
　

片づけ、屋上の畑の世話など

　たいです

入所者やデイケアの利用者の話し相手、茶わん等の 話し相手、掃除、囲碁・将棋相手、マジック、
手芸、茶華道の指導

2018年6月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

(志賀本通駅より徒歩3分)

生協わかばの里　介護老人保健施設 医療法人紫陽　介護老人保健施設シンセーロ会所　

(楠西小学校東バス停より徒歩5分)

ニチイケアセンター黒川 紫音の里

募集日時：月～土　10:00～16:00の間で応相談 募集日時：曜日、時間応相談
〒462-0061　北区会所町86
電話:052-909-5111(担当：畠中)
FAX:052-909-5112

※直接身体介助は不可

(黒川駅より徒歩5分) (志賀本通駅より徒歩10分)
話し相手、レクリエーション手伝い、入浴後の整容 手作業やレクリエーション活動のお手伝い、合唱
書道、民謡、日本舞踊、歌、楽器演奏等の披露 などの活動発表

〒462-0841　北区黒川本通2丁目36番
電話:052-910-1071(担当：田中)
FAX:052-910-1073

〒462-0861　北区辻本通1丁目27番地
電話:052-910-3611(担当：鈴木、杉田)
FAX:052-910-3612

なかまの家大杉 デイサービスセンター泉

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：曜日、時間応相談

(上飯田駅より徒歩5分)
施設でのレクリエーションボランティア
例：楽器等の演奏、音楽療法、子どもとのふれあい

話し相手、麻雀の相手、電子オルガン奏者(歌の伴奏)

〒462-0837　北区大杉3丁目20番18号
電話:052-910-3501(担当：根井)
FAX:052-910-3502

〒462-0802 北区上飯田北町4丁目75番地
電話:052-916-5706(担当：坂井)
FAX:052-916-5301

はぎのデイサービスセンター

(出し物等の発表会)
※楽器演奏はハーモニカ、大正琴以外だとありが

募集日時：14:30～15:30の間で曜日も応相談

デイサービスセンター東あじまさくら園

〒462-0013　北区東味鋺2丁目1505番
電話:052-903-8551(担当：真鍋)
FAX:052-909-5101

募集日時：曜日、時間応相談  ＊駐車場あり（1台） 募集日時：曜日、時間応相談

(名鉄小牧線味鋺駅より徒歩5分)
話し相手、レクリエーション参加等話し相手、清掃、喫茶補助、屋上の庭園の世話、

レクリエーションボランティア（楽器・落語な
ど）。上記以外のものも募集しています。是非一
度ご相談ください。
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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)

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F  電話:052-915-7435　FAX:052-915-2640

　〒462-0831　北区城東町5丁目114番地
　電話:052-914-4121(担当：玉越)
　FAX:052-914-3017

募集日時：月・木・金・(第1、第3)土
　　　　　午前10:00～11:30(サロン対応)

(城北小学校南バス停より徒歩1分)

〒462-0026　北区萩野通1丁目26番地の1
電話:052-916-5758(担当：加藤、泉)
FAX:052-916-5512

北区★福祉ボランティア募集情報★ 

発 行 

他 



2018年6月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

デイサービスゆるり 如来デイサービスセンター

(黒川駅より徒歩10分) (如意北裏バス停より徒歩5分)
話し相手、掃除、パッチワーク

　だきたく思います。

話し相手、散歩や外出の補助、掃除、食事作りの介
助、トイレ介助、入浴時補助、見守り、レクの補
助。利用者様を楽しくさせていただける方、利用者
様の自立支援の貢献をしていただける方。

募集日時：曜日、時間応相談

　〒462-0038　北区稚児宮通2丁目26番地の1
　電話:052-982-7159(担当：甲村)
　FAX:052-982-7169

〒462-0008　北区如来町131番地
電話:052-903-8220(担当：野々垣)
FAX:052-909-5760

デイサービス　まちの縁側・楽 たんぽぽデイサービス城北

(金田町2丁目バス停より徒歩5分)
披露ボラ(楽器、歌、踊り、手品など)、手芸の指導 小物作りなどの製作系、掃除、読み聞かせなど

募集日時：曜日、時間応相談(月～金午後希望) 募集日時：曜日、時間応相談

〒462-0032　北区辻町1丁目32番地の1
電話:052-981-1312(担当：浜島)
FAX:052-981-1312

〒462-0034　北区天道町3丁目13番地
電話:052-912-1712(担当：上村)
FAX:052-910-1713

名古屋北デイサービス あじまの家グループホーム・デイサービス

(中切4丁目バス停より徒歩3分) (味鋺小学校北バス停より徒歩1分)
利用者との話し相手 入所者の話し相手、トランプ、ゲーム、散歩、外出

支援。デイサービスも同じです。

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：曜日、時間応相談

〒462-0021　北区成願寺1丁目1番10号
　　　　　　　　　コーポ兼大1F
電話:052-919-0535(担当：内村)
FAX:052-919-2226

〒462-0015　北区中味鋺3丁目807番地
電話:052-909-4188(担当：波田)
FAX:052-909-4187

歌など 何でもお願いしたいです。

8割の方が男性の利用者です。

デイサービスセンタールフト金城 あいせいデイサービスセンター

(名城公園駅より徒歩7分)
囲碁・将棋・麻雀の相手、手芸の指導、楽器演奏、 傾聴ボランティア、習字や工作の指導、音楽系など

〒462-0847　北区金城1丁目5番16号
電話:052-918-8766(担当：今井)
FAX:052-918-8767

〒462-0861　北区辻本通2丁目38番地
電話:052-991-3548(担当：中野)
FAX:052-991-3600
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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)

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F  電話:052-915-7435　FAX:052-915-2640

募集日時：曜日、時間応相談

※来ていただく前に1度面接をし、判断させていた

(上飯田駅より徒歩8分　辻本通バス停より徒歩3分)

1日平均25名ほどの利用者がこられていますが、

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：13:30～14:30　曜日は応相談

北区★福祉ボランティア募集情報★ 

発 行 
編 集 

他 



　　  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)

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F  電話:052-915-7435　FAX:052-915-2640

・午後のレクリエーションの時間(14:15～15:00
　くらいまで)に行っていただけるダンス、音楽、

・午前中に利用者様の話し相手、囲碁・将棋のお相手

募集日時：月～土　13:15～15:30の間1時間程度

利用者との話し相手、麻雀の相手、レクリエーション

(インスタントコーヒーを作り、配るだけ/10時,15時)
33名入所の小さな施設なので入りやすいです。

イベント時のみのボランティアも募集中です。

〒462-0042　北区水草町1丁目37番1号
電話:052-910-0015(担当：藤本(施設長))
FAX:052-910-0016

〒462-0016　北区西味鋺2丁目140番地
電話:052-982-7489(担当：中島)
FAX:052-982-7498

住宅型有料老人ホーム　ふわふわ

・お花見、お買いもの学習、手作りおやつ、遠足等
買い物ついででもお気軽にボランティアできます。

募集日時：曜日、時間応相談
募集日時：掃除(9:00～11:00、17:00～19:00)
　　　　　遊ぶ(13:00～18:00)　曜日等応相談

(黒川駅より徒歩13分) (新川中橋バス停よりすぐ)
利用者様のお話相手、コーヒーを出してくださる方 施設の掃除や、子どもたちと遊ぶ

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：曜日、時間応相談

〒462-0053　北区光音寺町字野方1906番76
電話:052-718-9408(担当：野口)
FAX:052-217-3808

〒462-0023　北区安井1丁目10番10号
電話:052-981-4165(担当：松本)
FAX:052-981-4167

入所者の話し相手、家事作業、レクリエーションの
の補助(坊主めくりなど)、お年寄りと一緒に歌う 補助、行事のお手伝い
・元気なお年寄りが集まりますので一緒に楽しんで
ください。高齢のボランティア大歓迎です。

美空デイサービス 安井乃郷

(川中駅バス停より西へ徒歩5分) (上飯田駅より徒歩15分)

募集日時：月～土　13:30～15:30の間で応相談

(名鉄味鋺駅より徒歩1分) (志賀本通駅より徒歩7分)

〒462-0013　北区東味鋺2丁目123-1
電話:052-901-2511(担当：大川)
FAX:052-901-2512

〒462-0834　北区長田町2丁目33番地1
電話:052-919-1365
FAX:052-919-1005

麻雀・囲碁のお相手、座位でのリズムダンスや体操 歌、楽器演奏、演芸などを披露いただける方
手芸、ペン習字、デッサン画など教えてくれる方 書道、絵画の指導ができる方

　〒462-0012　北区楠1丁目901
　電話:052-909-7075(担当：小川)
　FAX:052-909-7077

〒462-0862　北区真畔町56
電話:052-914-6400(担当：加藤)
FAX:052-914-6400

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：曜日、時間応相談

2018年6月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

ツクイ　名古屋楠 デイサービス和心(なごみ)かぞく

杉村デイサービスセンター

(上飯田西町バス停より徒歩5分)

デイサービスセンターたのしいデイあじま

児童デイサービス心愛・児童発達支援ここあ 
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話し相手、囲碁などのお相手、手芸・音楽の話題を
持たれている方

　手品などの披露

夏場…太鼓やよさこいの披露 手芸全般
冬場…コーラスや音楽の披露

北区★福祉ボランティア募集情報★ 

発 行 
編 集 

他 
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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)

　　　　（西部医療センターバス停より徒歩1分）
本の読み聞かせ、楽器演奏などの披露
レクリエーション活動の手伝い
利用者の方々の衣服へのネーム付けやボタン付け
施設周辺の庭の草とり等の環境整備など

募集日時：基本平日。10時～16時の間で応相談。
　〒462-0057　北区平手町1丁目1-5
　電話:052-916-0333（担当：山口）
　FAX:052-916-0338

重症心身障害児者施設　ティンクルなごや

〒462-0059　北区駒止町1丁目121
　　　　　　　  サン駒止ビル205号
電話:052-917-5580(担当：横山)
FAX:052-917-5580

〒462-0025　北区鳩岡町1丁目1番地の5
電話:052-911-0055(担当：石田)
FAX:052-911-1155

障がいのある方への作業補助、生活援助、施設革小物や手芸品を手作り販売している精神障害のあ
る人の利用が中心の施設です。革小物、手芸品、行
事等のお手伝いをしていただける人を募集しており
ます。見学だけでも構いません。ご連絡お待ちして
おります。

募集日時：曜日、時間応相談

(城見通りバス停より徒歩3分)

行事、レクリエーション活動への補助等。

〒462-0056　北区中丸町1丁目1番地
        　　　　　中丸団地3棟103号
電話:052-913-2250(担当：遠藤)
FAX:052-938-5898

〒462-0015　北区中味鋺2丁目1023
電話:052-902-5450(担当：林)
FAX:052-902-5464

どんぐりの家 めいほく鳩岡の家

(黒川駅より徒歩5分)

2018年6月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

オリーブ あじま作業所

(庄内通駅、中丸町バス停、又穂東バス停近く)
話し相手、送迎、配膳、掃除、作業補助、レクリ
エーションのお手伝い

・どんな曜日時間でもやっていただきたい事があります

(味鋺バス停より徒歩8分)

　　　　　社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会
　　　　　〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F  電話:052-915-7435　FAX:052-915-2640

作業補助、掃除等

※個人情報にご留意願います

募集日時：月～金　8:30～16：00の間で応相談 募集日時：曜日、時間応相談

　

動きやすく汚れてもよい服装でお越しください。

募集日時：月～金　9:00～15:30の間で応相談

北区★福祉ボランティア募集情報★ 

発 行 
編 集 

他 



　

補助、利用者様のお話し相手等広く募集しています。

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F  電話:052-915-7435　FAX:052-915-2640
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募集日時：曜日、時間応相談　 募集日時：曜日、時間応相談　

〒462-0825　北区大曽根2丁目8番10号
電話:052-916-1040(担当：相談員)
FAX:052-916-1043

〒462-0053　北区光音寺町2-10
電話:052-919-5600(担当：落合)
FAX:052-919-5611

　　  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)

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

絵画、フットマッサージ等 楽器演奏（大正琴等）をしていただける方
幅広くボランティアを募集しております。 午前入浴された方の髪を乾かしたり、お茶出し
＊駐車場有 プリント配布のお手伝い

医療法人としわ会　北区複合型介護施設 光音寺デイサービスセンター

園芸、音楽、舞踊、フラワーアレンジメント、陶芸、 午後レクリエーションの時間に演劇（舞踊等）や

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：曜日、時間応相談

〒462-0011　北区五反田町198番地
電話:052-902-8080(担当：鴨)
FAX:052-902-8091

〒462-0805 北区八龍町1丁目65番地
電話:052-991-2400(担当：渡邉)
FAX:052-991-2411

ジャンルを問わず募集しています。 音楽療法（楽器演奏含む）
（楽器演奏等） 民謡、寸劇等
＊駐車場あり ご高齢の方が楽しめるものなら何でも希望

〒462-0004　北区三軒町237番地
電話:052-909-5331(担当：吉山、加藤)
FAX:052-909-5330

〒462-0014　北区楠味鋺3丁目403-1
電話:052-901-5959(担当：坂井)
FAX:052-901-5959

グループホーム　くつろ樹 通所介護　くすのき苑八龍

(平安通駅より徒歩１０分)

募集日時：14:00～15:20の時間帯で1時間程度 募集日時：曜日、時間応相談（土日祝休み）

(市バス池花町より徒歩１分)
音楽系ボランティア 利用者様のエクササイズの介助、お話し相手
鑑賞系ボランティア （半日タイプの運動機能改善特化型のデイ）

　〒462-0017　北区落合町288番地
　電話:052-855-3700(担当：塩田、小原)
　FAX:052-855-3701

〒462-0841　北区黒川本通4-38
　　　　　　　　カーサビアンカ黒川205
電話:052-508-4184(担当：野尻)
FAX:052-508-4186

講座や外出企画の補助、講座講師（手芸等）
＊駐車場あり ＊高齢者デイサービス

きはまデイサービス まえむきdeデイサービス

2018年6月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

特別養護老人ホーム　レスペート落合 （有）あかね福祉サービス　カルチャーclub あかね

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：曜日、時間応相談（木日休み）

掃除、外出（散歩）の付き添い、レクリエーション 昼食準備のお手伝い、利用者様の見守り、

北区★福祉ボランティア募集情報★ 

発 行 
編 集 

他 



　

クラフト作りの指導

　 　特定非営利活動法人かくれんぼ

こども食堂のお手伝い（月1回、第３土曜日 8:30～/14:30～）

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F  電話:052-915-7435　FAX:052-915-2640
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募集日時：曜日、時間応相談

〒462-0011　北区五反田町108-2
電話:052-901-7621(担当：安藤)
FAX:052-901-7911

　　  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)

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

 〒462-0012　北区楠3丁目811番地の１
　 電話:052-902-3226（担当：細川)
　 FAX:052-902-3228

お年寄りのケア
クラブ活動（書道、華道、陶芸）
＊駐車場あり

利用者様の話し相手、外出支援、レクリエーションのお
手伝い、見守り、デイルーム掃除、製作の講師（折り
紙・手芸など）、楽器・歌・踊りなどの慰問
・10人規模のアットホームなデイサービスです。ぜひお
越しください。
＊駐車場あり（1～２台）
募集日時：曜日、時間応相談（日休み）
　〒462-0052　北区福徳町7丁目42番地
　 電話:052-918-8591(担当：二村)
 　FAX:052-918-8592

利用者様のお話し相手、散歩や買い物の補助
家事作業、書道を指導していただける方

募集日時：曜日、時間応相談

特別養護老人ホーム　愛生苑 うぇるケアホームふたば

(新川中橋バス停より徒歩5分)
施設行事　盆踊り（7月）　文化祭（11月）等

レクリエーションの企画お手伝いができる方
募集日時：曜日、時間応相談（土日祝休み）

〒462-0825 北区大曽根4-6-60
電話:052-991-0091(担当：金)
FAX:052-991-0092

生け花、フラワーアレンジメント、ヘアメイク
パッチワーク、書道、工作等

〒462-0012　北区楠3-109
電話:052-903-8200担当：馬)
FAX:052-938-9916

NPO法人コリアンネットあいち
デイサービスセンターいこいのマダン

NPO法人ノッポの会
デイサービス花いちもんめ　すみれ

各種「趣味の講座」講師

＊駐車場あり

募集日時：曜日、時間応相談 募集日時：月～金、9：00～16：00　時間応相談

　〒462-0056
　北区中丸町3丁目22　林マンション1F
　電話:070－6580－7076(担当：村田)
　FAX:052-934-7644

～ハローステーション　地域の方の集いの拠点です～
手芸、生け花等。レクの計画、実行できる方 サロンのお手伝い・地域の方とのお話し相手

高齢者向けの運動指導できる方、車の運転手

募集日時：月～金　午後希望 募集日時：曜日、時間応相談（木土日休み）
　〒462-0032　北区辻町1-32-1
　電話:052-912-5185(担当：虫明)
　FAX:052-912-5185

〒462-0016　北区西味鋺1丁目901番地5
電話:052-325-4881(担当：中村)
FAX:052-325-4675

デイサービスノア

披露ボランティア（楽器、歌、踊り、手品等） デイサービスでのお茶出し、入浴後の髪を乾かす
お手伝い、絵手紙、手芸、歌、ダンス、民謡
ハーモニカ、ギター、手品、フラダンス等

2018年6月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

デイサービス　第２　楽 エーデルワイス味鋺

北区★福祉ボランティア募集情報★ 

発 行 
編 集 

他 
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名古屋睦みの会　

　　　　～一緒に活動してみませんか？～

・歌が好きな方（童謡や歌謡曲等）
・踊りや楽器を少しでも出来る方
・何らかのお手伝いが出来る方
・老人ホームやデイサービス等に訪問活動

活動を希望される方は、
　名古屋睦みの会　代表（松田さん）へご連絡をお願
いします。連絡先：090-3563-0522

アンサンブル・ジュール

　～世界の名音楽を私たちと一緒に演奏してみませんか～
・ヴァイオリン、コントラバスの弾ける方
　高齢者施設、保育園等を訪問して演奏活動するこ
とを目指しています。

 活動を希望される方は、
　アンサンブル・ジュール伊藤さんまでご連絡をお
願いします。ご連絡はAM9:00～PM5:00。
　電話：090－3568－0201
　FAX：052－841－3305

～「出会い、触れ合いを大切に」をモットーに！～

おもちゃ図書館「キディバスケット」に来館される子
どもさんと一緒におもちゃで楽しく遊んで頂けるボラ
ンティアさんを募集しています。（他に、児童室内で
おもちゃの準備や貸出し、片付け等の活動もして頂き
ます。）
子どもさんの好きな方、お待ちしています！

 活動場所：楠地区会館（北区楠味鋺三丁目612）
　　　　　【市バス「味鋺小学校北」より徒歩5分】
 活動日時：毎月第2土曜日10：00～15：00

 活動を希望される方は、代表の山川さんまで。
　電話・FAX：052－981－4493
　携帯：090－3835－5880

　　  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)

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

ボランティアグループ「チルドレン」

〒462-0844 北区清水4-17-1北区総合庁舎1F  電話:052-915-7435　FAX:052-915-2640

2018年6月発行

★★★ 希望する活動がある場合は、各団体または北区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

北区★福祉ボランティア募集情報★（メンバー募集） 

発 行 
編 集 

他 

他 他 


