
＜鶴見区＞
タイトル キッチンてらお（調理スタッフ）

内容
高齢者の方を対象としたお弁当作り
※10名程度で、約70食のお弁当を作ります。利用者の方には、配達スタッフがお届けし
ます。

日時 毎週水曜　13:00～16:30　※月に１～２回の参加も歓迎します
場所 寺尾地区センター（鶴見区馬場4-39-1）

募集人数 ２～３名
条件 調理がお好きな方
備考 募集情報の有効期限は2019年12月末日

連絡先 384-2581（担当：なし）

＜旭区＞
タイトル 囲碁・レクリエーションのお手伝いして下さる方募集！！

内容

①囲碁の対戦相手を求められている方が1名います。
…時間帯は(1)(2)のうちのどこかで。

②レクリエーションのお手伝いをお願い致します。…時間帯は(1)になります。
習字やトランプゲーム・将棋など、レクリエーションに一緒に参加しながら
お相手頂ける方を募集してます。

日時 (1)10:00～11:30　(2)14:00～16:00　の時間帯のうち、
ご都合が良い時間内でお願い致します。

場所 特別養護老人ホーム椿寿（旭区上白根町792番地4）
募集人数 囲碁：１名　　　レクリエーション：数名

条件 認知症状への理解がある方
交通費のご負担がない方(車で来所される方は要相談になります)

備考 募集情報の有効期限は2020年3月31日
連絡先 958-1088（担当：上野）

タイトル ちょっとしたお手伝いお願いします
内容 ①シーツ交換　②クラブ活動補助
日時 ①ご都合の良いとき　②（火）9：45～11：15
場所 サニーヒル横浜（旭区上川井町426）

募集人数 各１～２名
条件 ②はご利用者と一緒に楽しんでいただける方
備考

連絡先 920-0320（担当：清水）
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＜青葉区＞
タイトル デイサービスでボランティアしてみませんか？

内容 ご利用者のお話し相手、お茶出し、入浴後の整髪、
レクリエーション・趣味活動の補助など

日時 月曜から金曜日（祝日を除く）　時間相談　※９時～16時までの間
場所 奈良地域ケアプラザ（青葉区奈良町1757-3）

募集人数 数名
条件 なし
備考

連絡先 962-8821（担当：宮山）

＜緑区＞
タイトル 子育て支援事業のお手伝い
内容 子育て支援事業でのリトミックの指導・ピアノ伴奏
日時 第1・4木曜
場所 霧が丘地域ケアプラザ（緑区霧が丘3-23）

募集人数 若干名
条件 子どもが好きな方
備考

連絡先 920-0666（担当：酒井）

タイトル 親子のひろばでボランティア

内容 主に０～２歳の子どもとその親が自由に過ごす「親子のひろば」で、子どもと遊んだり、親
と話したりするボランティアをしてみませんか？

日時 火曜～土曜　10:00～16:00でご都合の良い時間
場所 緑区地域子育て支援拠点いっぽ（横浜市緑区十日市場町817-8）

募集人数 １～２名
条件 子どもが好きな方
備考

連絡先 989-5850（担当：松浦）
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＜港北区＞
タイトル デイサービスでボランティア
内容 整髪（ドライヤーかけ）レクリエーションなどの手伝い、傾聴等
日時 毎月10日　14:00～　都合がつかない時は要相談
場所 福祉クラブ生協Dayにっぱ（港北区新羽町868）

募集人数 毎日１人（２、３名で交代が希望）
条件 元気で明るい方（高齢の方大歓迎）
備考

連絡先 642-5642（担当：古賀）

タイトル デイサービスボランティア

内容 ①ご利用者様とのお話やゲームのお相手、ドライヤーかけやレクなどのお手伝い
②演奏・披露

日時 月～土　①９時～16時内で応相談　②14時～15時
場所 新吉田地域ケアプラザ（港北区新吉田町6001-6）

募集人数
条件
備考

連絡先 592-2151（担当：水上）

タイトル 園芸ボランティア「みらい」
内容 ケアプラザ内の花壇・植木のお手入れ
日時 毎月第１、第３水曜　10時～11時30分
場所 新吉田地域ケアプラザ（港北区新吉田町6001-6）

募集人数 特になし
条件 どなたでも
備考

連絡先 592-2151（担当：水上）
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＜港北区＞
タイトル 子育てフリースペースはぐピョン

内容
①保育サポーター：はぐピョンに遊びに来ているお子さんの遊び相手、会場片付けなど。
②おはなし隊サポーター：はぐピョン内でおはなし隊（にこにこほっぺ）メンバーとして絵本
読み聞かせ等おはなし会の開催。

日時 毎月第２月曜、第４木曜　①9時～12時　②10時～12時
場所 新吉田地域ケアプラザ（港北区新吉田町6001-6）

募集人数 特になし

条件 ①子どもが好きな方
②絵本、紙芝居、手遊びなどを中心としたおはなし会の運営に興味のある方

備考
連絡先 592-2151（担当：水上）

タイトル COCOしのはら
内容 配膳、庭の整備、講座の手伝い
日時 常時募集
場所 港北区篠原町1077

募集人数 ２～３名
条件 歩いて来られる方もしくは敬老パスで来られる方
備考

連絡先 716-9875（担当：吉原）

＜西区＞
タイトル デイサービスでボランティアしてみませんか
内容 ご利用者のお話し相手や入浴後の整髪、レクリエーションの補助、お茶出し等
日時 月～日　10：00～12：00
場所 浅間台地域ケアプラザ（西区浅間台６）

募集人数 複数名
条件 人が好きな方であればどなたでも
備考

連絡先 311-7200（担当：松井）
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＜瀬谷区＞

タイトル 施設でのお手伝い
デイサービスに来られる利用者さんのお手伝いをしていただける方を募集しています

内容 お茶出し、ドライヤーかけ、話し相手、ゲームのお手伝い、手芸、
工作の手伝い、イベント時のお手伝い　など

日時 月～土（内容に応じて9：00～16：00　お好きな時間でＯＫ）
場所 デイサービス元気村（瀬谷区南台1-20-1）

募集人数 数名募集（お友達と一緒に）
条件 性別不問です！
備考

連絡先 301-7300（担当：本田）

＜神奈川区＞
タイトル ケアプラザでボランティアしてみませんか？

内容 ①デイサービスご利用者様のドライヤー整髪やお話相手
②植栽の水やり（夏期のみ）

日時 ①月１回　10：00～12：00
②７月～９月（時間・曜日は相談にて）

場所 沢渡三ツ沢地域ケアプラザ（神奈川区沢渡56-1）
募集人数

条件 ①高齢者の方と接することがお好きな方
②無理のない範囲で続けていただける方

備考
連絡先 577-8210（担当：地域交流）

＜保土ケ谷区＞
タイトル ボランティアグループ茜会

内容
会食・給食サービス
鎌谷町自治会で65歳以上の１人暮らしの人のための昼食会　　すべて手作りで行って
います。

日時 毎月第２水曜　9:00～14:00　１人暮らし給食サービス
毎月第３水曜　13:00～15:00　ふれあいデイサ－ビス

場所 保土ケ谷区鎌谷町290-4
募集人数 数人

条件 鎌谷地区の方
備考

連絡先 333-6983（担当：小松）
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＜南区＞
タイトル ボランティアさん募集！

内容

① デイサービスでのお話し相手やお茶出し、ドライヤーかけなど
② レクリエーションの時間に歌や楽器の演奏、踊りなどの披露
③ 子育て支援事業や障がい児余暇支援事業のお手伝いなど
④ ちょこっとボランティアでの活動

日時 ① 午前中　②午後　③講座開催日　④不定期
場所 清水ケ丘地域ケアプラザ（南区清水ケ丘49番地）

募集人数 個人でも団体でも、ご相談ください
条件 事前にオリエンテーションあり、ボランティア登録いただきます
備考

連絡先 253-0071（担当：髙橋）

タイトル デイサービスでのボランティア
内容 傾聴、入浴後のドライヤー、お茶出しなど
日時 月～土　10:00～15:00のうち応相談
場所 六ツ川地域ケアプラザ（南区六ツ川2-3-211）

募集人数 随時募集
条件 個人情報の守秘義務を理解している方
備考

連絡先 716-0680（担当：鎌田）

＜港南区＞
タイトル ボランティア募集

内容 【入所フロア】ドライヤーかけ/傾聴/シーツ交換/衣類等の縫い物
【デイサービス】歌や楽器演奏等のレク/体操の補助/傾聴/ドライヤーかけ

日時 午前：10:00～11:00　午後：14:00～15:00
場所 特別養護老人ホーム野庭苑（港南区日野南5-56-2）

募集人数 特になし
条件 交通費支給なし・駐車場あり
備考

連絡先 892-8881（担当：守吉）
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＜金沢区＞
タイトル 「金沢東部地区社会福祉協議会　配食サービス部」でのお弁当作り
内容 金沢東部地区にお住まいの高齢者の為のお弁当づくり
日時 第1,2,3木曜日のいずれか（9時～13時）
場所 能見台地域ケアプラザ（金沢区能見台東2-1）

募集人数 数名
条件 なし
備考

連絡先 785-1015（担当：齋藤）

タイトル デイサービスでのボランティア募集

内容
1） 利用者さんへのお茶出しやお話相手
2） 入浴後のドライヤーかけ
3） レクリエーションのお手伝いや特技の披露

日時 日曜以外の毎日（日付・時間は、ご相談）
場所 能見台地域ケアプラザ（金沢区能見台東2-1）

募集人数 数名
条件 高齢者と接することが好きな人
備考

連絡先 787-0991（担当：中村）

タイトル 「まごころ会」でのお弁当作り
内容 能見台地域ケアプラザエリアにお住まいの高齢者の為のお弁当（夕食）づくり
日時 火・金のどちらか月一回（12:00～16:30）
場所 能見台地域ケアプラザ（金沢区能見台東2-1）

募集人数 数名
条件 なし
備考

連絡先 774-3550（担当：森井）
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＜金沢区＞
タイトル デイサービスのボランティア募集

内容
利用者のお話し相手、お茶出し、レクリエーション補助等
（活動内容は相談可能です）
小規模でアットホームな事業所です。まずはお問い合わせ下さい。

日時 月～土　13:00～16:00頃
場所 デイサービスセンターNOAH（金沢区柳町3-16）

募集人数 特になし
条件 なし
備考

連絡先 782-1038（担当：石井）

＜栄区＞
タイトル ボランティア募集

内容 レクリエーション、お茶出し・配膳の補助等、入浴後のドライヤーかけ、シーツ交換、歌・楽
器演奏等

日時 月曜～土曜（時間は応相談）
場所 湘南グリーン介護老人保健施設上郷（栄区上郷町1045-1）

募集人数 応相談
条件 高齢者の方と接する事が好きな方
備考

連絡先 890-6106（担当：杉本・上松・松野）

タイトル デイサービス整容ボランティア募集
内容 ドライヤー整髪のお手伝い、レクリエーションのご指導・お手伝い
日時 13:00～15:00　毎日
場所 豊田地域ケアプラザ（栄区飯島町1368-10）

募集人数 ５名
条件 未経験の方でもＯＫ！
備考 募集情報の有効期限は2020年3月31日

連絡先 864-5144（担当：大坪）
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＜栄区＞
タイトル 歌や楽器の演奏ボランティア募集

内容 ご利用者の方々に歌や楽器の演奏を披露してくださる方を募集しております。お気軽に
ご連絡ください。

日時 月１回～２回程度
場所 特別養護老人ホーム 上郷苑（栄区野七里1-36-1）

募集人数 複数名
条件 ご利用者と一緒に楽しんでいただける方
備考

連絡先 891-6066（担当：加藤）

タイトル 配食サービスの調理・配達

内容 食事作りに不自由している高齢者・障害者の方への配食サービスのお弁当作りと自家
用車での見守りを兼ねた配達

日時 火曜～金曜　調理13:00～16:00　配達15:30～16:30

場所
特定非営利活動法人　積み木（配食団体）　活動は下記の２か所
①豊田地域ケアプラザ（栄区飯島町1368-10）　※火曜・木曜・金曜
②小菅ケ谷地域ケアプラザ（栄区小菅ケ谷332-12）　※水曜

募集人数 調理・配達でそれぞれ数名
条件 調理が好きな方、料理を覚えたい方、自家用車を使える方
備考

連絡先 894-9963（担当：江頭、井町）

＜戸塚区＞
タイトル 介護老人保健施設でのボランティア

内容

①音楽演奏(歌、ピアノ、ウクレレ等 その他の楽器も歓迎です)
②手芸(高齢の利用者さんでも簡単に作業できる編み物等、作成品の道具準備や作
成レク当日の利用者さんのフォロー等)
③グラスデコ（特殊な絵の具を使って色ぬりをするレクの利用者さんフォロー等）

日時 応相談（平日14:00～15:00頃の受入れが多いです）
場所 介護老人保健施設 ヒルズ東戸塚（戸塚区上品濃16-7）

募集人数 未定（相談）

条件 ご高齢の方と接することが好きな方
備品は施設で用意、交通費の支給なし

備考
連絡先 827-2630（担当：支援相談員）
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＜戸塚区＞
タイトル デイサービスボランティア

内容 ①入浴後のドライヤー、傾聴、お茶出し
②特技を生かしたレク補助、演奏などの特技の披露、傾聴

日時 月～土　①10：00～12：00　　　②14：00～15：30
場所 名瀬地域ケアプラザ（戸塚区名瀬町791-14）

募集人数 ①１～２名/日　　②１グループ/日
条件 介護の経験は問いません
備考

連絡先 815-2011（担当：久保埜（くぼの））

タイトル プチボランティア

内容 地域でお困りの高齢者宅へ伺い、草取りや庭木の剪定、網戸の張り替え、その他軽作
業などを行います。

日時 毎週火曜日（夏休み、冬休みあり）
場所 舞岡柏尾地域ケアプラザ（戸塚区舞岡町3705-10）

募集人数 制限無し
条件 ・女性も大歓迎！　・毎週参加できなくても大丈夫です
備考

連絡先 827-0371（担当：鎗田）
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