
ＨＯＴでおススメな
ボランティア情報満載！

発行

大和市社会福祉協議会

やまとボランティアセンター

TEL : 046-260-5643

FAX : 050-3730-9430

vc@yamato-shakyo.or.jp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も く じ 
やまとボランティアセンターの紹介・・・  ２ 
やまとボランティアセンターがどんなところなのかご紹介します！ 

 

ボランティアの心得・・・・・・・・・・  ３ 
ボランティアを始める前に最低限知って欲しいことをお伝えさせていただきます 
 

ＭＥＮＵ表の見方・・・・・・・・・・・  ４ 
このメニュー表の見方について説明します 

 

北部地区のボランティア情報・・・・・・  ５ 
北部地区のボランティア情報を紹介します 

 

中部地区のボランティア情報・・・・・・  １5 
中部地区のボランティア情報を紹介します 

 

南部地区のボランティア情報・・・・・・  ２5 
南部地区のボランティア情報を紹介します 



 

2 

やまとボランティアセンターの紹介 
【やまとボランティアセンターってどんなところ？】 

ボランティアセンターは、「ボランティア活動してみたい！」「ボランティアをお願いし

たい…」といった方の相談窓口です。活動者と相談者をつなぐ役割を持っています。 

令和 2年 3月現在、274名の個人ボランティア、55のボランティア団体がやまとボラ

ンティアセンターに登録していただき、活動されています。 

 

【ボランティアセンターの相談の流れはどうなってるの？】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【該当ボランティアがいない場合】 

あくまで善意の活動なので、活動者が見つからな

い場合もあります。しかし、ボランティア情報誌やＨ

Ｐを用いて、新たなボランティア発掘やＮＰＯ・民間

業者なども含めて、お探しします。 

※依頼内容によっては、お受けできない場合もございます。 

【該当ボランティアがいる場合】 

依頼者、ボランティア、職員の三者で、日にち

や時間、集合場所を調整し、お手伝いさせて

いただきます。 

ボランティアコーディネーターが登録ボランティアを中心に 

ボランティアコーディネートをします♪ 

 

祖母の通院に付き添いが必要なんだ

けど、その日は仕事が休めないし…。

一人で行かせると転倒の危険もある

しなぁ。 

高齢になると椅子に上がって電球

を替えるのも怖いわ。でも、こんな

ことで電気屋さんにお願いするの

も… 

利用者の話し相手になってくれる

方いないかな…。今度のお祭りに

も手伝いがいたら助かるなぁ… 

http://4.bp.blogspot.com/-q7_BRAXJoqU/USs3nGOFwUI/AAAAAAAAOSw/n3ptvWdoSO8/s1600/woman_think.png
http://3.bp.blogspot.com/-5fFQT6gHdFI/U5hUMJ-EdJI/AAAAAAAAhFg/MOImTZ0dSlo/s800/shinpai_obaasan.png
http://2.bp.blogspot.com/-lYVVqLIOxNk/VJ6XAvZ4VqI/AAAAAAAAqDk/-LqEVU9ijpY/s800/kaigo_kurumaisu.png
http://1.bp.blogspot.com/-7_tELB1A_Zw/UZM49POKe7I/AAAAAAAASQk/1YS95rrd1IM/s800/computer_ol.png


３ 

 

ボ ラ ン テ ィ ア の 心 得 
【ボランティア活動とは】 

 誰もが人間らしく豊かに暮らしていける社会を目指して、身近なところでできることを自らすす

んで活動することです。ボランティア活動は、地域や社会をより良くすることだけにとどまらず、活

動する自分自身の心の成長につながる力も持っています。 

【ボランティア活動 4 原則】 

１ 自分の意志で行う    （自主性・自発性） 

２ 共に支え合い、学び合う （社会性・連帯性） 

３ 見返りを求めない    （無償性） 

４ よりよい社会をつくる  （創造性） 

【ボランティアを行う上でのマナーや心がけ】 

 突然の訪問は避けましょう！ 

皆さんにもいろいろ用事があるように、施設にも忙しい時間や担当者が不在の時間があり

ます。一方的な思いや行動は時として迷惑になることもあるので気を付けましょう！ 
 

 どんな施設なのか事前に学習しましょう！ 

最初はとまどうことも多いと思います。しかし、事前に調べることで、とまどいや不安はある程

度解消されます。場所や施設名はもちろんですが、理念や利用者数などもホームページな

どでチェックしておきましょう。 
 

 約束は守りましょう！ 

どんな場合でも職員やスタッフからの指示は守りましょう！「ボランティアだからいいや」はマ

ナー違反です× 
 

 依頼の範囲は超えないようにしましょう！ 

すべてを行うことが利用者や依頼者のためになるとは限りません。もし、依頼以上の事をお

願いされても、その場では判断せず、ボラセンや施設の職員に相談してください。 
 

 身だしなみは整えましょう！ 

爪や装飾品が利用者を傷つけることもありますので、動きやすい服装で活動しましょう。 
 

 保険に加入しましょう！ 

ボランティアセンターでは、ボランティア活動中のケガなどに対応する保険を扱っています。

お気軽にご相談ください。 
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ボランティアＭＥＮＵの見方 
【掲載順】 

北部・中部・南部の順に掲載しております。 

【アイコンについて】 ※今回は高齢者分野のみの掲載です 

[分野]      ・・高齢分野           ・・障がい分野           ・・子ども分野           ・・その他 

 

[単発・継続]            ・・単発的なボランティア募集              ・・継続的なボランティア募集 

 

【ＭＥＮＵ表について】 

ＭＥＮＵ表は、「募集内容」「活動日時」「活動場所」「持ち物」に分かれています。 

例）〇〇〇〇デイサービス 

募集内容 利用者の話し相手 

活動日時 １０：００～１７：００の間でご都合のよい時間 2 時間程度 

活動場所 〇〇〇〇デイサービス集会室（鶴間 1-31-7 4 階） 

持ち物 上履き・エプロン 

 

【ボランティア活動したいときは】 

ＭＥＮＵ表を見て、活動を希望された際は、まず、やまとボランティアセンターまでお問合せ下さい。ボラ

ンティアコーディネーターが施設と、初回の日時や活動内容の調整を行います。 

高 障 子 他

継単

やまとボランティアセンター ＴＥＬ：０４６－２６０－５６４３ ＦＡＸ：０５０－３７３０－９４３０ 

〒２４２－０００４ 大和市鶴間１－３１－７ 大和市保健福祉センター4階 

開所時間：月曜日～土曜日 8時 30分～17時 15分（日曜日・祝日はお休みです） 

高 継



高 継

手工芸の指導またはアシスタント 高 継

シーツ・枕カバーなどの洗濯・交換 高 継

高 継

高 継

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

持ち物 特になし

北部のボランティア募集情報

ロゼホームつきみ野（特別養護老人ホーム）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月曜日または金曜日の14:00～16:00

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

持ち物 エプロン

活動内容 将棋の相手

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

持ち物 エプロン

活動内容

活動日時 毎週水曜日9:30～12:00

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

持ち物 エプロン

活動内容

活動日時 第3水曜日14:15～15:00

持ち物 エプロン

活動内容 利用者の衣類の繕い

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください
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高 継

高 継

高 継

高 継

高 継

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 サンホーム鶴間（西鶴間8－1－2）

持ち物 上履き

活動場所 サンホーム鶴間（西鶴間8－1－2）

持ち物 上履き

活動内容 介護の補助（リネン交換・水分準備）

サンホーム鶴間（特別養護老人ホーム）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月曜日から土曜日10:00～11:30

活動場所 ほの里 南林間（南林間6－31－28）

持ち物 汚れてもいい服装

活動内容 趣味の指導（書道・華道など）

持ち物 上履き

ほの里 南林間（特別養護老人ホーム）

活動内容 庭の清掃（草取り）

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動内容 居室の清掃

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 サンホーム鶴間（西鶴間8－1－2）

活動日時 月曜日から土曜日14:00～15:00

活動場所 ほの里 南林間（南林間6－31－28）

持ち物 応相談
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高 継

高 継

高 継

高 継

高 継

持ち物 上履き

成和ナーシングプラザ（介護老人保健施設）

活動内容 シーツの交換

活動日時 月曜日から金曜日10:00～12:00

活動内容 シーツ交換

活動日時 月曜日から土曜日9:00～17:00の間の30分～60分

活動場所 ほの里 南林間（南林間6－31－28）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月・火・木・金の9:00～12:00もしくは14:00～16:00

活動場所 成和ナーシングプラザ（南林間9－8－9）

活動日時 月曜日から土曜日13:00～17:00

活動場所 成和ナーシングプラザ（南林間9－8－9）

持ち物 エプロンと上履き

活動場所 成和ナーシングプラザ（南林間9－8－9）

持ち物 エプロンと上履き

活動内容 話し相手

活動場所 成和ナーシングプラザ（南林間9－8－9）

持ち物 エプロンと上履き

持ち物 濡れてもよい服装と上履き

活動内容 風呂場までの車いす誘導

活動日時 月・火・木・金の9:00～12:00もしくは14:00～16:00
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高 継

高 継

アロマセラピーやハンドマッサージ 高 継

高 継

高 継

活動日時 月曜日から土曜日でボランティアの都合に合わせて

活動場所 成和ナーシングプラザ（南林間9－8－9）

持ち物 エプロンと上履き

活動内容 衣類の繕い

持ち物 エプロン

活動内容 折り紙ボランティア

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

持ち物 エプロン

活動内容

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

ロゼホームつきみ野（デイサービス）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 水・木・土の10:00～12:00

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

活動日時 月曜日から土曜日の10:00～15:00

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

持ち物 エプロン

活動場所 ロゼホームつきみ野（下鶴間418－2）

持ち物 エプロン

活動内容 散歩の付き添い
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高 継

高 継

高 継

高 継

高 単

サンホーム鶴間（デイサービス）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月曜日から土曜日の13:00～15:30

活動場所 サンホーム鶴間（西鶴間8－1－2）

活動日時 月・火・木の9:00～11:30

活動場所 デイホーム ハピネス（中央林間4－10－16）

持ち物 特になし

活動場所 サンホーム鶴間（西鶴間8－1－2）

持ち物 上履き

デイホーム　ハピネス（デイサービス）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

持ち物 上履き・エプロン

活動内容 囲碁・将棋の相手

活動日時 月曜日から土曜日の13:00～15:30

活動場所 デイホーム ハピネス（中央林間4－10－16）

持ち物 特になし

持ち物 特になし

活動内容 納涼祭・敬老会・クリスマス会

活動日時 不定期13:00～15:30

活動内容 外出の際の付き添い・見守り

活動日時 不定期で年に3～4回実施13:00～16:00

活動場所 未定
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高 継

高 継

高 継

高 継

高 継

つきみ野かりん（デイサービス）

活動内容 話し相手

持ち物 上履き

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月曜日から土曜日10:30～12:00もしくは13:00～17:00

活動内容 レクリエーションの補助

活動日時 月曜日から土曜日10:30～12:00もしくは13:00～17:00

活動場所 つきみ野かりん（下鶴間2160－1）

活動日時 月曜日から土曜日10:30～12:00もしくは13:00～17:00

活動場所 つきみ野かりん（下鶴間2160－1）

持ち物 上履き

らいおんハートリハビリ温泉デイサービス中央林間（デイサービス）

活動内容 話し相手、お茶出し

活動日時 月曜日から土曜日10:00～15:00の間で随時

活動場所 下鶴間1777-3（らいおんハートリハビリ温泉デイサービス）

活動日時 月曜日から土曜日10:30～12:00もしくは13:00～17:00

活動場所 つきみ野かりん（下鶴間2160－1）

持ち物 上履き

活動場所 つきみ野かりん（下鶴間2160－1）

持ち物 上履き

活動内容 将棋・囲碁・麻雀の相手

持ち物 上履き
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高 継

高 単

高 継

高 継

高 継

活動日時 月曜日から土曜日13:30～15:30の間で随時

活動場所 下鶴間1777-3（らいおんハートリハビリ温泉デイサービス）

持ち物 上履き

活動場所 下鶴間1777-3（らいおんハートリハビリ温泉デイサービス）

持ち物 上履き

活動内容 フラダンス・演奏・舞踊等の披露

活動内容 レクリエーションの補助

活動日時 月曜日から土曜日10:00～15:00の間で随時

活動場所 西鶴間7-17-22（かがやきデイサービス西鶴間）

持ち物 特になし

地域福祉おもいで（デイサービス）

活動内容 麻雀・囲碁・将棋・話し相手

持ち物 特になし

活動内容 食事の下膳

活動日時 木・金・土の12:00～13:00

かがやきデイサービス西鶴間（デイサービス）

活動内容 話し相手

活動日時 金曜日13:00～14:00

活動場所 西鶴間7-17-22（かがやきデイサービス西鶴間）

活動日時 月曜日から日曜日の11:00～12:00、14:00～15:00

活動場所 林間2-1-1（地域福祉おもいで）

持ち物 特になし
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高 継

高 単

高 単

高 単

高 単

持ち物 特になし

活動内容 歌や楽器演奏

活動日時 月曜日から日曜日の15:00～15:30

活動内容 カラオケの手伝い

活動日時 月曜日から日曜日の13:50～15:00

活動場所 林間2-1-1（地域福祉おもいで）

活動日時 不定期（毎月開催）

活動場所 林間2-1-1（地域福祉おもいで）

持ち物 特になし

活動場所 林間2-1-1（地域福祉おもいで）

持ち物 披露に必要なものをお持ちください

活動内容 夏祭り等のイベント

ベルビルサロン田園（デイサービス）

活動内容 楽器演奏（少人数）

活動日時 14:00～15:00

活動場所 中央林間5-9-3（ベルビルサロン田園）

持ち物 演奏に必要な楽器（電子ピアノあり）

活動内容 踊りや手品の披露

活動日時 14:00～15:00

活動場所 中央林間5-9-3（ベルビルサロン田園）

持ち物 披露に必要なものをお持ちください
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高 継

高 単

高 継

高 単

高 単

花物語やまと西（小規模多機能型居宅介護）

活動内容 将棋の相手

活動日時 月・火・土の13:30～14:30

活動場所 南林間9－1－7（花物語やまと西）

活動日時 13:30～14:30

活動場所 南林間9－1－7（花物語やまと西）

持ち物 特になし

活動場所 南林間9－1－7（花物語やまと西）

持ち物 特になし

活動内容 話し相手

持ち物 特になし

活動内容 歌や演芸、楽器演奏など

活動日時 14:00～15:00

活動場所 南林間9－1－7（花物語やまと西）

持ち物 特になし

持ち物 エプロン

活動内容 外出の際の付き添い・見守り

活動日時 時期未定（年4～5回）

活動内容 秋祭りの手伝い

活動日時 時期未定（11月ごろ）

活動場所 南林間9－1－7（花物語やまと西）
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高 継

高 継

高 継

花織やまと（小規模多機能型居宅介護）

活動内容 将棋の相手

持ち物 エプロン

エスケアライフ大和（小規模多機能型居宅介護）

活動内容 麻雀の相手

活動日時 火・金曜日の13:30～15:00

活動内容 折り紙・手工芸

活動日時 13:30～1時間程度

活動場所 下鶴間2973-2（花織やまと）

活動日時 火・木・土の13:30～1時間程度

活動場所 下鶴間2973-2（花織やまと）

持ち物 エプロン

活動場所 中央林間6－8－6（エスケアライフ大和）

持ち物 特になし
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高 継

高 継

高 継

高 単

高 単

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動内容 洗濯物たたみ

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動内容 話し相手

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 晃風園（草柳2-15-1）

中部のボランティア募集情報

晃風園（特別養護老人ホーム）

活動内容 納涼祭の手伝い

活動日時 時期未定

活動場所 晃風園内および駐車場（草柳2-15-1）

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 晃風園（草柳2-15-1）

持ち物 動きやすい服装

活動場所 晃風園（草柳2-15-1）

持ち物 動きやすい服装

活動内容 園内の清掃

活動場所 晃風園（草柳2-15-1）

持ち物 動きやすい服装、タオル

持ち物 動きやすい服装、タオル

活動内容 晃風園バザーの手伝い

活動日時 時期未定

 15



高 継

高 単

高 継

高 継

高 継

活動日時 第3火、第1・２・３木、第2・4金の14:00～15:00

活動場所 みなみ風（上草柳164－5）

持ち物 特になし

みなみ風（特別養護老人ホーム）

活動内容 工作・手芸・生け花などの指導

活動場所 みなみ風（上草柳164－5）

持ち物 特になし

ル・リアンふかみ（特別養護老人ホーム）

活動内容 縫い物（名入れ・繕い）

持ち物 特になし

活動内容 話し相手

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動内容 音楽演奏

活動日時 第3火、第1・２・３木、第2・4金の14:00～15:00

活動場所 みなみ風（上草柳164－5）

持ち物 室内履き

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月曜日から土曜日の10:00～12:30（要相談）

活動場所 ル・リアンふかみ（深見2106－1）

活動日時 月曜日から日曜日の10:00～17:00（要相談）

活動場所 ル・リアンふかみ（深見2106－1）

持ち物 裁縫道具（簡易的な道具は施設にあります）
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高 継

高 単

高 継

高 継

高 継

活動内容 散歩の付き添い

活動日時 月曜日から日曜日の14:00～15:00（要相談）

葵の園・大和（介護老人保健施設）

活動内容 話し相手

活動日時 11:00～11:45、13:30～14:30

活動場所 葵の園・大和（深見台1－7－33）

活動日時 月曜日から日曜日の10:00～15:00（要相談）

活動場所 ル・リアンふかみ（深見2106－1）

持ち物 演奏等に必要なもの

活動場所 ル・リアンふかみ（深見2106－1）

持ち物 特になし

活動内容 歌・音楽演奏

活動日時 13:30～14:30

活動場所 葵の園・大和（深見台1－7－33）

持ち物 特になし

活動場所 葵の園・大和（深見台1－7－33）

持ち物 特になし

活動内容 編み物の指導

持ち物 特になし

活動内容 折り紙の指導

活動日時 13:30～14:30
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高 単

高 継

高 単

高 継

高 継

活動場所 晃風園デイサービスみのり（深見東3－2－4）

持ち物 エプロン

活動内容 歌・演芸・舞踊など特技の披露

持ち物 特になし

晃風園デイサービスみのり（デイサービス）

活動内容 お茶出し・ドライヤーかけ・話し相手

活動日時 火・金の9:30～14:00

活動内容 夏祭りのお手伝い

活動日時 時期未定

活動場所 葵の園・大和（深見台1－7－33）

持ち物 特になし

晃風園デイサービス草柳（デイサービス）

活動内容 ドライヤーかけ・話し相手・お茶出し

活動日時 月曜日から土曜日の9:30～12:30

活動内容 趣味の指導(書道・折り紙・将棋等)

活動日時 月曜日から土曜日（時間は応相談）

活動場所 晃風園デイサービスみのり（深見東3－2－4）

活動日時 14:00～15:45

活動場所 晃風園デイサービスみのり（深見東3－2－4）

持ち物 特になし

活動場所 晃風園デイサービス草柳（草柳2－15－1）

持ち物 特になし
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高 継

高 単

高 単

高 継

高 単

活動内容 カラオケ・舞踊・フラダンス・演奏

活動日時 月曜日から土曜日の14:00～15:30

活動場所 晃風園デイサービス草柳（草柳2－15－1）

活動日時 ①月～土13:00～16:00　②月～土9:30～11:30

活動場所 晃風園デイサービス草柳（草柳2－15－1）

持ち物 特になし

活動内容 ①麻雀　②囲碁・将棋・オセロ

活動日時 火曜日から土曜日の13:30～15:30

活動場所 晃風園デイサービス団欒（草柳2－14－2）

持ち物 特になし

活動場所 晃風園デイサービス団欒（草柳2－14－2）

持ち物 特になし

活動内容 話し相手

持ち物 特になし

晃風園デイサービス団欒（デイサービス）

活動内容 歌・演芸など

活動日時 火曜日から土曜日の13:30～15:30

持ち物 楽器は持ち込み

MOデイサービス（デイサービス）

活動内容 楽器演奏

活動日時 月曜日から金曜日の15:00～15:30

活動場所 MOデイサービス（桜森2－8－12コスモ相模大塚）
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高 継

高 単

高 継

レクリエーション補助(折り紙・手芸等) 高 継

高 単

活動場所 MOデイサービス（桜森2－8－12コスモ相模大塚）

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動内容 クリスマス会での手品など

活動内容 体操時の見守りと声掛け

活動日時 月曜日から金曜日の14:00～15:00

持ち物 特になし

活動内容

活動日時 月曜日～土曜日の10:00～12:00、13:00～17:00

活動場所 深見台4-13-27（だんらんの家大和）

だんらんの家大和（デイサービス）

活動内容 話し相手

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 深見台4-13-27（だんらんの家大和）

活動日時 時期未定

活動場所 MOデイサービス（桜森2－8－12コスモ相模大塚）

持ち物 手品の道具

活動場所 深見台4-13-27（だんらんの家大和）

持ち物 特になし

持ち物 特になし

活動内容 特技の披露

活動日時 月曜日～土曜日の10:00～12:00、13:00～17:00
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高 継

高 単

高 継

高 継

高 継

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 深見台4-13-27（だんらんの家大和）

持ち物 特になし

活動内容 散歩の付き添い

活動場所 深見台4-13-27（だんらんの家大和）

持ち物 特になし

リハビリデイサービス ワクワクやまと（デイサービス）

活動内容 将棋の相手

持ち物 エプロン

活動内容 庭の手入れ

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動内容 納涼祭の手伝い

活動日時 時期未定

活動場所 深見台4-13-27（だんらんの家大和）

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 大和東2-8-11（ワクワクやまと）

持ち物 特になし

大和YMCAデイサービスセンター（デイサービス）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 9:30～12:30

活動場所 大和東3－3－16（大和YMCAデイサービスセンター）

持ち物 特になし
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高 継

高 継

高 単

高 継

高 継

活動場所 大和東3－3－16（大和YMCAデイサービスセンター）

持ち物 特になし

持ち物 特になし

活動内容 演芸・舞踊・楽器演奏など

活動日時 ボランティアの都合に合わせて13:30～15:30の間で

セントケア看護小規模多機能上草柳（看護小規模多機能型居宅介護）

活動内容 レクリエーション補助(折紙・カラオケ等)

活動日時 ボランティアの都合に合わせて14:00～15:00の間で

活動場所 上草柳8-13-17（セントケア看護小規模多機能上草柳）

活動内容 話し相手・お茶出し

活動日時 9:30～12:30、13:30～16:30

SOMPOケア　ラヴィーレ大和（有料老人ホーム）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月曜日～金曜日の15:00～16:00

活動場所 SOMPOケア　ラヴィーレ大和（上草柳2－19－16）

活動日時 ボランティアの都合に合わせて14:00～17:00の間で

活動場所 上草柳8-13-17（セントケア看護小規模多機能上草柳）

持ち物 特になし

活動場所 上草柳8-13-17（セントケア看護小規模多機能上草柳）

持ち物 特になし

活動内容 趣味の指導（手工芸・囲碁・体操など）

持ち物 動きやすい服装、上履き
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高 継

高 継

高 継

高 継

高 単

活動日時 月曜日～金曜日の16:00～17:00

活動場所 SOMPOケア　ラヴィーレ大和（上草柳2－19－16）

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動場所 SOMPOケア　ラヴィーレ大和（上草柳2－19－16）

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動内容 カラオケの付き添い・補助

活動内容 書道の補助

活動日時 第1日曜日10:00～11:00

活動場所 SOMPOケア　ラヴィーレ大和（上草柳2－19－16）

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動内容 夏祭り・運動会等の付き添い・補助

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動内容 車いすの備品の整理

活動日時 毎週水曜日10:00～11:00

活動内容 読み聞かせ

活動日時 第2・第4金の10:30～11:30

活動場所 SOMPOケア　ラヴィーレ大和（上草柳2－19－16）

活動日時 時期未定

活動場所 SOMPOケア　ラヴィーレ大和（上草柳2－19－16）

持ち物 動きやすい服装、上履き
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高 継

高 継

高 継

高 継

持ち物 特になし

活動内容 話し相手

活動日時 10:00～11:00、13:00～17:00の間

サニーステージ大和（有料老人ホーム）

活動内容 庭の手入れ・木の剪定

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 サニーステージ大和（桜森2－22－30）

活動内容 ボールペン字の指導

活動日時 14:00～15:00

活動場所 サニーステージ大和（桜森2－22－30）

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 サニーステージ大和（桜森2－22－30）

持ち物 特になし

活動場所 サニーステージ大和（桜森2－22－30）

持ち物 特になし

活動内容 車いすの清掃・繕い物の手伝い

持ち物 特になし

 24



高 継

高 継

高 継

高 単

高 単

活動内容 話し相手

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 敬愛の園（福田1551）

活動日時 月曜日から日曜日の9:00～17:00の間の30分～60分程度

活動場所 敬愛の園（福田1551）

持ち物 上履き

南部のボランティア募集情報

敬愛の園（特別養護老人ホーム）

活動内容 シーツの交換

活動日時 9月の最終日曜日

活動場所 敬愛の園（福田1551）

持ち物 動きやすい服装、飲み物、タオル、エプロン

活動場所 敬愛の園（福田1551）

持ち物 上履き

活動内容 敬愛ふれあい祭りの手伝い

持ち物 上履き

活動内容 洗濯物たたみ、洗濯、清掃

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

持ち物 上履き

活動内容 特技の披露（演奏や踊り）

活動日時 日曜日

活動場所 敬愛の園（福田1551）
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高 継

高 単

高 継

高 継

高 継

活動場所 スミール桜ヶ丘（上和田1021－1）

持ち物 特になし

活動内容 合唱などの余暇支援(ギター・ピアノ伴奏)

スミール桜ヶ丘（特別養護老人ホーム）

活動内容 将棋・囲碁の相手

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

持ち物 要相談

活動内容 趣味の指導（折り紙・ちぎり絵など）

活動日時 13:00～16:00の間でボランティアの都合に合わせて

活動内容 昔遊び（お手玉・けん玉・かるた等）

活動日時 13:00～16:00の間でボランティアの都合に合わせて

活動場所 スミール桜ヶ丘（上和田1021－1）

活動日時 13:00～16:00の間でボランティアの都合に合わせて

活動場所 スミール桜ヶ丘（上和田1021－1）

持ち物 楽器など必要なものは各自持ち込み ※電子ピアノあり

活動日時 月・火・金・土の10:00～11:00

活動場所 ひまわりの郷（上和田3467－1）

持ち物 特になし

活動場所 スミール桜ヶ丘（上和田1021－1）

持ち物 要相談

ひまわりの郷（特別養護老人ホーム）

活動内容 洗濯物たたみ
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高 単

高 継

高 継

高 継

高 継

活動内容 納涼祭での模擬店の手伝い

活動日時 時期未定

活動場所 ひまわりの郷（上和田3467－1）

活動日時 毎週木曜日14:00～15:30

活動場所 和喜園（下和田字下ノ原822－1 ）

持ち物 上履き（色・形自由）

活動場所 和喜園（下和田字下ノ原822－1 ）

持ち物 上履き（色・形自由）

活動内容 洗濯物たたみ

持ち物 動きやすい服装

和喜園（特別養護老人ホーム）

活動内容 ドライヤーかけ

活動日時 月曜日・木曜日10:00～11:30

活動場所 敬愛の園（福田1551）

持ち物 特になし

持ち物 エプロン

活動内容 外気浴

活動日時 不定期

敬愛の園（養護老人ホーム）

活動内容 喫茶店の手伝い

活動日時 火曜日・木曜日14:00～15:00（不定期）

活動場所 敬愛の園（福田1551）
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高 継

高 継

高 継

高 継

高 継

まごころデイサービスセンター（デイサービス）

活動内容 話し相手・お茶出し等

活動日時 月曜日～土曜日10:00～12:00の間で都合のいい時間

活動場所 柳橋2-11（大和市まごころ地域福祉センター内）

活動内容 話し相手

持ち物 特になし

しょうじゅの里　大和（介護老人保健施設）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 木曜日・金曜日の9:00～11:30

活動内容 レクリエーションの補助

活動日時 応相談

活動場所 敬愛の園（福田1551）

活動日時 応相談

活動場所 敬愛の園（福田1551）

持ち物 特になし

活動日時 応相談

活動場所 しょうじゅの里　大和（上和田2633）

持ち物 特になし

活動場所 しょうじゅの里　大和（上和田2633）

持ち物 特になし

活動内容 話し相手

持ち物 上履き・エプロン
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高 単

高 継

高 単

趣味の指導(書道・絵はがき・版画等) 高 継

高 継

活動日時 月曜日～土曜日14:30～15:30の間の45分程度

活動場所 柳橋2-11（大和市まごころ地域福祉センター内）

持ち物 披露の際に必要なものは持ち込み

活動内容 特技の披露（演奏・落語・踊りなど）

活動場所 敬愛の園（福田1551）

持ち物 披露の際に必要なものは持ち込み

活動内容

活動日時 10:30～11:30

持ち物 特になし

活動内容 特技の披露（演奏・落語・踊りなど）

活動日時 月曜日から土曜日の13:45～14:45

敬愛の園（デイサービス）

活動内容 話し相手・レクリエーション補助

活動日時 月から土の9:30～12:00もしくは13;30～16:30

活動場所 敬愛の園（福田1551）

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 生きがい工房上和田（上和田2412）

持ち物 特になし

活動場所 敬愛の園（福田1551）

持ち物 必要な物品に関してはご相談ください

生きがい工房上和田（デイサービス）

活動内容 話し相手
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高 継

高 継

高 継

高 単

高 継

活動内容 レクリエーションの補助

活動日時 10:00～11:30もしくは13:30～14:30

活動場所 生きがい工房上和田（上和田2412）

活動日時 月曜日から土曜日の13:00～15:30

活動場所 ひまわりの郷（上和田3467－1）

持ち物 特になし

活動場所 ひまわりの郷（上和田3467－1）

持ち物 特になし

活動内容 麻雀の相手

持ち物 特になし

ひまわりの郷（デイサービス）

活動内容 入浴後のドライヤーかけ

活動日時 月曜日から土曜日の10:30～12:00

活動場所 ひまわりの郷（上和田3467－1）

持ち物 必要な物品に関してはご相談ください

持ち物 エプロン

活動内容 趣味の指導（歌・詩吟・工作など）

活動日時 月曜日から土曜日の13:00～15:00

活動内容 歌や踊りなどの披露

活動日時 月曜日から土曜日の14:00～15:00

活動場所 ひまわりの郷（上和田3467－1）
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特技の披露(演奏・歌・落語・踊り等) 高 単

趣味の指導（書道・手芸・工作など） 高 継

高 継

高 継

高 単

デイサービス　げ・ん・き（デイサービス）

活動内容

ケアセンター敬愛の園だんだん（デイサービス）

活動内容 話し相手

活動日時 10:30～12:45、13:30～16:00

活動場所 渋谷5-1-1（敬愛の園だんだん）

活動内容

活動日時 月曜日～土曜日の13:30～15:00

活動場所 デイサービスげ・ん・き（福田2－8－3）

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動日時 月曜日～土曜日の13:30～15:00

活動場所 デイサービスげ・ん・き（福田2－8－3）

持ち物 動きやすい服装、上履き

活動日時 10:30～12:45、13:30～16:00

活動場所 渋谷5-1-1（敬愛の園だんだん）

持ち物 特になし

活動場所 渋谷5-1-1（敬愛の園だんだん）

持ち物 タオル・動きやすい服装

活動内容 特技の披露

持ち物 タオル・飲み物

活動内容 体操補助や趣味の指導

活動日時 10:00～12:45、13:00～16:00
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高 継

高 単

高 継

高 継

上履き

活動場所 渋谷7-24-1（季の家高座渋谷）

持ち物 特技の披露のために必要なもの

より道一休（小規模多機能型居宅介護）

活動内容 話し相手・レクリエーションの補助

持ち物 特になし

活動内容 特技の披露（歌・演芸など）

活動日時 14:00～15:00

季の家高座渋谷（小規模多機能型居宅介護）

活動内容 工作・手芸などの指導

活動日時 14:00～15:00

活動場所 渋谷7-24-1（季の家高座渋谷）

持ち物 特になし

活動内容 庭の手入れ

活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 福田5-26-10（より道一休）

活動日時 金曜日以外の13:00～16:30

活動場所 福田5-26-10（より道一休）

持ち物

 32



高 継

高 継

高 継

高 継
活動日時 ボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 SOMPOケア ラヴィーレ高座渋谷（福田1942）

持ち物 上履き

活動場所 SOMPOケア ラヴィーレ高座渋谷（福田1942）

持ち物 動きやすい服装

活動内容 レクリエーションの補助（体操等）

SOMPOケア　ラヴィーレ高座渋谷（有料老人ホーム）

活動内容 大浴場の清掃

活動日時 月曜日～土曜日の16:00～17:00

げんきステーション　あくしゅ（看護小規模多機能型居宅介護）

活動内容 話し相手・レクリエーションの補助

活動日時 月～金でボランティアの都合に合わせてご活動ください

活動場所 上和田846－6（げんきステーション　あくしゅ）

持ち物 スリッパ

活動内容 昼食の配膳や片付け

活動日時 月～日の11:00～14:00

活動場所 上和田846－6（げんきステーション　あくしゅ）

持ち物 スリッパ
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子 継

子 単

子 継活動内容 絵本の読み聞かせ

活動日時 月曜日から土曜日の9：00～16：30の間で1時間半程度

活動場所 柳橋2-11（大和市まごころ地域福祉センター内）

持ち物 特になし

大和市子育て支援センター

活動内容 子どもの遊び相手

活動日時 月曜日から土曜日の9：00～16：30の間で1時間半程度

活動場所 柳橋2-11（大和市まごころ地域福祉センター内）

持ち物 特になし

活動内容 講座時の保育

活動日時 月曜日から土曜日の9：00～16：30の間で1時間半程度

活動場所 柳橋2-11（大和市まごころ地域福祉センター内）

持ち物 特になし
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