〜南区ボランティア求人情報〜
余暇を活かして、ボランティアを始めてみませんか？
まずは、お気軽に各施設または南区社会福祉協議会
ボランティアセンターへお問合せください。

分 野
高齢者

児童

障がい

南区デイサービスセンターひまわり

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはくすいﾘﾝｸ

小規模多機能介護施設ハーデンオアシスヴィラ

デイサービスでの
ボランティア大募集！

地域交流室の喫茶の
お手伝いをしてください

小規模施設に遊びに
きませんか？大募集中！

お客様とのお話相手、お茶出しやドライヤ
ーかけのお手伝いなど、ボランティアさんを
募集しています。特に金曜日、将棋のできる
方！大募集中です。お待ちしています。
連絡先 南区デイサービスセンターひまわり
住◆所 前浜通 3-10 区役所庁舎５階
電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

認知症の方と一緒にコーヒーを
お客様に出していただける方を募
集しています！
連絡先 デイサービスセンターはくすい
住◆所 柴田町４−８

い と う

８２３−２４２４（担当：伊藤）
８２３−２４２５
himawari.minami@blue.ocn.ne.jp
月〜土曜日午前（応相談）

グループホーム

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

デイサービス宝南

宝南の家

連絡先 グループホーム 宝南の家
住◆所 元塩町３−１−１
電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

いいぬま

６１３−５０８１（担当：飯沼）
６１３−５０８３
なし
平日・土日午後（応相談）

連絡先 小規模多機能介護施設ハーデンオアシスヴィラ
住◆所 元鳴尾町２４２
電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

か と う

８２１−０６６６（担当：加藤）
８２１−０６６７
katou@jpn-mind.co.jp

月〜土曜日（時間応相談）

ニコニコデイサービス鶴里

楽しいデイサービスを
一緒に作りましょう！

グループホームでの
ボランティア募集！
認知症の方と一緒に、編み物をし
てくださる方、募集しています。お話
ししながら楽しい時間をすごしませ
んか。お待ちしております。

たみ や

６１３−３０１０（担当：民谷）
６１３−３０２０
hakusui-day@outlook.com
月〜土曜日（祝日含）午前中

レクリエーションや体操、ご利用者
様のお話相手、特技などを活かして
楽しく過ごせる時間作りのお手伝いを
ご協力お願い致します。

デイサービスでの
ボランティアさん大募集！

利用者さんとの話し相手やお茶出し、
入浴後のドライヤーかけ、レクリエーション
時のお手伝い募集中です。体操指導や余
興発表も募集しています。

高齢者の方、障がい者の方も利用
するデイサービスです。利用者様の
お話し相手や、趣味・特技を活かした
活動など、一緒に楽しく過ごしていた
だける方を募集中です。

連絡先 デイサービス宝南
住◆所 元塩町３−１−１

連絡先 ニコニコデイサービス鶴里
住◆所 鶴里町３−４０−１

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

も り せ

６１８−０２０５（担当：森瀨）
６１８−０２０６
なし
平日・土曜日・祝日

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

あ すみ

８２５−０７１１（担当：阿隅）
８１９−１５７７
nikoniko-day@sirius.ocn.ne.jp
月〜土曜日（時間帯は応相談）

特別養護老人ホームゆうあいの里大同

デイケアセンター内田橋なみき

ミライプロジェクト新瑞橋

老人ホームの
ボランティア大募集！

デイケアでの
ボランティア大募集！

デイサービスでの
レクボランティア募集

入浴後のドライヤーかけ、喫茶手伝い、
衣類管理（たたみ、名前書き、修繕）、植
栽の剪定、部屋のかたづけ、レクリエーシ
ョン、シーツ交換等、大募集中です。

歌や編み物などの手作りや、集団
体操のレクリエーションをお手伝いし
てくださるボランティアの方を募集中。
お待ちしております。

連絡先 特別養護老人ホームゆうあいの里大同
住◆所 白水町２０

連絡先 デイケアセンター内田橋なみき
住◆所 内田橋二丁目１０−２２

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

ほんだ

６１２−３０３０（担当：本田）
６１２−３０７６
yuainosato@yuainosato-daido.or.jp
平日 9 時〜17 時の内 1 時間以上（応相談）

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

ないとう

６９１−８０８８（担当：内藤）
６９１−３３８７
なし

平日・土曜・祝日（各午後）

レクリエーションの時間（14 時 30 分
〜15 時 30 分）に楽器演奏や踊り等、
出し物や創作活動をしていただける
ボランティアさんを募集しています。
連絡先 ミライプロジェウト新瑞橋
住◆所 平子一丁目２−３
ま き の

電◆話 ８３３−８０１２（担当：牧野）
Ｆ Ａ Ｘ ８３３−８０１３
Ｅメール kazum@miraiproject.co.jp
募集日時 月〜土（14 時 30 分〜15 時 30 分）

分 野
高齢者

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはるすのお家みなみ

サニーライフ名古屋南

児童

デイサービス星崎

グループホームでの
ボランティア大募集！

あなたの特技・趣味を
ご利用 活かしてみませんか？

障がい

デイサービスでの
ボランティア講師大募集

あなたの得意な絵画や書道、折り紙な
どをして入居者様と一緒に楽しんでいただ
けるボランティアさんを募集してます。皆で
支えあって人生を楽しみましょう！

フラダンス・歌謡ショー・舞踊・楽器
演奏・手品等、趣味や特技を披露して
くださる方大募集！お待ちしていま
す。

趣味や特技を活かして、絵画・編み
物・俳句・将棋・体操など、スタッフや
利用者様と楽しんでいただけるボラン
ティアさんをお待ちしています。

連絡先 サニーライフ名古屋南
住◆所 呼続一丁目２−５

連絡先 ｸﾞﾌﾟｰﾌﾟﾎｰﾑはるすのお家みなみ
住◆所 明円町２１０−１

連絡先 デイサービス星崎
住◆所 鳴尾二丁目１５

さ

さ

き

電◆話 ８２２−３６００（担当：佐々木）
Ｆ Ａ Ｘ ８２２−３６０５
Ｅメール nagoyaminami@sunnylife-group.co.jp
募集日時 平日・土日祝（午後）

ヒューマンライフケア道徳

かみや

電◆話 ６９３−８４３３（担当：神谷）
Ｆ Ａ Ｘ ６９３−８４３４
Ｅメール hals̲minami̲gh@cg-hals.jp
募集日時 平日午後、土・日・祝午後（応相談）

特別養護老人ホーム ケアマキス柴田

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

のなか

６２６−５６８１（担当：野中）
６２６−５６８８
なし
月〜土曜日午前（応相談）

はつらつクラブ

だんらんの家

特養・ショートステイの
ボランティア大募集

デイサービスでの
ボランティア大募集
楽器演奏・歌・その他特技を披露、
又は教えてくださるボランティアさんを
募集しています。高齢者様の生きが
いづくりに手を貸してください。よろしく
お願いします。
連絡先 ヒューマンライフケア道徳
住◆所 豊田二丁目１６−２４

きはら

新瑞橋事業所

デイサービスでの
ボランティア講師募集

趣味・特技を活かしたレクリエーシ
ョンの講師（例：絵画・書道）や、演奏・
踊りなどを募集！レクの他にも見守り
や傾聴なども大歓迎。団体・個人の方
もお気軽に。

創作ボランティアさんを募集してい
ます。絵画・編み物・書道などご利用
者様に指導してくださる方、お気軽に
ご連絡ください。お待ちしています。

連絡先 特別養護老人ﾎｰﾑｹｱﾏｷｽ柴田
住◆所 柴田本通４−１５

連絡先 だんらんの家新瑞橋事業所
住◆所 外山一丁目１０−１０

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

ま き の

６９３−５４６１（担当：牧野）
６９３−５４６２
info@care-makis.org
月〜日曜日 午後（応相談）

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

す ず き

８２９−１９１６（担当：鈴木）
８２９−１９１７
aratamabashi@danrannoie.com
平日・土曜・日祝日（各午後））

笠寺ミツバチプロジェクト in かんでら monzen 亭

一緒に楽しみながら
関わってくださる方大歓迎！

おがわ

電◆話 ６１３−５７８０（担当：木原、小川）
Ｆ Ａ Ｘ ６１３−５７８４
Ｅメール hosizaki5780@gmail.com
募集日時 平日・土曜・祝日（午前・午後）

南児童館

ミツバチと花のお世話を
する応援団参加者大募集！

地域で子どもを育む
ために協働しましょう！

仲間づくり・生きがいづくりのために高齢者
が集まる会場で、高齢者の話し相手をした
り、レクリエーションなどのお手伝いをしてい
ただける方を募集しています。

笠寺のまちづくり活動でミツバチを飼っていま
す。ミツバチのお世話のお手伝いをしてくださる
方、ミツバチのための安全安心な緑や花を育て
ていただける方、一緒に楽しみましょう。

児童館は乳幼児、小学生、中高生が対象
です。行事の運営補助、遊び相手、趣味や
特技を生かした活動など。まずは、あなたの
「やってみたいこと」を教えてください。

連絡先 南区社会福祉協議会
住◆所 前浜通３−１０

連絡先 笠寺ミツバチプロジェクト in かんでら monzen 亭
住◆所 笠寺町西ノ門５３−２

連絡先 南児童館
住◆所 東又兵ヱ町３−３５−１

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

にしむら

８２３−２０３５（担当：西村）
８２３−２６８８
minamiVC@nagoya-shakyo.or.jp
月曜日〜木曜日（応相談）

あおき

こんどう

電◆話 ８２２−０８８５（担当：青木、近藤）
Ｆ Ａ Ｘ ８２２−５４６６
Ｅメール なし
募集日時 毎月 1〜2 回、イベント時随時

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

あ さ の

６１２−９７９５（担当：浅野）
６１２−９７９５
なし
随時。活動希望内容により児童館からご連絡。

分 野
高齢者

ヒーリングルーム Sora とおひさま

ろばのこ療育園

障がい

重症心身障がい児デイサービス hoshi

療育園での子ども支援
ボランティア募集！

障がい児デイの
ボランティア大募集！！

児童

児童デイサービスでの
ボランティア大募集！

趣味や特技を活かして子どもたちと
一緒に遊んだり、学習のサポートをし
て楽しく過ごしてください。昼食は職員
と一緒のまかない付きです。

当園は発達障がいのある子どもたちの為の
療育園です。明るく健康で障がいのある子ども
の支援に意欲のある方歓迎。保育園への就職
をお考えの方にもおすすめです。

重い障がいのある子どもたちが楽しく過
ごす場所です。笑顔の素敵な子どもたち
に一度会いに来てください。子どもが好き
なあなたを待っています。

連絡先 ヒーリングルーム Sora とおひさま
住◆所 豊一丁目２−１０

連絡先 ろばのこ療育園
住◆所 本城町１−７４

連絡先 重症心身障がい児デイサービス hoshi
住◆所 観音町５−１

かわむら

電◆話 ６１３−９６５５（担当：河村）
Ｆ Ａ Ｘ ６１３−９６５４
Ｅメール sora.to.ohisama@rc4.so-net.ne.jp
募集日時 土曜日・長期休暇など 10：00〜18：00

大生幼児園

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

せき

６９３−６０９８（担当：関）
６９３−６０９９
sel̲corporation@lilac.plala.or.jp
平日・土曜・祝日 午前・午後

ふれあい共同作業所
障がい者作業所での
ボランティア大募集！

子どもの好きな方
是非来てください！！

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

の む ら

６２７−３３７７（担当：野村）
８９３−７７８４
fureai.hoshi@gmail.com
平日 14 時〜休日 10 時〜（応相談）

ソレイユ株式会社
事業所内の就労作業
ボランティア募集中！

子どもの遊び相手、赤ちゃんのお
世話などなど、興味のある方、是非お
願い致します。

仲間たちと一緒に軽作業のお手伝
いやドライブ・散歩、お話し相手などを
していただけるボランティアさんを募
集中！

事業所内でのサポート募集中。ＩＴ関係、
手芸（ミシンや手縫い・着物のほどき）新聞
手提げ袋作り、小物や雑貨など手作り製
品に携われる方大歓迎。笑顔のお手伝い
を。

連絡先 大生幼児園
住◆所 西又兵ヱ町３−７４

連絡先 ふれあい共同作業所
住◆所 南野二丁目１６８

連絡先 ソレイユ株式会社
住◆所 五条町２−１−１１１

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

おかだ

６１１−４８５２（担当：岡田）
６１１−０２６１
taisei@le.main.jp
月〜土（午前 or 午後）

電◆話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｅメール
募集日時

みやぞの

６１３−２４７９（担当：宮園）
６１３−２４８８
fureai.kanri@gol.com
平日（午前・午後）

さいとう

電◆話 ８２５−４１６８（担当：齋藤）
Ｆ Ａ Ｘ ８２５−４１６９
Ｅメール im-ai4649@nifty.com
募集日時 月〜金 10〜16 時都合の良い時間

