高校生,

【住所】宮前区菅生 2-20-3

専門学校・短期大学・大学生,一般

【電話】044-789-5692 【FAX】044-789-5682

【内容】踊り、歌、楽器の演奏、手品、似顔絵等々、

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園駅」からバス「長沢」下車

経 済 活 動
★125
ふらっと新百合ケ丘＠カナドコロ、古沢会
館のイベントスタッフ
朝市のサポート、川崎野菜をテーマにワークショッ
プ運営、出店のサポート、運営に関わり、地元を盛
り上げるまちづくりの一助となってください。
【主な分野】 経済活動
【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日
【主な地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】小学生（保護者同伴必須）、小学生（保護
者同伴不要）、中学生、高校生、専門学校
短期大学、大学生、一般
【内容】①つながる朝市＠カナドコロ…野菜販売サポ
ート、食販売サポートなどの運営スタッフ ②野菜ワーク
ショップ…運営スタッフ ③イベントスタッフ
【日時】２ヶ月に１度の朝市、１年に２回ほどのワー
クショップ、１年に１回のイベント
【場所】①つながる朝市：カナドコロ, ②野菜ワークショ
ップ：古沢会館, ③イベント会場は未定（麻生区内）
【交通】①つながる朝市 カナドコロ：小田急線「新
百合ヶ丘」バス 10 分バス停「金程小入口」下車
②)野菜ワークショップ 古沢会館：小田急線「新百
合ケ丘駅」徒歩 20 分
【締切】随時 【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】ふらっと新百合ケ丘
【担当】中村 ふみよ
【メール】vegeandart@yahoo.co.jp
【URL】
https://www.facebook.com/tsunagaru.asaichi/

★126
Vege&ArtFes イベントボランティア募集
川崎野菜をテーマに食の提案、出店のサポート、
運営に関わり、地元を盛り上げるまちづくりの一助
となってください。
【主な分野】 経済活動
【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日
【主な地域】高津区
【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】①食ブース…販売の誘導、商品受渡し、清
掃, ②ステージ…演出者誘導、観客誘導、清掃、
PA サポート, ③癒ブース（女性出店）…誘導案内、
全体連携、清掃
【日時】7 月下旬の 1 日、10 月上旬の 1 日（ホーム
ページにて決定次第、告知をします）
【場所】①7 月下旬：高津区二子神社, ②10 月上
旬：麻生区周辺
【交通】①7 月下旬：田園都市線「二子新地駅」から
徒歩 7 分 ②10 月上旬：小田急線「柿生駅」からバ
ス 15 分
【条件など】特になし
【締切】随時
【申込方法】メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】Vege＆ArtFes 実行委員会
【担当】中村 ふみよ
【メール】vegeandart@yahoo.co.jp
【URL】http://vegeartfes.com/
【受付時間】随時

【主な地域】麻生区
【募集人数】不問

環 境 保 全

【対象】小学生（保護者同伴不要）、中学生
高校生専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】①.里山の草刈りや水辺のアオミドロや雑草

★127
里山保全作業ボランティア募集

除草 ②昆虫や山野草の観察 ③アメリカザリガニ

里山の自然あふれる黒川谷ツ公園で保全活動体験をし
ませんか？「はるひ野里山学校」と書いた腕章をしてい
る私達会員にお声掛け下さい。お待ちしています。

【日時】土曜日の午前中 9：30～11：30

【主な分野】 環境保全
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／
平日、土日祝日
【主な地域】麻生区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】①外来種駆除(アメリカザリガニ・セイタカア
ワダチソウ・イヌタヌキモ・オオブタクサ・オオニシキ
ソウほか) ②林床整備(枯損木整理、落ち葉掻き)
③水辺の整備(ヨシ・ガマの除伐)
【日時】日にちはホームページをご覧下さい。時間
9:30-12:00
【場所】麻生区はるひ野 5-9 黒川谷ツ公園
【交通】小田急線「はるひ野駅」北口徒歩 1 分
【条件など】未経験者歓迎、汚れても良い服装(※長袖、
長ズボン、帽子、首にタオル)、水分を持参して下さい。
【締切】随時 【申込方法】直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】はるひ野里山学校
【担当】原 栄一
【住所】麻生区黒川 148-1
【URL】https://haruhinosatoyama.jimdo.com/

★128
湧き水の出る里山での保全活動の
ボランティア募集
よこみね緑地で生き物の観察や草刈りなどの活動に参

など外来種の駆除 ④希少な植物の保護、育生
【場所】黒川よこみね緑地
【交通】小田急線「はるひ野駅」から徒歩 15 分
【条件など】服装は長ズボン、出来れば長靴持参
【締切】なし（随時募集）
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】事前見学可
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】水辺のある里山を守る会
【担当】織野 章
【電話】090-7181-3090
【メール】yfe65309@nifty.com
【URL】
http://kawasaki.genki365.net/gnkk09/mypage/ind
ex.php/gid=G0001213
【受付時間】随時

★129
親子の環境学習の企画作りと活動サポー
トのスタッフ募集
「親子の野外での環境学習」の企画作りと安全管
理のサポート
【主な分野】 環境保全
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／土日祝日
【主な地域】中原区
【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】年に数回の戸外活動の企画、実施に向け
た広報活動、親子の活動のサポート、安全管理
【日時】月 1 回程度の土曜か日曜

加しませんか。

【場所】運営会議：市民活動センター、環境学習：

【主な分野】 環境保全

多摩川、市民健康の森・井田山、等々力緑地など

【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日

【交通】東横線「武蔵小杉駅」から徒歩 3 分
※かわさき市民活動センター

【条件など】環境問題に関心を持っている。

【メール】sugenaka@gmail.com

【締切】随時 【申込方法】メール

【受付時間】月曜から金曜 18：00-21：00

【見学など】あり
【団体名】なかはら水と緑の環境ネット

★131
生田緑地ばら苑ボランティア

【担当】青木 昌夫

皆様が楽しめるばら苑を、一緒に作っていきませんか？

【住所】中原区田尻町 38

【主な分野】 環境保全

【メール】mizu10midori@gmail.com

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【URL】http://home.b00.itscom.net/flange/

平日、土日祝日

【受付時間】特になし

【主な地域】多摩区

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【募集人数】不問

★130
里山緑地保全ボランティア募集

【対象】小学生（保護者同伴必須）、中学生

心地よい自然豊かな雑木林づくりをめざし、楽しみなが

【内容】バラの育成管理（除草、芽かき、凋花切り、

らの緑地保全作業に参加してみませんか。

牛糞撒き、中耕、施肥、側蕾取り、剪定など）ばら

【主な分野】 環境保全

苑及び周辺の維持管理（除草、芝生管理、樹木管

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／土日祝日

理、清掃など）開苑期間中の業務（来苑者の受付

【主な地域】多摩区

及び来苑者数の把握、募金の受付など）

【募集人数】不問

【日時】月曜を除く、平日及び土曜・日曜のうち、月

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

12 回前後のうち、参加可能な日

大学生、一般

【場所】生田緑地ばら苑 ※川崎市多摩区長尾2-8-1

【内容】斜面緑地に広がる雑木林の下草刈り、枯れ木・

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園駅」（南口）から徒歩

枯れ枝・樹木の間伐、植樹、多摩自然遊歩道・散策路

15 分（バス 5 分）

の草刈り・整備、休憩ベンチの設置、孟宗竹林の間伐・

【条件など】ボランティア活動中のケガ等は保険が

整理、小学生への里山学習の実施など

適用されます。

【日時】毎月第 2、第 3 日曜 9：30-12：00 ※6～10

【締切】［春］一般開放期間中～6 月末［秋］一般開

月は、9：00-11：30

放期間中～11 月末

【場所】多摩自然遊歩道沿いにある竹林近傍の扉

【申込方法】FAX

口内の休憩所に集合

※詳しくは、下記 URL を参照下さい。

【交通】小田急線「読売ランド前駅」から徒歩 10 分

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【条件など】未経験者歓迎。会費無し。長袖・長ズ

【団体名】川崎市建設緑政局緑政部

高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

ボン、帽子着用、作業しやすい靴。作業道具は会

【見学など】なし

みどりの企画管理課

の所有品利用可。

【URL】

【締切】随時

http://www.ikuta-rose.jp/volunteer/volunteer.html

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【受付時間】土日祝日を除く 8:30-17:15

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】多摩緑地保全地区こもれびの会
【担当】中村 孝治
【住所】多摩区西生田1 丁目と麻生区多摩美1 丁目に跨ぐ
【電話】044-944-5008 【FAX】044-944-5008

★132
久地円筒分水サポートクラブ
まずは見学や体験だけでも大歓迎！お気軽にお問い合

★133
川崎市地球温暖化防止活動推進センター
ボランティア募集

わせください。

短期・長期・単発のいずれでも構いませんので、お気軽

【主な分野】 環境保全

にお問い合わせください。

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【主な分野】 環境保全

【主な地域】高津区

【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期,

【募集人数】不問

長期／平日、土日祝日

【対象】一般

【主な地域】高津区

【内容】久地円筒分水および周辺広場の美化活動

【募集人数】若干名

（雑草取り、花植え、水やり、剪定、水路の清掃）、

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

大学生ボランティアの受入れ、見学者へのガイド

【内容】各種イベントや開催講座のお手伝い、セン

や小学校への出前授業、ほか

ター窓口業務等。

【日時】毎月１から２回実施（主に月曜）。通常

【日時】適宜

10:00-11:30。ただし、７月から９月までは暑さを避

【場所】川崎市地球温暖化防止活動推進センター

けるため、9:00 から実施しています。

（高津区）他

【場所】現地集合：久地円筒分水 高津区久地１－３４

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」から徒歩 2 分

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」、田園都市線「溝の

【条件など】環境に興味のある方なら尚可。

口」駅から徒歩 20 分、またはバス「新平瀬川」下車

【締切】随時

すぐ。

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【条件など】未経験者大歓迎。持ち物不要（美化活

【見学など】あり

動に必要な道具あり）。ボランティア保険加入あり。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

汚れてもいい服装で御参加ください。

【団体名】川崎市地球温暖化防止活動推進センター

【締切】随時

【住所】高津区溝口1-4-1 ノクティ 2 11F（高津市民館内）

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【電話】044-813-1313 【FAX】044-330-0319

【見学など】随時

【メール】office@kwccca.com

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【URL】http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

【団体名】久地円筒分水サポートクラブ

【受付時間】水曜から日曜 10：00-17：00

【担当】石丸
【電話】044-861-3144 【FAX】044-861-3103

★134
庭の落ち葉お掃除ボランティア募集

【メール】67tisin@city.kawasaki.jp

内容詳細は、お問合せください。

【URL】

【主な分野】 環境保全

http://www.city.kawasaki.jp/takatsu/page/000007

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

2013.html

平日、土日祝日

【受付時間】平日 8:30-17:15

【主な地域】高津区

【住所】高津区下作延 2-8-1 高津区役所地域振興課

【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】小黒恵子童謡記念館の庭、周りの道路の落ち葉
のお掃除をお願いします。（落ち葉の時期を中心に）
【日時】原則として「土曜・日曜・祝日の月曜」。平日は要

相談。秋の落ち葉の時期は、大歓迎！※時間帯は、相

【団体名】(特非)環境紙芝居エコ座

談に応じます。

【担当】村岡 算人

【場所】小黒恵子童謡記念館 〒213-0004 高津区

【電話】044-555-9626 【FAX】044-555-9626

諏訪 3-13-8

【受付時間】火曜、水曜、金曜 9：00-17：00

【交通】①田園都市線「二子新地駅」下車徒歩 9 分、
下車 3 分

★136
里山作業のボランティア募集

【条件など】特にありませんが、動きやすい靴、服

幸区市民健康の森「加瀬山」（夢見ヶ崎公園）を年間を

装でお願いします。

通して親しみのある公園に維持していく。

【締切】特になし

【主な分野】 環境保全

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日

【見学など】事前見学希望の場合は、日程調整（開

【主な地域】幸区 【募集人数】不問

館日のみ）の上、可能です。

【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

大学生、一般

【団体名】(認定特非)アクト川崎

【内容】雑木林の下草刈り、樹木の剪定、竹林整備、

【担当】笹子まさえ

草花の手入れ、イベント手伝い

【住所】高津区諏訪 3-13-8

【日時】毎月第 1 日曜、第 2 水曜、第 3 水曜

【電話】044-767-9646 【FAX】044-330-0530

【場所】夢見ヶ崎動物公園事務所前

【メール】info@ogurodoyokan.com

【交通】①横須賀線「新川崎駅」から徒歩 10 分

【URL】http://小黒恵子童謡記念館.jp/

②市バス「夢見ヶ崎動物公園前」下車徒歩 8 分

【受付時間】土曜、日曜、祝日の月曜 10:00-17:00

【条件など】中学生以上、汚れても良い服装、手袋、

または「高津駅」下車徒歩 11 分 ②バス「北見方」

飲み物

★135
人にやさしく、地球にやさしく
＊紙芝居に興味のある方

【締切】随時

現代社会で起きている問題にメスを入れ、何をどうすれ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ば問題解決になるか？いっしょに考えよう。

【団体名】幸区市民健康の森 さいわい加瀬山の会

【主な分野】 環境保全

【担当】成川 七郎

【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日

【電話】090-1554-1774

【主な地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】町内会、団地自治会、地域のあらゆる文化
団体、老人会、人会、子供会、老人いこいの家、幼
稚園、小学校、公共のイベント他に於いて地球温
暖化問題を紙芝居を使って観客に伝える。
※中原文化祭ほか参加します。
【場所】①中原市民館 ②生涯学習プラザなど
【締切】随時募集 【申込方法】電話、FAX
【見学など】あり 事前に話し合う機会あれば尚良
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり

★137
宮前区で緑のボラ活をしませんか？

【主な分野】 学術・文化・芸術

【主な分野】 環境保全

【主な地域】中原区

【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝日

【募集人数】不問

【主な地域】宮前区

【内容】レッスン時の受付などの管理のほか、ミュ

【募集人数】不問

ージカルで使用する衣装・備品の制作、ミュージカ

【対象】小学生（保護者同伴必須）、中学生

ル当日の運営手伝い

高校性、,専門学校、短期大学、大学生、一般

【日時】未定

【内容】①川のゴミ拾い ②雑木林の下草刈り

【場所】中原市民館、上丸子小学校ほか

③田植え ④ジャガイモ、サツマイモ、ダイコン等の

【締切】随時

農作業

【見学など】あり

【日時】毎月の第２日曜、9:00-12:00 頃まで

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【場所】生田緑地初山地区(宮前区側の南地区）

【団体名】なかはらミュージカル

※集合場所は初山幼稚園マイクロバス車庫前

【担当】奥平亨

【交通】①南武線「武蔵溝ノ口駅」、田園都市線「溝の口」

【電話】080-4338-7105 【FAX】044-788-2659

よりバス約 15 分ほどの「初山」バス停下車、徒歩 3 分。

【メール】toru_okudaira@ehonnavi.net

②JR 南武線「登戸駅」よりバス 15 分位「初山」バス停下

【URL】https://www.naka-myu.com/

車、徒歩 3 分。

【受付時間】月曜から金曜 10：00-17：00

【種別】ボランティア／単発・短期／平日、土日祝日
【対象】一般

【申込方法】電話

【条件など】①軍手を持参ください。②道具は必要

【締切】随時 【申込方法】FAX、メール

★139
子ども向けコンサート主演者募集
パソコンボランティア募集

【見学など】なし

2-3 才児親子を中心にミニコンサート・イベント・リトミック

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

を行っています。演奏活動をされている方の発表の場と

【団体名】飛森谷戸(とんもりやと)の自然を守る会

して参加されませんか？音大生や趣味の愛好家のグル

【担当】高木 一弘

ープなども大歓迎です。

【住所】宮前区初山１-１-１８

【主な分野】 学術・文化・芸術

【電話】044-977-6581 【FAX】044-977-6581

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【メール】tonmori_takagi@yahoo.co.jp

【主な地域】多摩区

【URL】http://tonmori.216.jp

【募集人数】2 から 3 名

【受付時間】TEL/FAX は午後７時以降にお願いします。

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

御座いません。③参加費は御座いません。④独自
のボランティア保険に加入しています。

【内容】①2-3 才児 親子の音楽サークルでのミニコン
サート、イベントへの出演(歌、楽器演奏、ダンス、人形

学術・文化・芸術

劇、手品など) ※１ステージ 15-20 分程度
②ホームページ作成
【日時】平日 10:00-12:00 ※４ヵ月前に日時を決定

★138
なかはらミュージカル 2019
ボランティア大募集！

【場所】多摩市民館 3F 大会議室、視聴覚室

市民でつくる「なかはらミュージカル」、ぜひあなた
のお力をお貸しください！

【締切】随時 【見学など】あり

【交通】小田急線「向ヶ丘遊園駅」徒歩 5 分
【条件など】人前で披露できる技能をお持ちの方
【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【締切】随時

【団体名】リトミックゆかり会

【申込方法】電話

【担当】小野塚祐子

【見学など】あり

【電話】044-922-1020 【FAX】044-922-1020

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【メール】yukarikai.kawasaki@gmail.com

【団体名】健やかフィールドまきば会

【URL】http://ameblo.jp/yukarikai-kawasaki

【担当】増田義昭
【住所】高津区末長 2-20-29

★140
サロン DE コンサート、おやこ DE コンサート
ボランティア募集

【電話】080-3123-1979
【メール】edd0073@bird.ocn.ne.jp
【受付時間】随時

チラシ作りからコンサート運営まで一緒にしましょう。

【主な分野】 学術・文化・芸術
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

★142
楽器演奏者の募集

【募集人数】不問

楽器演奏経験者を募集しています（トランペット、サック
ス、トロンボーン、クラリネット、フルート、ギター、ベース、
ピアノ、ドラム）、楽器は自己所有で且つ自分で運搬でき
る方、曲のアレンジメントができる方

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【主な分野】 学術・文化・芸術

【内容】コンサートのチラシやプログラムの作成と運

【種別】それ以外の実働スタッフ／単発・短期

営まで係れるボランティアです。

長期／土日祝日

【日時】毎月第 3 日曜 10：00-14：00

【主な地域】宮前区

【場所】高津市民館

【募集人数】不問

【交通】南武線「武蔵溝ノ口駅」から徒歩 5 分

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【締切】随時 【申込方法】電話、メール、直接来所

【内容】活動地域の歌声喫茶の定期開催と地域老

【見学など】あり

人ホームへの訪問演奏を行っています。バンド練

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

習は月２回、第二、第四日曜日の午後を基本とし

【団体名】たかつサロン DE コンサート実行委員会

て実施。演奏曲は、懐メロ・流行歌・ポップス・唱歌

【担当】コンサート担当者

童謡・フォーク等々多種。

【住所】高津区溝口 1-4-1 高津市民館内

【日時】土・日・祭日の午前または午後

【電話】044-814-7603 【FAX】044-833-8175

【場所】白幡台いこいの家

平日、土日祝日
【主な地域】高津区

【交通】市バス 「平バス」停から徒歩約５分

★141
活動スタッフ

【条件など】・年齢、性別は問いません。・楽器を持
参ください。・会費 1,000 円/月

団体活動に協力いただける方、日程など拘束されない方、歌
の好きな方

【主な分野】 学術・文化・芸術
【種別】ボランティア／長期／平日、土日祝日
【主な地域】高津区
【募集人数】不問

【対象】一般

【内容】事務作業、例会運営、運営会議の参加
【日時】随時
【場所】新城、宿河原、溝の口

【締切】随時

【申込方法】電話、FAX、メール

【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】白南ライトミュージッククラブ
【担当】鈴木愛治
【電話】090-8460-6886 【FAX】044-977-7136
【メール】ghm207@yahoo.co.jp
【受付時間】随時

わくわくプラザ、他で行う科学実験教室の講師・ア

科 学 技 術

シスタント。
【日時】第２土曜日、午後２時から５時に打ち合わ
せ会。科学実験教室の参加日時については打ち

★143
かわさきプラネタリウム同好会スタッフ募集

合わせ会で検討。

プラネタリウム番組を作って発表しませんか

の場所は打ち合わせ会で決まります。

【主な分野】 科学技術

【交通】小田急線「向ケ丘遊園駅」から徒歩 15 分

【種別】それ以外の実働スタッフ／長期／土日祝日

【条件など】会費、年 4,000 円

【主な地域】多摩区

【締切】随時 【申込方法】メール、直接来所

【募集人数】不問

【見学など】見学可

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【内容】プラネタリウム番組を作成し、かわさき宙と

【団体名】かわさきアトム工房

緑の科学館のプラネタリウムで年に数回の発表を

【メール】yurafumi@dn.catv.ne.jp

【場所】かわさき宙と緑の科学館。※科学実験教室

行います。※毎月、土曜日に定例会で番組作成を
行います。
【日時】月一回（発表会前は数回）土曜日 15:00 か
ら 17:00 定例会。 ※年に数回、休日の午後（主に

ま ち づ く り

春と秋）発表会。
【交通】小田急線「向ケ丘遊園駅」から徒歩 15 分

★145
多摩区まちづくり協議会メンバー募集中！

【条件など】会費、半年 500 円

多摩区で学びや交流の場の企画などを通して楽し

【締切】随時

くつながり、活動の輪を広げたい方などの参加を

【申込方法】メール、直接来所

お待ちしております。

【見学など】見学可

【主な分野】 まちづくり

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／

【団体名】かわさきプラネタリウム同好会

平日、土日祝日

【メール】yurafumi@dn.catv.ne.jp

【主な地域】多摩区

【URL】https://ameblo.jp/plane-purin/

【募集人数】不問

【場所】かわさき宙と緑の科学館

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

★144
かわさきアトム工房スタッフ募集

【内容】①研修企画部：まちづくり活動に役立つ学

子どもたちに自然科学の楽しさを伝えませんか。

やホームページで多摩区の魅力を発信 ③多摩エ

科学実験教室のスタッフを募集しています。

コスタイルプロジェクト：エコ意識の向上や商店街と

【主な分野】 科学技術

連携したエコ啓発活動

【種別】それ以外の実働スタッフ／長期／平日

【日時】月１回の定例会ほか、随時

土日祝日

【場所】多摩区役所会議室ほか

【主な地域】川崎市内全域

【交通】①小田急線「向ヶ丘遊園駅」徒歩 5 分

【募集人数】不問

②南武線「登戸駅」徒歩 10 分

【対象】一般

【条件など】20 歳以上で、多摩区在住、在勤、在学、

【内容】かわさき宙と緑の科学館、東芝未来科学館、

または区内で活動を行っている方

習会や交流会を企画実施 ②広報編集部：広報誌

【締切】随時

【住所】幸区堀川町 66-20

【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所

川崎市産業振興会館 12Ｆ ムーブアート内

【見学など】あり

【電話】044-223-6550

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【FAX】044-223-6551

【団体名】多摩区まちづくり協議会

【メール】eizo@eizonomachi.com

【住所】多摩区登戸 1775-1

【URL】http://www.eizonomachi.com/

【電話】044-935-3148 【FAX】044-935-3911

【受付時間】平日 9:00-17:00

【メール】71tisin@city.kawasaki.jp
【URL】http://tamaku-machikyo.com/
【受付時間】平日 9:00-17:00

★147
森とせせらぎ祭
子ども未来、地域ふれあい、水と緑のふるさとづくりを目

★146
映像制作授業サポートメンバー募集

指します。

こどもたち（主に小学生）との接し方がわかっていて、映

【種別】ボランティア、それ以外の実働スタッフ／

像制作に関心のある方、是非ご参加ください。

長期／平日、土日祝日

【主な分野】 まちづくり

【主な地域】高津区

【種別】ボランティア／単発・短期／平日

【募集人数】不問

【主な地域】川崎区

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

【募集人数】不問

【内容】①ちらし、ポスター、プログラムを作り、近隣

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

の町会、学校、協賛者へ配布、貼り出し。 ②公園

【内容】学校主体で行われている「映像制作授業」。

に舞台を設置し、パフォーマンス、芸を披露。

実施校からの依頼で、当フォーラムよりこども達の

③公園に出店を出す。テントを周辺の町会、学校

安全確保や作業のサポートができる人員を紹介し

より借りる。 ④せせらぎ沿線にのぼり旗を立てる。

ています。作業内容は校内・外で撮影を行う際の

⑤協賛広告を集める。

安全確保や機材の使い方のアドバイス、話し合い

【場所】江川せせらぎ遊歩道沿線、高津区橘公園

がなかなか進まない子どもが道を見つけられるよ

【交通】南武線「武蔵新城駅」から徒歩 15 分、また

うなきっかけを与えてあげる等です。講師にはプロ

はバス「子母口入口」よりすぐ

の監督をお招きしています。制作はこども達が行

【条件など】よごれてもいい服装、軍手

いますので、サポートスタッフの方が映像を作るこ

【申込方法】FAX、直接来所

とはありません。感心のある方であれば映像制作

【見学など】なし

の経験は問いません。こども達との接し方をご存

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

知の方、地域の役に立ちたちたいと考えている方、

【団体名】森とせせらぎネットワーク

お待ちしています。

【担当】田辺勝義

【日時】 9 月～1 月頃

【住所】中原区井田中ノ町 14-72

※学校の都合により変わります。

【主な分野】 まちづくり

【電話】044-766-0550 【FAX】044-766-0550

【場所】市内各学校

【メール】t.katsuyoshi5315@ozzio.jp

【条件など】平日活動が出来る方

【URL】http://www.seseraginet.sakura.ne.jp/

【締切】随時 【申込方法】電話、メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】「映像のまち・かわさき」推進フォーラム

★148
アート×コミュニティスペース「にこぷら新
地」のサポーター（運営補助）募集！
ご希望の曜日、時間帯に短時間からお手伝いのボラン
ティアができます。

【主な分野】 まちづくり
【種別】ボランティア、インターンシップ／単発・短期,
長期／平日、土日祝日
【主な地域】高津区 【募集人数】不問
【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】アート×コミュニティスペース「にこぷら新地」
の受付業務、電話番、利用者対応などの管理・運営業
務のお手伝いのボランティアをしていただける方を募
集します。まずは、ボランティア体験から始めてみませ
んか？「にこぷら新地」は開館から 4 年、趣味の教室や
団体の打ち合わせ、シンポジウムやパーティ―など、
様々なご利用をいただいています。
※「にこぷら新地」についての詳細はホームページ
をご参照ください。
【日時】随時
【場所】アート×コミュニティスペース「にこぷら新地」
【交通】田園都市線「二子新地駅」西口から徒歩 2
分、または「高津駅」東口から徒歩 6 分
【条件など】特にありません。
【締切】随時 【申込方法】電話,メール
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】(特非) DT08
【担当】川崎泰之
【住所】高津区二子２－６－４７ にこぷら新地
【電話】044-712-5440 【FAX】044-712-5440
【メール】info@dt08.org
【URL】http://dt08.org/nicopla/
【受付時間】お電話の場合、9:30-20:30
※開館が不定期のため、なるべくメールでのお問
い合わせをお願いします。

★149
かわさき市民ニュース 取材メンバー募集
映像制作のボランティア・グループ。正式名称は「かわさ
きキネマサークル」。現在、川崎市民のシニア中心に構
成し、互いの長所を活かし合い、スキルアップしながら楽
しく活動しています。活動暦 9 年目。

【主な分野】 まちづくり
【種別】ボランティア／長期／平日
【主な地域】幸区
【募集人数】不問
【対象】一般
【内容】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、ホームページなどで
公開しています。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、
川崎での定例会あり。撮影や編集の勉強会や福
祉施設などでの上映会も行っています。
【日時】全て自由参加。取材内容を決定する月 1 回
の定例会（第 3 月曜日）は、できるだけ参加をお願
いします。
【場所】取材先は川崎市内全域。定例会は川崎市
産業振興会館（JR 川崎駅徒歩 7 分）
【締切】随時
【申込方法】電話、FAX、メール、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】かわさきキネマサークル
【住所】幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館
12F NPO 法人かわさき MOVEART 応援隊内「かわ
さき市民ニュース」担当
【電話】044-385-1004 【FAX】044-385-1004
【メール】k-cnews@kcn.minibird.jp
【URL】http://kcn.minibird.jp/
【受付時間】月曜から金曜 9：00-17：00

★150
居場所喫茶「ここわ」のスタッフ募集
ご自分のできることを無理のないところで楽しくやってい

スポーツ・レクレーション

ただければ嬉しいです。お気軽に問い合わせください。

【主な分野】 まちづくり
【主な地域】宮前区

★151
多摩川で開催しているマラソン大会の
ボランティア募集

【募集人数】不問

健康促進の為、選手を送り出す側として応援いただける

【対象】専門学校、短期大学、大学生、一般

方からのご応募をお待ちしております。

【内容】午前・・部屋の掃除、飲物準備、お客さんに

【主な分野】 スポーツ・レクレーション

飲物提供、講座の準備などの手伝い等、午後・・お

【種別】ボランティア／長期／土日祝日

客さんに飲物提供、片づけの手伝い等 ※できるこ

【主な地域】高津区

とをできる時間でやっていただければよいです。

【募集人数】不問

【日時】月曜～金曜 10：00～17：00

【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般

※午前・午後に分けてご都合の良い時間に。

【内容】毎月第 1 土曜に行われる TAMA ハーフマラ

※週数回～月 1 回でも可

ソンボランティア募集です。作業内容は給水・選手

【場所】宮前平駅前スペース ここわ

受付・誘導と健康であればその場で覚える事がで

【交通】宮前平駅より徒歩 3 分

きる簡単な作業です。

【条件など】特になし

【日時】8：00-14：00 前後

【締切】随時募集

【場所】多摩川河川敷（瀬田花壇）会場より横須賀

【申込方法】電話、FAX、直接来所

線下までのコース

【見学など】あり ※事前に何度か利用（見学）して

【交通】田園都市線「二子新地駅」から徒歩 3 分

いただいてから

【条件など】健康な方であれば、特にありません

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【締切】毎月末日を目途に翌月大会分を締め切ります。

【団体名】宮前平駅前スペース ここわ会

【申込方法】メール

【担当】小久保富久子

【見学など】あり

【住所】宮前区宮前平 1-10-17-202

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【電話】044-853-7337 【FAX】044-853-7337

【団体名】スポーツウィズ実行委員会

【受付時間】月曜から金曜 10：00-16：30

【住所】世田谷区奥沢 6-1-21

【種別】ボランティア／単発・短期、長期／平日

【電話】03-6411-6120 【FAX】03-6411-6120
【メール】info@sportswiz.jp
【URL】http://www.sportswiz.jp
【受付時間】平日 11：00-17：00（土日・祝休）

★152
水泳指導、プールでの遊び相手ボランティア
どんな障害を持つ方でも楽しく泳げる場を提供しています。水

活動団体支援

泳大会や年に 1 度のバスハイク等の行事もあります。

【主な分野】 スポーツ・レクレーション
【種別】ボランティア／単発・短期／平日
【主な地域】高津区
【募集人数】若干名
【対象】一般
【内容】①ハンディキャップを持つ子ども達への水
泳指導 ※親も水泳を学び、指導方法を身につけ
指導することが目的 ②自由練習時に障がい児と
遊ぶ。その他、お手伝い。 ③スタッフ、障がい児へ
のマンツーマン指導 ※四泳法できる方、資格不要
【日時】毎週月曜 14：30-16：30（祝祭日、春夏休
みを除く）
【場所】川崎市民プラザ内プール
【交通】南武線「武蔵溝の口駅」からバス
【条件など】子ども好き、水泳や指導ができる方、
資格不要、水着着用
【締切】随時
【申込方法】電話、直接来所
【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】エンゼルフィッシュの会
【担当】籠谷
【住所】高津区久本 2-4-16-901
【電話】044-865-9595 【FAX】044-865-9595

★153
プロボノワーカー募集
社会貢献のきっかけをつかみたい人を募集します。その
ためにプロジェクト型で体験できるプロボノへの参加をお
すすめします。

【主な分野】 NPO 支援
【種別】ボランティア／単発・短期、長期／
平日、土日祝日
【主な地域】幸区
【募集人数】10 名
【対象】一般
【内容】社会貢献活動を行う NPO、地域団体などの
基盤強化にプロジェクトメンバーとして参加する。
【日時】別途相談
【場所】別途相談
【条件など】特になし 【締切】随時
【申込方法】メール 【見学など】あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【団体名】みんなのさいわい
【住所】幸区鹿島田 1-1-5-1312
【メール】info@minnanosaiwai.com
【URL】http://minnanosaiwai.com
【受付時間】いつでも

★154 発送作業ボランティア（隔月 1 回）
隔月発行している情報紙「ナンバーゼロ」の仕分け
作業をお手伝いください。気軽にできるボランティ
アです。1 回だけの参加も OK！
【種別】ボランティア／単発・短期・長期・平日
【地域】中原区
【募集人数】各回 2 から 3 名
【対象】中学生、高校生、専門学校、短期大学
大学生、一般
【内容】情報紙の仕分け、封筒詰め、ラベル貼り等
【日時】隔月第 3 または第 4 水曜
※事前にお問い合わせ下さい。
【場所】かわさき市民活動センター内

【交通】東横線「武蔵小杉駅」より徒歩 3 分
【条件など】事前にご連絡ください
【締切】随時 【申込方法】電話、メール
【見学など】なし
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
(公財)かわさき市民活動センター
【担当】野口
【住所】中原区新丸子東 3-1100-12
【電話】044-430-5566 【FAX】044-430-5577
【メール】suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp
【URL】http://www2.kawasaki-shiminkatsudo.
or.jp/volunt/
【受付時間】9:00-17:30（休館日を除く）

★155
イベントボランティア（ごえん楽市）
年に一度の市民活動のお祭りをお手伝い。毎年リピータ
ーが多いボランティア活動です。

【種別】ボランティア／単発・短期／土日祝
【地域】中原区
【募集人数】25 名
【対象】高校生、専門学校、短期大学、大学生、一般
【内容】イベントの設営・受付・案内・着ぐるみ・
パンフレット配布など
【日時】2019 年 9 月下旬
【場所】中原市民館、かわさき市民活動センター
【交通】東横線「武蔵小杉駅」より徒歩 3 分
【条件など】薄謝あり
【締切】2019 年 6 月～8 月ぐらいに募集します。
※詳細はお問い合わせください。
【申込方法】電話、FAX、メール
【見学など】前日にオリエンテーションあり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
(公財)かわさき市民活動センター
【担当】人見
【住所】中原区新丸子東 3-1100-12
【電話】044-430-5566 【FAX】044-430-5577
【メール】suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp
【URL】http://www2.kawasaki-shiminkatsudo.
or.jp/volunt/
【受付時間】9:00-17:30（休館日を除く）

