
よこはまシニアボランティアポイント事業

令和３年１月～12月におけるみなさまの活動実績をまとめましたのでご報告します。
昨年は新型コロナウイルスの蔓延により活動が制限された中、計4,821名の方に活動していただきました。

そして、337名の方が寄附、2,891名が換金をしてくださいました。
寄附先の団体から、お礼の言葉をいただきましたので、ご報告いたします。本当にありがとうございました。
また、ご自分の口座へ換金後、ご自身で寄附をされた方もいらっしゃると思います。ボランティア活動により

貯めたポイントを還元していただきまして、誠にありがとうございました。

＜寄附先＞
●横浜市社会福祉基金 ●文化基金 ●よこはま夢ファンド ●よこはま協働の森基金
●横浜市水のふるさと道志の森基金 ●公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
●公益財団法人横浜市スポーツ協会 ●公益財団法人横浜市緑の協会
●横浜市社会福祉協議会(善意銀行・障害者年記念基金・よこはまあいあい基金・福祉基金)

人数 金額(円） 人数 金額(円） 人数 金額(円）

8,000円 11 88,000 377 3,016,000 388 3,104,000

7,000円 ～ 7,800円 2 14,800 113 836,800 115 851,600

6,000円 ～ 6,800円 6 38,800 139 886,800 145 925,600

5,000円 ～ 5,800円 18 96,600 182 985,800 200 1,082,400

4,000円 ～ 4,800円 16 71,200 304 1,337,000 320 1,408,200

3,000円 ～ 3,800円 38 130,600 389 1,305,200 427 1,435,800

2,000円 ～ 2,800円 79 182,000 607 1,430,000 686 1,612,000

1,000円 ～ 1,800円 167 223,800 780 1,095,800 947 1,319,600

337 845,800 2,891 10,893,400 3,228 11,739,200
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◎寄附・換金者の状況

※1,000ポイント以上で寄附・換金申請しなかった方 ⇒ 令和４年12月までにご申請ください。
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~ただいまボランティア募集中！~
みなさんからの「どの施設で、どんなボランティアを募集しているかわからない」「活動のきっかけがほしい」と
いった声を受け、受入施設からボランティア募集情報を集めてみました。この機会にぜひご参加ください！
(このほかにも、各施設では随時ボランティアを募集しています。詳細は各施設にお問い合わせください。)

おりがみボランティア募集
内容：近隣の保育園や幼稚園などで使用するメダル等のおりがみ。ケアプラザの事業で使用するおりがみ等、おりがみを

通じた地域交流をメインに活動。ご一緒に地域の為におりがみを折ってみませんか？
日時：毎月22日 10:00～11:00 場所：すすき野地域ケアプラザ(青葉区すすき野1-8-21)
条件：ある程度おりがみの作品を折れる方。 地域の方々とお話するのが好きな方。
募集人数：10名程度(先着) 電話：909-0071(担当：岩崎)

デイサービスでボランティアしてみませんか？
内容：①フラワーアレンジメントの準備＆サポート

➁書道の指導
③入浴後のドライヤーで髪の毛を乾かす

日時：①②13:00～15:00(準備・片付け時間含む)
③10:00～11:30
(曜日については応相談)

場所：荏田地域ケアプラザ(青葉区荏田町494-7)
条件：①～③高齢者の方と一緒に楽しんでいただける方

①フラワーアレンジメントがお好きな方(資格不要)
➁書道がお好きな方(資格不要)

募集人数：いずれも若干名
電話：911-8001(担当：藤枝・近岡)

ボランティアさん募集
内容：①通所利用者様の入浴後のドライヤーかけ補助、

お茶出し、お話相手など
②障がいのある方(18歳以上)たち5名前後が
参加する余暇で外出したり室内でゲームや料
理をして楽しみます

日時：①日曜～金曜(午前中または午後)
②毎月第２土曜 13:00～15:00

場所：上白根地域ケアプラザ(旭区上白根町112)
条件：ボランティア登録をお願いしています

明るく元気な方お待ちしています
募集人数：数名 電話：951-3967(担当：松本)

園芸ボランティア
内容：泉寿荘敷地内の草木・花壇の手入れ
日時：毎月第４月曜 9:00～10:00

(１月、８月は除く)
場所：老人福祉センター 横浜市泉寿荘

(泉区西が岡3-11)
募集人数：10人
電話：813-0861(担当：田村)

デイサービスでボランティア募集
内容：・入浴をした方の髪を乾かしたり、 お茶の提供

・レクリエーションで、囲碁・将棋の相手
＊時間は、相談させていただきます

日時：月曜・火曜・木曜の午前(乾髪ボランティア)
月曜・金曜の午後(囲碁・将棋)

場所：下和泉地域ケアプラザ(泉区和泉が丘1-26-1)
条件：個人情報の守秘義務に同意できる方

ボランティア登録をしていただきます
募集人数：若干名
電話：802-9920(担当：児玉)

水やり
ボラさんも
募集中！
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デイサービスでのボランティア
内容：高齢者デイサービスでご利用者様とのお話し相手、

お茶出し、入浴後のドライヤー掛けなど
お気軽にご見学にお越し下さい

日時：月曜～日曜 10:00～12:00 (曜日応相談)
場所：滝頭地域ケアプラザ (磯子区滝頭2-30-1)
条件：事前にボランティア登録をして頂いております
募集人数：若干名
電話：750-5151(担当：星野)

レクリエーション活動のボランティア
内容：楽器の演奏や創作レク(手芸やちぎり絵等)など普

段地域で活動されている団体(個人)の披露の場
としてレクリエーションを開催して下さる方

日時：月曜・木曜・日曜のいずれか14:00～15:00
場所：SOMPOケア ラヴィーレ洋光台

(磯子区洋光台2-16-26)
募集人数：希望によって応相談
電話：836-1165(担当：姫野)

「まごころ会」配食ボランティア募集！
内容：高齢者・障がい者向け夕食用お弁当の調理・配

達をしています。それぞれのボランティアは月８回
のうち、1回ずつの活動です。
調理ボラは月に1度顔を合わせて、和気あいあい
と家庭の味のお弁当を作ります。ご自分のレシピが
増えます！配達ボラは見守り活動も兼ね、利用
者からの「美味しかった！」の笑顔をいただけます。

日時：第1～4火曜・金曜
調理ボラ：12:00～16:30
配達ボラ：15:45～16:30

場所：能見台地域ケアプラザ(金沢区能見台東2-1)
条件：調理ボラ：基本的な調理ができる方

配達ボラ：人と接することが好きな方
電話：787-0991(担当：片桐)

高齢者施設でのボランティア募集
内容：ご利用者様の入浴後のドライヤーかけならびに施

設内の掃除
日時：月曜～土曜 9:00～12:00、13:30～17:00
場所：特別養護老人ホーム 金沢美浜ホーム

(金沢区釜利谷東四丁目12-1)
条件：お年寄りと接する事が好きな方
募集人数：若干名
電話：788-1600(担当：榊)

子育て中の親子が集うひろばのボランティア
内容：親子が来所するひろばでのそれぞれの特技を生か

した活動 例：折り紙・簡単な工作や昔あそび、
子どもの見守り・親との交流、書籍の修理・整備

日時：ひろば開館時(火曜～土曜 9:30～15:30)
場所：地域子育て支援拠点かなーちえサテライト

(神奈川区入江1-17-12-2)
募集人数：数名
電話：642-5727(担当：新名)

子育て支援拠点ひろばでの見守りボランティア
内容：未就学児の親子が利用するひろばで、見守りやお子

さんの遊び相手をしていただいたり、ご自身の特技を
活かしたお手伝い

日時：火曜～土曜
10:00~12:00または13:00～15:00
※月１回から活動できます

場所：地域子育て支援拠点とことこ
(金沢区能見台東5-6 2階)

条件：ボランティア説明会(毎月実施)にご参加いただき、
内容についてご説明させていただきます

募集人数：数名
電話：780-3205(担当：安田)
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見守りボランティアさん募集
内容：０歳～未就学のお子さんと保護者がのんびり過ご

せる「ひろば」です。赤ちゃんや小さいお子さんの遊
びの見守りや、ママのお話相手、開所前後の消毒
作業のお手伝いなどをお願いします

日時：月曜～金曜 10:00～16:00のうち、2時間程
場所：親子のひろば まんま(瀬谷区瀬谷4-7-19)
条件：子育て真っ最中のママに寄り添っていただける方
募集人数：1回に1名程度
電話：303-5393(担当：かねこ、いいよし)

入居者様と楽しいひと時を過ごしませんか？
内容：①イベント(学生・社会人の趣味等、発表の場)

②日々のレクリエーションやコミュニケーション(書道・
体操・紙芝居・ゲーム・オセロ・お話相手等)

③花壇の手入れ
日時：曜日、時間は応相談
場所：介護老人保健施設ハートケア横浜小雀

(戸塚区小雀町2248-1)
条件：明るくて元気な方 募集人数：随時募集
電話：852-8611(担当：土門)

脳卒中による中途障害者の活動支援
内容：クラフトやボンボンを使った製品制作の準備・補助
日時：月曜～金曜のうち週1回程度

10:00～15:00(半日でも可)
場所：NPO法人中途障害者地域活動センター緑工房

(緑区中山1-21-8 エクセルWADA１F)
条件：手芸など手先を使った作業が好きな方
募集人数：1名～2名
電話：933-3249(担当：北條)

一緒に病院ボランティアをしてみませんか♪
内容：【午前】①外来の案内 ②リハビリの車いす送迎

【午後】①図書の貸し出し、本棚の整理など
②ワークショップ(金曜のみ)

＊コロナの感染状況によっては、受け入れできない
場合があります。

日時：週１回(同じ曜日)＊平日のみ
場所：横浜労災病院(港北区小机町3211)
条件：心身ともに健康な方で、思いやりの心を持った方
募集人数：若干名
電話：474-8111(担当：平井)

ボランティアさん募集中です
内容：・利用者の話し相手、見守り、お茶出し、片付け、

入浴後のドライヤー、レクリエーションのお手伝い等
・歌や踊り、楽器演奏、手芸、折り紙などご自身
の特技を生かした活動
・その他外出行事(買い物や食事会等)の付き添
いなど相談ください

日時：毎日10:00～16:00の中で相談の上決定
場所：小規模多機能事業所「晴」

(栄区上郷町84-9 杜のさぽーと館１階)
条件：高齢者と接することが好きな方
募集人数：若干名
電話：896-0668(担当：三浦)

ご利用者様と一緒に楽しめる方募集中
内容：歌や踊り、楽器演奏、手品など、地域の皆様の趣

味や特技をご利用者の前で披露してみませんか
日時：月曜～日曜 13:30～15:00の間で相談
場所：ケアピリカ横浜港南(港南区下永谷6-7-23)
条件：みんなで一緒に楽しんでいただける方
募集人数：随時募集 お問い合わせください
電話：392-7231(担当：高橋千夏・佐藤重子)

※チラシに掲載しきれなかった募集情報は
市のホームページに掲載しています。

よこはまシニアボランティアポイント 検索
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