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発行・編集：名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター 

             各区社会福祉協議会ボランティアセンター 
 
問合せ：名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター（電話：052-911-3180） 

名古屋市社会福祉協議会マスコットキャラクター 

な～や 

この冊子は、市内各区社会福祉協議会（社協）ボランティアセンターで把握している
福祉系のボランティア募集情報を区別（16区と市域）にまとめたものです。ご興味の
ある活動がありましたら、各内容をご確認のうえ、各お問合せ先までご連絡ください。 
 なお、本冊子に掲載されている以外のボランティア募集情報については、活動したい
地域の区社協ボランティアセンターまでお問合せいただきますようお願いいたします。 
 
● 名古屋市社会福祉協議会「なごや福祉ボランティア募集情報」 
（本冊子最新号を掲載） 

  https://www.nagoya-shakyo.jp/mokuteki/m-volunteer/v-bosyu/ 
 
＜★掲載情報についての注意点★＞ 
新型コロナウイルスの影響等により、募集状況等は変更になる可能性があります。 
募集が一時休止中（今後再開する予定あり）であると確認できた情報については「一時

休止中」の印を表示しています。最新情報については、各お問合せ先にご確認ください。 
 
＜次号＞ 2021（令和 3）年 10月発行予定 

 



 ボランティア活動とは…                                                 
 
「おたがいさま」という気持ちをもって、小さな実践を積み重ねていくこと。気持ちが
あれば、誰にでもできる活動。それが、ボランティア活動です。ボランティア活動には、
いくつかポイントがあります。 

 
・だれが上で、だれが下という気持ちがない（対等で民主的） 
・強制されてやるのではない（自発性・自主性） 
・見返りや報酬を期待しない（無償性） 
・自分と他者（仲間や社会）との関わりを大切にする（社会性・福祉性） 
・無理なく続けること（継続性） 
・前向きな気持ちを持つこと（開拓性・創造性・先駆性） 
・柔らかな発想をすること（柔軟性） 
 

 ボランティア活動を始める前の知っておきたい心がまえ１０カ条                   
 
１ 自分にあった身の回りのことからてがけましょう 
２ 相手のニーズ（求めること）に合わせて活動しましょう 
３ 無理のない計画をたてましょう 
４ 約束は守りましょう 
５ 秘密は守りましょう 
６ たえず学習し、自分を成長させましょう 
７ 宗教や政治活動とは区別しましょう 
８ 謙虚さも大切にしましょう 
９ まわりの理解と協力を得ておきましょう 
10 安全対策に十分配慮しましょう 
 
 

 自分に合ったボランティアの探し方ポイント                                  
 
下記を参考に、無理なく楽しく参加できそうな活動を探しましょう！ 

 
１ 何をしたいか 
  ・活動分野…高齢者、障がい者、子ども、地域、災害など 

・活動内容…自分の興味のあることや好きなこと、できそうなこと 
 
２ いつしたいか 

・日 時…曜日、時間、時間帯 
・頻 度…毎日、毎週、月に○回、毎月、都合のつくときだけ など 
・継続性…単発（１回のみの参加）、継続 

 
３ どこでしたいか 
  ・場 所…通いやすさ（立地、アクセス、交通費や駐輪場・駐車場利用の有無） 

・形 態…施設等の決まった場所での活動、団体に所属しての活動 
 
 

 ボランティア活動を始めることになったら                                          
 
１ ボランティア活動保険に加入 
  安心して活動できるよう、活動開始前にボランティア活動保険に加入しましょう。 
  詳細は、社協ボランティアセンターまでお尋ねください。 
 
２ 活動先の担当者（依頼者・ボランティア団体メンバー）とよくコミュニケーションを取る 
  活動にあたっての注意点などを確認するのはもちろん、活動が始まった後も、気づ
いたことや困ったことがあれば、随時確認や相談して、気持ちよく活動しましょう。 

 
３ 原点を大切に 
  活動を続けていると、何のために活動しているのか忘れてしまいがちです。迷った
ときは、原点回帰。時々、ボランティアを始めたときのことをふり返ってみましょう。 



　

片づけ、屋上の畑の世話など

　

クラフト作りの指導

募集日時：月～金　午後希望

披露ボランティア（楽器、歌、踊り、手品等）

入所者やデイケアの利用者の話し相手、茶わん等の 手作業やレクリエーション活動のお手伝い
合唱、などの活動発表

ニチイケアセンター黒川 デイサービスセンター泉

2021（令和3）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 紫音の里

(志賀本通駅より徒歩10分)

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。状況により要相談。

〒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

　〒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

(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 施設でのレクリエーションボランティア
書道、民謡、日本舞踊、歌、楽器演奏等の披露 例：楽器演奏（全般）、将棋相手、

入浴後の整容、清掃、レクリエーション等

募集日時：曜日、時間応相談 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、麻雀の相手、電子オルガン奏者(歌の伴奏)

〒462-0841　北区黒川本通2丁目36番

電話:052-910-1071(担当：楠)

FAX:052-910-1073

〒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

なかまの家大杉 デイサービスセンター東あじまさくら園

〒462-0837　北区大杉3丁目20番18号

電話:052-910-3501(担当：秦岡)

FAX:052-910-3502

〒462-0013　北区東味鋺2丁目1505番

電話:052-903-8551(担当：宮下)

FAX:052-909-5101

はぎのデイサービスセンター

募集日時：曜日・時間応相談

デイサービス　第２　楽

清掃及び余暇活動への慰問等受け付けています。
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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  ＊駐車場あり（1台）

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：和田)

FAX:052-916-5512

　〒462-0032　北区辻町1-32-1

　電話:052-912-5185(担当：虫明)

　FAX:052-912-5185

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。

北区★福祉ボランティア募集情報★（高齢者関

発



傾聴ボランティア、習字や工作の指導、音楽系など

何でもお願いしたいです。

1日平均25名ほどの利用者がこられていますが、

8割の方が男性の利用者です。

募集日時：13:30～14:30　曜日は応相談

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
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うぇるケアホームふたば

2021（令和3）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　まちの縁側・楽

食事作りなどの家事全般、居室等の清掃作業等の環

境整備、レクリエーション（音楽・歌）などのボラ

ンティア

募集日時：曜日、時間応相談

　〒462-0012　北区楠3丁目811番地の１

　電話:052-902-3226(担当：近藤)

　 FAX:052-902-3228

　〒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

特別養護老人ホーム　愛生苑

披露ボラ(楽器、歌、踊り、手品など)、手芸の指導

募集日時：曜日、時間応相談(月～金午後希望)

　〒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

(新川中橋バス停より徒歩5分)

名古屋北デイサービス

施設行事　盆踊り（7月）　文化祭（11月）等

お年寄りのケア

クラブ活動（書道、華道、陶芸）

募集日時：曜日、時間応相談　＊駐車場あり

　〒462-0011　北区五反田町108-2

　電話:052-901-7621(担当：小出)

　FAX:052-901-7911

あじまの家グループホーム・デイサービス

(味鋺小学校北バス停より徒歩1分)

〒462-0015　北区中味鋺3丁目807番地

電話:052-909-4188(担当：松浦)

FAX:052-909-4187

募集日時：曜日、時間応相談

入所者の話し相手、トランプ、ゲーム、散歩、外出

あいせいデイサービスセンター

支援。デイサービスも同じです。

(名城公園駅より徒歩7分)

利用者様とのお話相手、軽作業のお手伝い（お茶出

し、物品の片付けなど）、演芸ボランティア（楽器

・手品など）

(中切4丁目バス停より徒歩3分)

募集日時：曜日、時間応相談

(上飯田駅より徒歩8分　辻本通バス停より徒歩3分)

募集日時：曜日、時間応相談

囲碁・将棋・麻雀の相手、手芸の指導、楽器演奏、
歌など

デイサービスセンタールフト金城

〒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

発



ボランティアの活動は、新型コロナウイルス感染拡大
状況に応じて、休止させていただく場合があります。

(上飯田駅より徒歩15分) (黒川駅より徒歩13分)

入所者の話し相手、家事作業、レクリエーションの

補助、行事のお手伝い

募集日時：曜日、時間応相談

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
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〒462-0023　北区安井1丁目10番10号

電話:052-981-4165(担当：清水)

FAX:052-981-4167

（平安通駅より徒歩9分、上飯田駅より徒歩5分）

～ハローステーション　地域の方の集いの拠点です～

(インスタントコーヒーを作り、配るだけ/10時,15時)

　　　住宅型有料老人ホーム　ふわふわ

レクリエーションの企画お手伝いができる方

　〒462-0825 北区大曽根4-6-60

　電話:052-991-0091(担当：朴（パク)）

　FAX:052-991-0092

利用者様のお話し相手、手芸・工作のお手伝い、囲碁

・将棋の相手、外出支援、レクリエーションのお手伝

い、施設内清掃

募集日時：月～金　時間応相談 

　

　〒462-0863 

　北区尾上町1番地2 尾上団地1号棟101～103

　電話：052-325-6951（担当：岩崎）

　FAX：052-325-6952

33名入所の小さな施設なので入りやすいです。

利用者様のお話相手、コーヒーを出してくださる方

特別養護老人ホーム　安井乃郷

こども食堂のお手伝い（月1回、第３土曜日 8:30～/14:30～）

各種「趣味の講座」講師　＊駐車場あり

　〒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：酒井)

　FAX:052-934-7644

パッチワーク、書道、工作等

〒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

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：曜日、時間応相談（日曜休み）

　〒462-0012　北区楠1丁目901

　電話:052-909-7075(担当：森)

　FAX:052-909-7077

募集日時：月～金、9：00～16：00　時間応相談

サロンのお手伝い・地域の方とのお話し相手生け花、フラワーアレンジメント、ヘアメイク

・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、手品などの披

露

・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：曜日、時間応相談

〒462-0862　北区真畔町56

電話:052-914-6400(担当：加藤)

FAX:052-914-6400

ご利用者様のお話相手、囲碁・将棋・麻雀等の

お相手手芸・工作・絵等の製作レクリエーションの

指導施設内のお手伝い等ご自身の都合で楽しんで

ご利用して下さい。

特定非営利活動法人かくれんぼ

NPO法人ノッポの会

デイサービス花いちもんめ　カリン

2021（令和3）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

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

(上飯田西町バス停より徒歩5分)

募集日時：曜日、時間応相談

北区★福祉ボランティア募集情報★（高齢者関

発
行



　

#

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
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募集日時：曜日、時間・費用応相談　

　〒462-0825　北区大曽根2丁目8番10号

　電話:052-916-1040(担当：村越)

　FAX:052-916-1043

　〒462-0016　北区西味鋺1丁目901番地5

　電話:052-325-4881(担当：茶園)

　FAX:052-325-4675

・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。活動内容等相談させて頂きます。

＊駐車場あり（1～２台）

募集日時：曜日、時間応相談（日曜休み）

オンラインでのボランティア、イベント開催も

募集中です。　　　　　　　　＊駐車場あり（1台）

　〒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

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

募集日時：曜日、時間応相談（日曜休み）

（福徳町バス停より徒歩3分）

NPO法人ノッポの会

デイサービス花いちもんめ　すみれ

募集日時：曜日、時間応相談（土日祝休み）

〒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

散歩の付き添い、お話の相手、手芸、音楽など幅広く

募集しております。一緒に楽しめればＯＫ！

デイサービスでのお茶出し、入浴後の髪を乾かす

〒462-0011　北区五反田町198番地

電話:052-902-8080(担当：薗部)

FAX:052-902-8091

午後のレクリエーションの時間に、音楽、舞踊、フラワ

ーアレンジメント、陶芸、絵画、フットマッサージ等

募集日時：曜日、時間応相談

   医療法人としわ会　北区複合型介護施設 エーデルワイス味鋺

利用者様のエクササイズの介助、お話し相手
（半日タイプの運動機能改善特化型のデイ）

＊駐車場あり

〒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：稲葉)

FAX:052-508-4186

講座や外出企画の補助、講座講師（手芸等）
＊高齢者デイサービス

まえむきdeデイサービス

（編み物や生け花、書道の会の補助や見守りをして
いただける方）等、広く募集しています。

＊駐車場あり

　募集日時：曜日、時間応相談

　〒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

※新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、面会制限を

　行っている期間の受入は中止しています。

グループホーム　くつろ樹

2021（令和3）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（木日休み）

掃除、利用者様のお話相手、レクリエーション行事補助 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★（高齢者関

発
行



光

音

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

音楽療法（楽器演奏含む）、民謡、寸劇等
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2021（令和3）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 ★★★

午前：入浴された方の髪を乾かしたり、お茶出し

　　　プリント配布のお手伝い

午後：レクリエーションの時間（13時30分～14時

　　　30分）に演劇（舞踊等）や楽器演奏（大正琴

　

　　　等）をしていただける方

募集日時：曜日、時間応相談　＊駐車場あり（1台）

　〒462-0053　北区光音寺町2-10

　電話:052-919-5600(担当：落合)

　FAX:052-919-5611

光音寺デイサービスセンター

ご高齢の方が楽しめるものなら何でも希望します。

募集日時：曜日、時間応相談　＊駐車場あり（3台）

(平安通駅より徒歩１０分)

〒462-0805 北区八龍町1丁目65番地

電話:052-991-2400(担当：田中)

FAX:052-991-2411

お話し相手、麻雀が出来る方も求めています。

通所介護　くすのき苑八龍

北区★福祉ボランティア募集情報★（高齢者関

発



　

【ボランティアさんへ一言】

　
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

　（安井町バス停、金田町５丁目バス停近く）

話し相手になっていただいたり、一緒に活動に参加

してお手伝いをお願いします。歌や楽器演奏など特

技を披露していただける方も大歓迎です。

名古屋市重症心身障害児者施設　ティンクルなごや

・利用者の方の水分補給の準備

・歌や楽器演奏

・利用者の方とマンツーマンでの活動

（作品制作・音楽鑑賞）

　募集日時：平日10時～16時の間で応相談。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、現在は

　休止中ですが、今後活躍いただける方はご連絡

　ください。

　〒462-0057　北区平手町1丁目1-5

　電話:052-916-0333(担当：西堀)

　FAX:052-916-0338

【活動内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
わくわく安井の家は障がいのある方たちが「働くこと」やさま

ざまな社会生活体験を通して楽しく生きがいのある生活を送る

ことを目的としています。クッキー・シフォンケーキ・せっけ

ん・くるみボタンヘアゴムを作ったり、買い物、散歩など外出

もしています。歌やよさこい踊り、スポーツなどにも取り組ん

でいます。安井の家の仲間たちは元気いっぱい！新しい出会い

を楽しみにしています。

　〒462-0023  北区安井四丁目12-7

　電話:052-934-7461(担当：石井)

　FAX:052-934-7462

〒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:052-916-1305

〒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

社会福祉法人名北福祉会　わくわく安井の家

【募集日時】　月～金　９時～１６時の中で要相談

【募集人数】　若干名

【駐車場】　　なし

【実費弁償】　あり（交通費）

　　　　(西部医療センターバス停より徒歩1分)

行事、レクリエーション活動への補助等。

どんぐりの家

募集日時：曜日、時間応相談

めいほく鳩岡の家

(黒川駅より徒歩5分)

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

2021（令和3）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)

作業補助、掃除等

※個人情報にご留意願います

動きやすく汚れてもよい服装でお越しください。

　〒462-0056　北区中丸町1丁目1番地

        　　　　　  　中丸団地3棟103号

　電話:052-508-9035（法人事務所)

　FAX:052-938-5898

　〒462-0015　北区中味鋺2丁目1023

　電話:052-902-5450(担当：今泉)

　FAX:052-902-5464

(城見通りバス停より徒歩3分)

募集日時：月～金　9:00～15:30の間で応相談

障害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。

北区★福祉ボランティア募集情報★（障害関係）

発



（地下鉄名城線黒川駅徒歩５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

上飯田児童館

　（上飯田駅、市バス上飯田バスターミナルすぐ）
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ふれあいこども食堂たばたん♪

０.１.２才児の親子発達応援サロン

そーるきっず

（地下鉄黒川駅より徒歩3分）

【活動内容】

  話し相手、調理、配膳、レクリエーションの

　お手伝い

【募集日時】毎月７日１３：３０～２０：００

　　　　　　　　　　　　　　　　（時間応相談）

【募集人数】３名程度 

【駐車場】 有（２台）

【実費弁償】なし（食事は提供いたします。）

【ボランティアさんへ】

　子供が好きな方ぜひどうぞ！

　〒462-0843　北区田幡2-10-9

　電話：052-911-2853（担当：柴垣）

　FAX：052-911-2853

【活動内容】
　・環境整備（おもちゃの消毒、掃除）
　・子どもの見守りや遊び相手
　・行事の準備やお手伝い

【募集日時】曜日、時間応相談
【募集人数】1日３～4人まで（最大）
【実費弁償】なし
【ボランティアさんへ】
　　子ども達と楽しく遊んでください。

　〒462-0804　北区上飯田南町1－45－４
　電話：052-916-7030（担当：難波）
　FAX：052－916－7033

2021（令和3）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 ★★★

NPO法人子育て支援のNPOまめっこ

【活動内容】  名古屋市地域子育て支援拠点

　①遊モア柳原（名城公園駅徒歩８分）

　②遊モア平安通（平安通駅徒歩5分）

　③遊モアあじま（バス停味鋺小学校北すぐ）

　０歳～３歳の子どもと保護者の広場です。次のような方を

　求めています。

・オンラインイベント講師として、手遊び、楽器演奏、保護

者に役に立つ講座などをしていただける方。

・年８回程度公園に出向いて外で行う広場「あおぞら広場」

を開いています。公園に来た親子へ声掛けをして下さる方　

　　　

・おもちゃの修理などをしてくださる方　　

・チラシ・室内掲示などの制作物のデザイン・作成をしてく

ださる方　

＊メールを使える方が希望です。

【募集日時】お問い合わせください 　

【募集人数】随時

【実費弁償】あり

【ボランティアさんへ】 子どもが好きな方、ぜひどうぞ！

〒462-0845　北区柳原4-2-3

　電話：052－915-5550（担当：中井）

【活動内容】　

名古屋市社会福祉会館6階トレーニングルームで０.１.２才

児中心にお子様の発達相談や心配なことを話したり、ボー

ルや音楽遊びが体験できる広場です。一緒に子どもと遊ん

で頂けたり、会場のお手伝いをして頂ける方、子どもの発

達や育ちに関心のある方、保護者のお話を聞いて頂ける方

を募集します。

【募集日時】毎月土曜日か日曜日　午前か午後

【募集人数】２～３名

【駐車場】なし　　　　　

【実費弁償】なし

【ボランティアさんへ】

　ボランティアスタッフで構成しています。

　広い場所で体を動かしたりして遊んでいます。

　子どもたちと同じ目線で思いっきり遊んで

　くださる方ぜひどうぞ！

　〒462-0844　北区清水4丁目17-1

　活動を希望される方は、北区社会福祉協議会まで。

　電話：052-915-7435

　FAX：052-915-2640（担当：岩島）

北区★福祉ボランティア募集情報★（児童関係）

発 行
編 集



　

　
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
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【日時】　7月31日（土）、8月1日（日）

　　　　　8時～21時で可能な時間

【場所】　オアシス２１

【アクセス】駐車場なし

【活動内容】出演アーティストの方のサポート

　　　　　　物販・フードコートのサポート

　　　　　　お客さまの誘導・サポート、会場内の清掃など

【実費弁償】なし

【募集人数】5名

【問い合わせ】北区社会福祉協議会（連絡先下記参照）

～とっておきの音楽祭～

どんぐりの家

～北区こどもまつり～

【日時】９月２３日（木・祝）　時間未定

【場所】名城公園

【アクセス】名城公園徒歩1分　駐車場はなし、ただし遊モア

柳原（会場まで徒歩10分程度）にはあり→（2台まで可）　

【活動内容】北区こどもまつりにブースを出す予定です。初

回の打ち合わせが6月なのと、初参加なので、どのような形で

の参加になるか分からず・・・ですが、当日のお手伝いをし

てくださる方を募集します。

コロナで開催自体もどうなるか分からないので、応募してく

ださった方には開催決定のご連絡もさせていただきます。

【実費弁償】なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【募集人数】詳細決まり次第のため、未定　　

【備考】連絡はメールと携帯で取りたいと思います

【ボランティアさんへ一言】北区ほいくまつりに参加したこ

とがあるよ！という方がいたら心強いです。なにせ初参加な

ので、私たちと一緒に何ができるか考えてくれる方だと嬉し

いです。

　〒462－0059　北区駒止町１-１２１

2021（令和3）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 ★★★

NPO法人子育て支援のNPOまめっこ

北区★福祉ボランティア募集情報★（児童関係）

発 行
編 集
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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

ボランティアグループ「チルドレン」

～「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

北マルヨの会
～聴覚障がいの方のために活動しませんか～

【活動内容】

・聴覚障がい・中途失聴難聴者に"書いて伝える”コミュニケ

ーション支援をOHC・OHP・ノートテイクで行います。

北生涯学習センターの公開講座、社協、障がい者団体等の行

事に参加し要約筆記をします。

【活動場所】

北生涯学習センター・北区在宅サービスセンター・ボランテ

ィアルーム（北区役所１F）等。

【活動日時】

毎月第２・４（水）13：30～15：30

※依頼により随時要約筆記をします。

高齢者の施設などで、ボランティアとしてマジックを披露し

ています。学びながら活動することができるため、初めての

方も大歓迎です。経験者の方も活動の場を広げてみませんか

？

活動場所：北生涯学習センター

　　　　　（北区黒川本通２丁目１６−３）

　　　　　【地下鉄「黒川」駅よりすぐ】

活動日時：毎月第２・第３金曜日

　　　　　13：30～15：30

＊マジックを学びたい方は会費あり

活動を希望される方は、北区社会福祉協議会まで。

　　電話：052－915－7435（担当：岩島）

～不思議な世界や魔法の世界を覚えてみませんか～

～世界の名音楽を私たちと一緒に演奏してみませんか～

・ピアノ、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。公での活動は自粛中ですが、練習は行っています。ご連

絡はAM9:00～PM5:00。

　電話：090－3568－0201　FAX：052－841－3305

2021（令和3）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 ★★★

北マジックサークル

アンサンブル・ジュール

北区★福祉ボランティア募集情報★（メンバー募集）

発

他

他
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