
ボランティアさん随時募集しています！ ボランティアさん募集中

≪内容≫ ≪内容≫

①利用者とのコミュニケーション ①傾聴 ②音楽・コーラスを披露

　（話し相手・折り紙・トランプ等） ③寸劇 ④手芸・折り紙

②手芸やクラフト、陶芸等教えて下さる方

③囲碁の相手 その他何でも歓迎です！趣味や特技を活かして

④シーツ交換 是非ご披露ください！ご相談くださいね！

★駐車場あります！ ★電話連絡の上、打合せ日を決定し、

★交通費等実費弁償は応相談。 その際受入れ期間を決定いたします。

★上履きの持参をお願いします。

（施設のスリッパも可）

≪ボランティアさんへ一言≫ ★駐車場有（高さ155ｃｍまで）

誰でも出来る事から趣味や特技を活かせる ≪ボランティアさんへ一言≫

事など幅広くボランティアさんを募集してお 入居者の方と楽しい時間を過ごしませんか？

ります。空いた時間でご活躍頂く事が出来 空いた時間で貴方の趣味や特技を

ます。ボランティア未経験の方でも大歓迎 活かしてみませんか？

です。 皆さん楽しみに待っています！

お気軽にご相談くださいね！

〒461-0002  東区代官町3番2号   

電話：052-932-1686  

FAX：052-932-1963 

≪E-mail≫soudan@tokokai-koyo.jp 〒461-0005  　東区東桜2丁目22番2号 　

電話：052-939-3303  

FAX：052-939-3305 

≪E-mail≫dai-koujyukai@khc.biglobe.ne.jo

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
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〒461-0001　東区泉２丁目28番5号  　　電話 052-932-8204　FAX 052-932-9311

⑤紙芝居・人形劇 ⑥マジックショー　等

2019年2月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★

老人保健施設　康陽
(担当:日比野)

　　　社会福祉法人幸寿会特別養護老人ホーム

　　　東桜の里 (担当:片桐)

　　  福祉施設(高齢者)　　　 福祉施設(障がい児･者)　　　   福祉施設(児童)　　　  福祉施設(その他)
　　  ボラ団体(高齢者)　　　 ボラ団体(障がい児･者)　　　　ボラ団体(児童)　　　  ボラ団体(その他)

東区★福祉ボランティア募集情報★ 
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地下鉄東山線「新栄」より徒歩5分。 

「栄」より徒歩10分。 



　

ボランティアさん随時募集しています！ 喫茶ボランティアを募集しています！

≪内容≫ ≪内容≫

利用者と一緒に運動や脳トレを行い、楽しんで  施設内で実施している喫茶コーナーの

いただけるお手伝いをお願いします。 お手伝いをお願いします。

平日　午前9時～正午　午後2時～午後4時半 （コーヒー等の飲み物の提供、見守り等）

土曜日　午後2時～午後4時 　実施日　毎月第1・3・5火曜日

　時間　　14：00～15：30

★運動は、認知症予防を目標に行うものです

★室内用運動靴　持参

★交通費支給 ≪ボランティアさんへ一言≫

※駐車場なし 施設内で生活されている方々が楽しみに

されている行事です。誰でもできる内容

≪ボランティアさんへ一言≫ ですのでお気軽にご参加下さい。

私どものデイサービスのモットーは、利用者に対して

いつでも「笑顔で親切に接する」を心がけています。 〒461-0032  東区出来町3-16-11   

同じ考え方をお持ちのボランティアさんをぜひ 電話：052-711-8122  

お待ちしております。 FAX：052-711-8123 

≪E-mail≫deki@nagoyaka.or.jp

〒461-0001　東区白壁3-14-10

電話：052-325-3537

ＦＡＸ：052-325-3438

≪E-mail≫harikyu.karadaniyoi@poem.ocn.ne.jp

※休館日：日曜日のみ（祝日は営業）

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会

2019年2月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★

〒461-0001　東区泉２丁目28番5号  　　電話 052-932-8204　FAX 052-932-9311
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リハビリ型デイサービス
ヨクナルケアー(担当：南)

　　　特別養護老人ホーム

　なごやかハウス出来町(担当:蟹江)

　　  福祉施設(高齢者)　　　 福祉施設(障がい児･者)　　　   福祉施設(児童)　　　  福祉施設(その他)
　　  ボラ団体(高齢者)　　　 ボラ団体(障がい児･者)　　　　ボラ団体(児童)　　　  ボラ団体(その他)

東区★福祉ボランティア募集情報★ 
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レクリエーションボランティア募集中 イベントのお手伝いボランティアさん募集！

≪内容≫ ≪内容①≫イベント日程は未定

麻雀、トランプゲーム、パチンコ・ 似顔絵、手品、腹話術、落語、漫才、

スロット、カラオケ、将棋、囲碁 バンド、舞踊など

パズル等のレクリエーション 夏祭り、敬老会、クリスマス会等の

（脳トレーニング）に参加して頂き、 イベントで披露してくださる方を募集中。

ご利用者様と一緒に楽しみ、場を盛り上げる 傾聴、レクリエーション等募集中！

お手伝いをお願い致します。

≪内容②≫随時募集

傾聴、片付け等スタッフ補助、

≪ボランティアさんへ一言≫ レクリエーション

「ご利用者様が夢中になって楽しんで集える

大人の社交場」のような介護施設を目指して ≪ボランティアさんへ一言≫

います。空いているお時間をお貸し下さい。 　宜しくお願い致します。

　明るく元気な利用者様がお待ちして

〒461-0025　東区徳川2-5-5 　おります。

ライフステージ徳川1階 　 

（月～土曜　9:30～16:45） 〒461-0012　東区相生町4番 

電話：052-325-3919 電話：052-936-0586

FAX：052-325-3199 ＦＡＸ：052-936-0597

≪E-mail≫Ivtokugawa@ki-networks.co.jp ≪E-mail≫s_kato8738@yahoo.co.jp

※日曜は休業日です。

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会

2019年2月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★

　　  福祉施設(高齢者)　　　 福祉施設(障がい児･者)　　　   福祉施設(児童)　　　  福祉施設(その他)
　　  ボラ団体(高齢者)　　　 ボラ団体(障がい児･者)　　　　ボラ団体(児童)　　　  ボラ団体(その他)

〒461-0001　東区泉２丁目28番5号  　　電話 052-932-8204　FAX 052-932-9311

　　デイサービスラスベガス徳川
　　(担当:嶋田)

　　　あいおいちょうデイサービスセンター
　　　(担当: 小松・伊禮（いれい）)
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ボランティアさん随時募集中！ ボランティアさん随時募集しています！

≪内容≫ ≪内容≫

①配膳、下膳のお手伝い ①お話し相手 ②配膳、下膳のお手伝い

②お話し相手 ③シーツ交換、掃除 ④洗濯物たたみ

③洗濯物たたみ ⑤お花を活けていただける方等

④裁縫（ボタンつけ等）、手芸 穏和で明るい方、元気な方、真面目な方

⑤将棋・マージャン相手 是非ともご協力いただければ幸いです

⑥シーツ交換、掃除 ★持参する物：エプロン

※駐車場なし

≪ボランティアさんへ一言≫

　上記内容に限らず、幅広く募集 ≪ボランティアさんへ一言≫

しています。１，２時間の空いている 施設内にはデイサービスや老人ホームがあり、

時間帯でも結構です。 ご自分にあったボランティアをご自分の時間に

お気軽にお問い合わせくださいませ。 あわせてできると思います。皆様のあたたかい

お気持ち、お待ちしております。

〒461-0004　東区葵3-25-23 

電話：052-856-8811 〒461-0045　東区砂田橋1-1-1

ＦＡＸ：052-856-3111 電話：052-723-3111

≪E-mail≫chikusa@e-sunlife.or.jp ＦＡＸ：052-723-2720

※休業日なし ≪E-mail≫

（電話は9時～18時の時間で

お問い合わせください。） ・地域密着型特別養護老人ホームと小規模

※駐車場なし 　多機能型居宅は休業日なし

・デイ(アクティブセンター)のみ日曜日休業

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会

2019年2月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★
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〒461-0001　東区泉２丁目28番5号  　　電話 052-932-8204　FAX 052-932-9311

　　ジョイフル砂田橋
　　(担当:小澤)

　　  福祉施設(高齢者)　　　 福祉施設(障がい児･者)　　　   福祉施設(児童)　　　  福祉施設(その他)
　　  ボラ団体(高齢者)　　　 ボラ団体(障がい児･者)　　　　ボラ団体(児童)　　　  ボラ団体(その他)

jfsunadabashi_tokuyou-soudan03@e-sunlife.or.jp

　　介護老人福祉施設
　　ジョイフル千種　(担当:大倉)

東区★福祉ボランティア募集情報★ 

地下鉄名城線「砂田橋」駅 

より徒歩1分 

発 行 
編 集 

他 
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ボランティアさん随時募集しています！ 空いている時間にボランティアしませんか？

≪内容≫ ≪内容≫

①傾聴 （配食ボランティア）

②音楽 平日11：30～12：30まで

③紙芝居・人形劇等 地域に暮らす高齢者、障がい者へのお弁当の

④囲碁・将棋・マージャン 配達、安否確認。

★上履きの持参をお願いいたします。 （作業ボランティア）

★交通費等実費弁償は応相談 山吹ワーキングセンター明倫にて障がい者の

※駐車場あり 方が行う作業の補助、外出時やレクリエー

ション時の補助など。

≪ボランティアさんへ一言≫

≪ボランティアさんへ一言≫ 1日だけでも大丈夫お待ちしてます。

多くの笑顔をお待ちしております。 あなたの空いている時間を少しお貸しください。

お気軽に足を運んでください。

〒461-0003　東区筒井一丁目2番1-1号 〒461-0032　東区出来町三丁目19番26号  　

電話：052-938-0065 電話：052-799-3991

ＦＡＸ：052-938-0070 FAX：052-799-3996

≪E-mail≫tutui@aiseifukusikai.jp ≪E-mail≫

saposen-yamabuki@jasmin.ocn.ne.jp

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
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　　  福祉施設(高齢者)　　　 福祉施設(障がい児･者)　　　   福祉施設(児童)　　　  福祉施設(その他)
　　  ボラ団体(高齢者)　　　 ボラ団体(障がい児･者)　　　　ボラ団体(児童)　　　  ボラ団体(その他)

〒461-0001　東区泉２丁目28番5号  　　電話 052-932-8204　FAX 052-932-9311

2019年2月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★

山吹ワーキングセンター明倫
(担当:角田)

社会福祉法人愛生福祉会
デイサービスセンター筒井(担当：石黒)

東区★福祉ボランティア募集情報★ 
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ボランティアさん随時募集しています！ 子ども食堂のボランティア募集中

≪内容≫ ≪内容≫

〈作業ボランティア〉 子ども食堂のお手伝い

山吹ワーキングセンターにて知的障がいが ・食事の準備（調理） ・子どもの学習支援

ある方が行う、作業補助や外出・レクリ ・子どもの見守り（話し相手、遊び相手）

エーションの補助など ・食事後の後片付け ★エプロン持参

〈配食ボランティア〉 《募集日時》

11：30～12：30頃。地域に暮らす高齢 月に２回程度

者・障がい者へのお弁当の配達、安否確認。 1/7(月)、1/21(月)､2/8(金)､2/22(金)、3/13(水)、3/27(水)

★動きやすい服装でお願いします。 全日16：00～19：00

★短い時間でも構いません。 《活動場所》

※駐車場なし ジョイフル砂田橋（東区砂田橋1-1-1）※駐車場なし

≪ボランティアさんへ一言≫

≪ボランティアさんへ一言≫ 小学生から中学生の子どもを対象に、食事を通して子供同士

笑顔いっぱいの利用者のみんなが皆様を や地域住民との交流ができる「居場所」を提供し、必要に応じ

お待ちしています！！ て相談支援や学習支援を行うことにより、地域での孤立、

閉じこもりや孤食の防止を目的とし、子ども食堂を運営

します。「料理は得意！」という方、料理は得意じゃないけれど、

「子どもが大好き！！」という方、「小学生の勉強なら少しは

〒461-0001　東区白壁1丁目41番地 教えられるかな？」という方…等。地域の皆さんと一緒に、

電話：052-961-5677 地域の皆様のお力をお借りして、子ども食堂を運営していきたい

ＦＡＸ：052-961-5560 と考えています。ぜひ、ご協力をお願いいたします。

≪E-mail≫yamabuki@lily.ocn.ne.jp 〒461-0045　東区砂田橋1-1-1

※休館日：土・日・祝休み 電話：052-238-4611 FAX：052-238-4615

≪E-mail≫m-yamashita@e-sunlife.or.jp

社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001　東区泉２丁目28番5号  　　電話 052-932-8204　FAX 052-932-9311
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★★★ 希望する活動がある場合は、直接各施設･団体担当者までお問合せください ★★★

山吹ワーキングセンター
(担当:廣部)

　社会福祉法人サンライフ/
　　サン・ビジョン　 (担当:山下)

　　  福祉施設(高齢者)　　　 福祉施設(障がい児･者)　　　   福祉施設(児童)　　　  福祉施設(その他)
　　  ボラ団体(高齢者)　　　 ボラ団体(障がい児･者)　　　　ボラ団体(児童)　　　  ボラ団体(その他)

東区★福祉ボランティア募集情報★ 
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