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ボランティア募集情報・イベント情報 

 

ｲﾍﾞﾝﾄ案内 百合丘地域生活支援センターゆりあす  

「ふれあう訪問ミニバスツアー」 
 
ｲﾍﾞﾝﾄ案内 川崎市北部リハビリテーションセンター 

「第８回 北リハフェスタ」 

連絡先 

住所：麻生区百合丘 2-8-2 

電話：281-6641 FAX：966-2612 

担当：有澤 

  

連絡先 
住所：麻生区百合丘 2-8-2 
電話：281-6621 FAX：966-0282 
担当：荒田 

内 容 

ふれあう訪問ミニバスツアーは、地域に

お住まいの皆様に、地域の身近にある福祉

施設を「見る・知る・感じる」きっかけと

なることを目的に、平成 21 年度より実施

しております。 

日時 11/8(木)･11/14(水)･12/14(金) 

午前 10 時３０分～午後４時の間 

場所 麻生区、多摩区内当法人事業所 

定員 各日６名 

対象 麻生区、多摩区在住・在勤・在学

で、地域福祉に関心のある方 

内容 見学と交流 

 

内 容 

 「北リハフェスタ」を通じて当センターの

ことを広く知って頂きたいと思っています。

歌や楽器の演奏会、障害者スポーツ体験、軽

食の販売など楽しみながら参加できる企画を

たくさん準備してお待ちしています。 

 

日時 １０月２０日(土) 

午前１０時～午後２時 ※雨天決行 

場所 北部リハビリテーションセンター 

 

入場無料 

 

 発行 （福）麻生区社会福祉協議会 

ボランティア活動振興センター 

〒２１５－０００４ 

川崎市麻生区万福寺１－２－２ 

新百合２１ビル１階福祉パルあさお内 

TEL ０４４－９５２－５５００ 

FAX ０４４－９５２－１４２４ 

メール info@asao-shakyo.com 

ｲﾍﾞﾝﾄ ｲﾍﾞﾝﾄ 

講座受講後、麻生区内の福祉施設やボランティアグル

ープ 45 プログラムの中から、希望のプログラムを選択し

て、ボランティア体験にご参加いただきました。「いつも

見慣れた場所で、こんな活動をしていたなんて！」という

新たな発見もあったかもしれません♪ 

7 月 21 日（土）ボランティア基礎講座を開催し、10

代～70 代の 35 名の方にご参加いただきました。

講師には田園調布学園大学 和秀俊准教教授、

またボランティア体験プログラムの活動先から、

ボランティア活動の内容紹介をしました。ボランテ

ィアを身近に感じることができる、とても充実した

内容でした。 

http://www.kawasaki-shakyo.jp/asao/
http://www.kawasaki-shakyo.jp/asao/


ボランティア募集 麻生区社会福祉協議会 

あさおオモチャとしょかん 
 

ボランティア募集 ルミナス株式会社 

グループホームひかり川崎麻生 

連絡先 

住所: 麻生区万福寺 1-2-2新百合 21 ﾋﾞﾙ 1階 

電話：952-5500  FAX：952-1424 

担当：岡 

 
連絡先 

住所：麻生区東百合丘１-14−８ 
電話：455-5661  FAX：455-5662 

担当：平田 

内 容 

たくさんのおもちゃを用意して、お子さ

んと親御さんが遊びに来ます。子どもたち

と楽しく遊びながら、おもちゃの準備や片

付け、整理などのお手伝いをしてくださる

方を募集します。 

 

日時 第１・３木曜 

   10：30～12：30 

   13：30～16：00  

※時間は応相談 

場所 柿生分庁舎 大ホール 

   （麻生区上麻生 6-29-6） 

 

内 容 

外出行事の同行、体操（DVD）を一緒に。

また、ホーム駐車場での移動販売のお買物つ

きそい等してくださる方、利用者様のお話相

手を募集しています。 

 

日時 日程・時間は応相談 

場所 グループホームひかり川崎麻生 

   （バス停「中の台」下車 徒歩１分） 

※駐車場がありますので、使用いただけま

す。 

 

ボランティア募集 ㈱ベネッセスタイルケア 
ボンセジュールはるひ野  

ボランティア募集 社会福祉法人一廣会 

 金井原苑 

連絡先 

住所：麻生区はるひ野 4-19-1 

電話：980-5603 FAX：980-5604 

担当：小泉・前田 

  

連絡先 

住所：麻生区片平 1430 

電話：986-1560  FAX：986-4654 

E-mail: volu.kanaibara@gmail.com 

担当：穴吹・新倉・小泉 

内 容 

 合唱・楽器演奏など、複数名で参加でき

るアクティビティを提供できる方を募集し

ています。 

 

 日時 日・月・水・木曜のいずれか。 

    ※月１回程度、お越しいただきた

いです。 

 場所 ボンセジュールはるひ野 

    （はるひ野駅から徒歩５分） 

 

内 容 

運転ボランティア、フロアのお手伝い、

趣味活動のお手伝い（折り紙、粘土、歌

等）、ピアノ伴奏してくださる方、一芸披露

（合唱、演奏、ダンス、手品等）募集中で

す。 

 

日時 月曜～土曜 

   ※単発・定期的どちらでも可 

場所 金井原苑 

（デイサービス・ショートステイ・ 

特別養護老人ホーム） 

 

ボランティア募集 医療法人若葉会 

 川崎田園都市病院 
 

ボランティア募集  (福)鈴保福祉会 

特別養護老人ホーム 柿生アルナ園 

連絡先 

住所：麻生区片平 1782 
電話：988-1118  FAX：988-0009 
E-mail:  volunteer@kawadenhp.com 

担当：守岡・山口 

  

連絡先 

住所：麻生区上麻生 5-19-10 

電話：987-0021 

担当：木下 

内 容 

車イス（リクライニングタイプを含む）ご

利用の患者様の、エレベーターホールから

会場ロビーまでのご案内、プログラム配布、

一緒にコンサート鑑賞頂き、歌詞めくりな

ど。詳細は担当者までご連絡ください。 

日時 月１回 コンサート開催の土曜日 

   13:15～15:15 頃 

（12 月～2 月を除く） 

場所 川崎田園都市病院 １階ロビー 

対象 月１回定期的に活動してくださる方 

    (車椅子操作のご経験があればなお

可) 

 

内 容 

①舞台ご披露ボランティア：サークル・クラ

ブ活動・愛好会・習い事・歌・ダンス etc･･

を披露していただける方 

②園芸ボランティア：草を刈り、土を耕し、

苗を植え収穫するなどのお手伝い 

③運転ボランティア：利用者様の自宅からサ

ロン（カフェ）までの送迎 

 

日時は応相談 

場所 ①②柿生アルナ園 

③サロン利用者様の自宅とサロンまでの間 

高齢 高齢 

高齢 
高齢 

子ども 高齢 



ボランティア募集 社会福祉法人セイワ 

障害者支援施設（通所）しんゆり 
 
ボランティア募集   

神奈川県立麻生養護学校 

連絡先 

住所：麻生区上麻生 3-22-12 

電話：952-5451  FAX：952-4507 

担当：佐々木・日原 

  

連絡先 
住所：麻生区王禅寺 303-1 
電話：980-4855 ＦＡＸ：986-2517 
担当：三森 

内 容 

「しんゆり」に通所されている１８歳以

上の障害をお持ちの方と一緒に活動に参加

して頂ける方を募集しています。また、10

月 6 日には「しんゆりまつり」を開催しま

す。一緒に盛り上げてくださる方を募集し

ています。 

日時 月曜～金曜 

   ※時間帯については応相談 

場所 障害者支援施設（通所）しんゆり 

内容 散歩、ビーズ、園芸、裁縫、 

さをり、絵画、紙すき、押し花、ご利

用者とのお話相手など、付き添い及び

指導 

 

内 容 

 麻生養護学校では、☆柿祭（文化祭）を開

催します。☆柿祭に力を貸してくださるボ

ランティアさんを募集します。 

 

日時 11 月 22 日（木）・23 日（金） 

   両日とも午前 9 時～午後 2 時 

   ※集合は午前 8 時 40 分 

場所 麻生養護学校 

内容 ステージ発表や販売学習の準備・補助     

   等、生徒の移動支援・見守りなど 

 

ボランティア募集  

川崎市立田島支援学校 ふれあい作品展 
 
ボランティア募集  

MOA 美術館川崎市児童作品展 

連絡先 

住所：川崎区田島町 20-5 
電話：355-1240 

担当：紺野 

  
連絡先 

電話・ＦＡＸ：044-965-1473 
担当：佐藤 

内 容 

川崎市の福祉施設や作業所を利用してい

る方々、小・中学校の特別支援級、特別支援

学校に通う児童が心をこめて作り上げた作

品や製品を毎年展示しております。市内３会

場で開催いたします。 

日時 12 月１４日（金）～1９日（水） 

    １2 時～午後 3 時 

場所 麻生市民館ギャラリー 

内容 「第 43 回かわさきふれあい作品展」

作品展示会場での受付（展示場所案

内・来場者数確認等）・展示品管理 

 

内 容 

  幅広い年代の人たちで児童作品展を企画・

運営しています。作品展に参加してくださ

った子どもや家族の笑顔が私たちの活動の

原動力です。このような思いを共有して、作

品展を一緒に作り上げてくださる方を募集

します。 

   日時 11 月 5 日（月）午後 3 時～ 

      11 月 10 日（土）午後 3 時～ 

場所 新百合ヶ丘総合病院 

内容  麻生区児童の絵画作品の展示作業 

及び撤収作業（作品数約 50 枚） 

 

 
 

ボランティア募集 （福）ハートフル記念会 

有料老人ホームケアヴィレッジしらとり 

連絡先 

住所：麻生区白鳥 1-4-1 
電話：981-3304 FAX: 981-3308 

担当：関野 

内 容 

 習字、折り紙、歌、フラダンス、体操やヨ 

ガなど、披露してくださる方・教えてくださ 

る方、どちらも歓迎です。 

 

 日時 曜日問わず、随時 

    ※単発・定期的どちらでも可 

 場所 ケアヴィレッジしらとり 

   （五月台駅より徒歩９分、栗平駅よ 

り徒歩１０分） 

障がい 

 

障がい 

子ども 

こども 

 

障がい 

高齢 

ボランティア相談コーナーを 

開設しています！ 
 
毎月 第１・２・３火曜日  

１３時～１５時 

☆時間内は出入り自由 祝日除く 

場所 福祉パルあさお 

多目的フリースペース（麻生区万福寺

1-2-2新百合 21 ﾋﾞﾙ１階） 

  ※第１火曜日は、麻生区役所での出張開

設です。 

http://www.kawasaki-shakyo.jp/asao/
http://www.kawasaki-shakyo.jp/asao/


 

麻生区社会福祉協議会 

麻生区ボランティア活動振興センター 
 〒215-0004 
 川崎市麻生区万福寺１－２－２新百合２１ビル１階 
 福祉パルあさお内 
 電話：952-5500 FAX：952-1424 
 メール：info@asao-shakyo.com 

 
 
 

 

    いずれも麻生区社会福祉協議会の窓口にて配布しています。ぜひご活用ください！ 

 

 

～ボランティアに関する資料のご紹介～ 

✻ボランティアハンドブック 

 ボランティア活動とその心がまえについてや、認知症や障害についての基

礎知識などが盛り込まれています。ボランティア活動に活かせる情報が満載

です。 

発行：社会福祉法人川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター 

✿ボランティアしたい方には･･･ 

✿ボランティア受入担当の方には･･･ 

✻ボランティアとよい関係をつくるために必要な 32のこと 

ボランティアを受け入れる団体・施設等に向けた、ボランティ

アとよい関係を築くためのチェックシートです。ボランティアさ

んに来てほしいな、と考えている方はぜひご一読ください。麻生

区社会福祉協議会ＨＰでもご覧いただけます。 

発行：麻生区社会福祉協議会ボランティア活動振興センター 

✻ボランティア募集冊子 ボラ・ナビ 2018 

川崎市内のボランティア募集情報が掲載されています。通年で募集している

ものが掲載されています。かわさき市民活動センターＨＰでもご覧いただけま

す。 

発行：公益財団法人かわさき市民活動センター 

 

 

✻ボランティアチェックシート 

自分にはどんなボランティアが向いているのか、チェックして

みませんか？Yes / Noで質問に答えていくと、あなたにオススメ

のボランティア活動がわかります。 

発行：麻生区社会福祉協議会ボランティア活動振興センター 

 

 

 


