
 

 

あなたのご都合に合わせての活動が

可能です！平日から土曜日や祝日 

まで、一日・半日・数時間… 

いろいろなスタイルが選べます♪ 

 

身近な場所で、多くの人

との素敵な出会いが 

待っているかも❤ 

 
ボランティアは「特別なこと」 

「難しいこと」ではありません。 

あなたの特技や趣味を 

活かせる活動もありますよ！ 
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    ★マークの説明★ 
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「名古屋市中区社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画」（以下「活動計

画」）をご存知ですか?これは、「みんなでつくる地域のふくし」を実現す

るための取り組みを、区民や行政・関係機関職員の参加により検討・策定

した地域福祉活動の計画（計画期間：平成 21～25 年度）です。 

 

 

活動計画では、計画期間内に取り組む 16 の重点事業が掲げられていま

すが、事業の確実な推進を目的に設置されたのが６つの「推進委員会作業部会」（以下「作業部会」）

で、メンバーは区民や行政・関係機関職員などで構成されています。A～F グループに分けられた

作業部会では、16 の重点事業を分担して受け持ち、その事業の具体的な進め方から実施に至るま

で、定期的に話し合いを重ねながら協力して進めています。 

 

 

私たち作業部会 D グループは、重点事業「区社協ボランティアセンターの運営」「区内のボラン

ティア（グループ）活動の活性化」について取り組みを検討しています。検討する中で、「ボラン

ティア活動を希望する方」と「ボランティアを求めている方」の両者がうまくつながっていないの

ではないか、その原因の一つとして、情報を必要としている人にきちんと情報が届いていない「情

報不足」の問題があるのではないかという意見が出てきました。そこで私たちは、現場で活動中の

ボランティアの様子を見学し、ボランティアや施設職員の方々への取材をしました。 

 

 

本冊子では、これからボランティア活動を始めようとされている方や、今まで興味を持ったこと

がなかった方にも、まずは「求められているボランティア」を知っていただくために、私たちが現

場取材により収集できた各施設が募集するボランティア活動の情報をお届けします。本冊子が、少

しでも「ボランティア活動を希望する方」と「ボランティアを求めている方」とがうまくつながる

一歩になれば幸いです。 

  

  

 

 

 

さあ、あなたも地域の施設でボランティアを始めてみませんか？ 

地域にはどんな施設があるの？どこでどんなボランティアがあるの？ 

そんな疑問にお答えする情報のたくさん詰まったページの始まりです！ 
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 私たちの地域には、様々な施設があります。ここでは、本冊子で掲載している施設がどんなと

ころなのか、簡単に説明します。 

【通所型】…利用者さんが自宅から施設へ通います。 

【入所型】…施設自体が利用者さんの住まいです。 

 

 

通所介護施設（デイサービス）【通所】 

介護が必要な高齢者に対し、入浴や食事その他の日常生活に必要な介護サービスを提供している 

施設です。 

 

   

通所リハビリテーション施設（デイケア）【通所】 

     介護が必要な高齢者に対し、理学療法士や作業療法士などのリハビリテーションを行っている施 

設です。 

 

 

介護老人保健施設【入所】 

比較的病状が安定し、介護や看護を必要する高齢者に対し、看護・医学的管理のもとで介護や 

リハビリテーションなどを行っている施設です。 

 

 

介護付有料老人ホーム【入所】 

高齢者に対し、入浴や排せつもしくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な  

便宜を提供しているのが「有料老人ホーム」です。なお、介護保険制度における特定施設として指

定を受けているのが「介護付有料老人ホーム」で、そこでは介護保険の介護サービスも提供されて

います。 

 

 

 

★ある施設の一日★ 

9:00～ 送迎車で自宅へお迎え ➡ 到着後 体温・血圧等チェック 、入浴 、口腔体操 ➡ 

12:00～ 昼食 ➡ 14:00～ 体操 ➡ 14:30～ ティータイム ➡14:45～ レクリエーション  ➡ 

16:00～ 送迎車で自宅へお送り  

★ある施設の一日★ 

9:00～ 送迎車で自宅へお迎え ➡ 到着後 体温・血圧等チェック、入浴  、口腔体操 、リハビリ 

➡12:０0～ 昼食 ➡ 13:00～ リハビリ体操 ➡ 13:30～ レクリエーション ➡  

15:00～ ティータイム  ➡ 16:00～ 送迎車で自宅へお送り  
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知的障害者通所授産施設【通所】 

18 歳以上の雇用されることが困難な知的障がい者が通所し、自活に必要な訓練を受けるとと 

もに、職業を得て自活を図る施設です。 

 

身体障害者通所授産施設【通所】 

身体障がい者で雇用されることの困難な方または生活に困窮する方等が通所し、必要な訓練を 

受け、職業を得て自活を目指す施設です。 

 

 

 

生活介護施設【通所】 

常時介護を必要とする障がい者に、主として昼間、入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生 

     活上の支援及び創作活動、生産活動の機会の提供等の支援を行っている施設です。 

 

 

就労継続支援（A 型、B 型）施設【通所】 

一般企業などでの就労が困難な障がい者に働く場を提供し、知識及び能力の向上のために必 

     要な訓練を実施している施設（A 型は雇用契約等に基づく就労が可能な障がい者、B 型は雇用

契約等に基づく就労が困難な障がい者）です。 

 

児童館【通所】 

     乳幼児とその保護者、小学生～中学生、18 歳までの児童を利用対象とし、「いつでも自由に 

遊べる場」「子育て世代の交流の場」「地域との交流の場」として、季節行事や伝承遊び、クラ

ブ活動、子育てサークルへの活動支援やボランティアの育成・支援を行っています。 

    

＜参考資料＞ 

・「高齢者 健康と福祉のあらまし（平成 22 年 6 月現在）」（名古屋市健康福祉局） 

・「老人ホーム入所のごあんない（平成 21 年度版）」（名古屋市健康福祉局） 

・「障害者福祉のしおり（平成２２年度版）」（名古屋市健康福祉局） 

・「なごやの児童館」（名古屋市子ども青少年局） 

★ある施設の一日★ 

 9:40～ 朝礼 、作業 ➡ 12:00～ 昼食 ➡ 13:10～ 作業 ➡ 15:20～  清掃 、終礼 

  ※作業内容は企業等からの受注作業や自主製品製作など。 

★ある施設の一日★ 

 10:15～ 朝礼  ➡ 10:30～  午前のプログラム ➡12:15～ 昼食  

➡ 14:00～ 午後のプログラム ➡ 15:45  終礼 

※プログラム内容は音楽・創作・ゲームなど。理学療法士や作業療法士によるリハビリもあります。 

★ある施設の一日★ 

 10:00～ 作業 ➡ 12:00～ 昼食 ➡ 13:00～ 作業 ➡ 15:00～ ティータイム   

➡ 15:15～ 清掃 ➡ 16:00   作業終了 

 ※作業内容は企業等からの受注作業や自主製品製作など。 
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①アサヒサンクリーンデイサービスセンター 

 上前津東 

②コープあいちデイサービス千種駅前 

③デイサービス樂音 

④デイサービスセンターなか 

⑤デイサービスセンターへいわ 

⑥デイサービス２１ 

⑦新栄デイケアセンター 

⑧セントラーレ 

 

⑨ライフ＆シニアハウス千種 

⑩ヨナワールド 

⑪むつみグリーンハウス・むつみ生活センター・

むつみ通園センター 

⑫池田作業所 

⑬前津児童館 

 

② ⑨ 

⑦ 

⑩ 

① 
⑫ 

⑬ 

③ 

④ ⑥ 

⑤ 
⑪ 

⑧ 
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趣味・特技を活かしませんか？ 

曜  日：月～土曜日・祝日 13:00～14:30  

活動内容：編み物などの手芸を一緒にやってくださる方 

     絵手紙や習字、塗り絵、折り紙などを教えてくださる方 

     音楽や踊り、手品などを披露してくださる方 

    一緒に外出しませんか?     

曜  日：月～土曜日・祝日 午後 

活動内容：花見・紅葉シーズンの外出をお手伝いしてくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午後：レクリエーション運営（音楽療法、日本舞踊、ギターや   

   アコーディオン演奏） 

 

                                                                 

 

▲音楽療法で楽しむ利用者さん 

 

 

❤運営主体  アサヒサンクリーン株式会社 

❤住所    〒460-0012  

       名古屋市中区千代田二丁目 4-28        

       アーバニア上前津東 1F          

❤アクセス  地下鉄上前津駅 2 番出口から徒歩 5 分  

❤TEL    052-269-2641   

❤FAX    052-269-2650   

❤E メール  kamimaeduhigasiDS@asahi-sun-clean.co.jp 

❤URL      http://www.asahi-sun-clean.co.jp    

❤営業日   月～土曜日（祝日営業）8:30～17:30  

         （12/31～1/3 休業） 

通所介護施設 

作業部員から一言 

利用者さんと音楽ボランティアさんと

で、和気あいあいとした親密な交流がで

きていて、いいなぁと感じました。 

施設からのアピールポイント 

 アットホームな雰囲気の小じんまりとしたデイサービスです！ 
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 一緒におしゃべりを楽しみませんか? 

曜  日：月～日曜日・祝日 10:00～18:00（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：利用者さんへのお茶出しや、一緒におしゃべりをして見守りをしてくださる方 

 

趣味・特技を活かしませんか?  

曜  日：月～日曜日・祝日 14:00～15:00 

活動内容：音楽活動の提供や、習字などを教えてくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午前：料理（昼食）の盛り付けや配膳の補助 

 

午後：レクリエーション運営（音楽・体操・習字の指導） 

                                                                 

 

▲ハンドベルに合わせて合唱する 

ボランティアさんと利用者さん 

 

❤運営主体  生活協同組合コープあいち  

❤住所    〒460-0007  

       名古屋市中区新栄三丁目 20-28  

     アクシオス千種 4F               

❤アクセス  地下鉄千種駅５番出口から徒歩 5 分  

❤TEL    052-249-2570   

❤FAX    052-242-0725   

❤E メール  naoki.furuya@tcoop.or.jp   

❤URL    http://www.coop-aichi.jp  

❤営業日   月～日曜日（祝日営業）8: 45～18:30 

      （12/30～1/3 休業） 

通所介護施設 

作業部員から一言 

４階フロアに屋上庭園があり、空間のあ

る部屋が心地良かったです。皆さんの 

笑顔がいい！ 

施設からのアピールポイント 

 ふだんの暮らしをしあわせに、生協らしい個人を尊重した 

福祉サービスを実践しています！ 

午前中が 

助かります！ 
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趣味・特技を活かしませんか?  

曜  日：月～土曜日 13:30～15:00  

活動内容：絵手紙や習字などを教えてくださる方 

ボランティアさんを大募集中です！                                        

 

 

 

                                                                 

 

 

 

▲輪になってエクササイズをする 

利用者さん 

 

 

 

 

 

❤運営主体  株式会社ジェネラス  

❤住所    〒460-0012  

         名古屋市中区千代田二丁目 16-28    

❤アクセス  地下鉄鶴舞駅 1 番出口から徒歩 2 分  

 ❤TEL    052-259-3336   

❤FAX    052-259-3337   

❤E メール  utane@generous.co.jp         

❤URL      http://www.generous.co.jp   

❤営業日   月～土曜日（祝日営業） 8:30～17:30   

          （12/30～1/4 休業） 

 

 

通所介護施設 

作業部員から一言 

現在、定期的に活動に入っている 

ボランティアさんはいないとのこと。 

ぜひ、皆さんのお力を活かして、活動を 

始めてみませんか?運動マシンの設備と 

エクササイズプログラムの充実した 

活気のある施設ですよ！ 

施設からのアピールポイント 

 エクササイズプログラムが充実しており、明るい環境の中で 

一日過ごしていただける施設です！ 

7 



 

 

 

 

 

趣味・特技を活かしませんか? 

曜  日：月～土曜日・祝日 9:00～16:00（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：編み物などの手芸や将棋、麻雀を一緒にやってくださる方 

     絵画などを教えてくださる方 

 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午前：入浴後の利用者さんへのドライヤーがけ、お茶出し、   

お迎え時の手荷物運び、話し相手、昼食の配膳 

 

午後：利用者さんと一緒に洗濯物干し、おやつ・お茶出し 

レクリエーション補助、 

   レクリエーション運営（民踊・銭太鼓・三味線の披露、 

書道や絵手紙の指導） 

                                                           

 ▲ 利用者さんとオセロを楽しむ 

ボランティアさん 

 

 

 

 

 

❤運営主体  社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会  

❤住所    〒460-0013  

       名古屋市中区上前津二丁目 12-23    

❤アクセス  地下鉄上前津駅 3 番出口から徒歩 5 分  

❤TEL    052-331-9951   

❤FAX    052-331-9953   

❤E メール  nakaVC@nagoya-shakyo.or.jp   

❤URL    http://www.nakaku-shakyo.jp  

❤営業日   月～土曜日（祝日営業）9:00～17:00  

      （12/29～1/3 休業） 

通所介護施設 

作業部員から一言 

社協との複合施設で、ボランティアさん、職員

さんがテキパキと動いています。利用者さんの

笑顔も印象的でした。 

 

施設からのアピールポイント 

 和気あいあいとした雰囲気のデイサービスです！ 
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一緒におしゃべりを楽しみませんか?  

曜  日：月～土曜日・祝日 10:00～16:10（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：一緒におしゃべりをして見守りをしてくださる方 

趣味・特技を活かしませんか? 

曜  日：月～土曜日・祝日 14:00～15:00 

活動内容：趣味や特技を披露したり、教えてくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午前：入浴後の利用者さんへのドライヤーがけ、話し相手 

 

午後：話し相手、レクリエーション運営（尺八披露、書道・ 

折紙・小物作り・新聞ちぎり絵・ヨガの指導）、外出 

行事（季節ごとの企画）の付添 

                                                                 

 

▲利用者さんに折り紙を教える 

ボランティアさん 

 

 

 

❤運営主体   社会福祉法人 なごや平和福祉会  

❤住所    〒460-0021 

        名古屋市中区平和二丁目 2-36      

❤アクセス   地下鉄東別院駅 2 番出口から徒歩 3 分  

❤TEL     052-331-6660   

❤FAX     052-322-7244   

❤E メール   fu-heiwa@neo.famille.ne.jp      

❤URL     http://www.nagoya-heiwa.jp  

❤営業日    月～土曜日（祝日営業）8:30～17:30  

       （12/29～1/3 休業） 

 

通所介護施設 

作業部員から一言 

職員の皆さんがとっても明るく、 

ホットな雰囲気でした。 

施設からのアピールポイント 

 家庭的な雰囲気のデイサービスです。たくさんのボランティア

の方々にも助けていただき、色々なレクリエーションを実施して

います！ 

午前中が 

助かります！ 
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 現在（平成 23 年 12 月時点）、 

新規のボランティアさんは募集していないそうです。 

 

現時点で募集があるかどうか等興味のある方は、 

 施設へ直接ご確認ください。 

 

           

 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

 

午後：レクリエーション運営（書道・歌・体操・絵の指導） 

 

                                                                 

 

 

 

▲利用者さんに絵を教える 

ボランティアさん 

 

 

 

 

 

❤運営主体   医療法人 斯文会  

❤住所     〒460-0013  

        名古屋市中区上前津一丁目 12-7     

❤アクセス   地下鉄上前津駅 6 番出口から徒歩 5 分  

❤TEL     052-321-7120   

❤FAX     052-323-5389   

❤営業日    月～土曜日（祝日営業）8:30～17:30  

       （12/31～1/3 休業） 

通所介護施設 

作業部員から一言 

利用者さん、職員さん、ボランティアさん、 

三者が一体となって楽しく時間を過ごされて

いました。 

施設からのアピールポイント 

 とても明るく、元気な利用者さんが多い施設です！ 
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趣味・特技を活かしませんか?  

曜  日：月～土曜日 13:45～14:30  

活動内容：墨絵などを教えてくださる方 

     フラメンコやフラダンス、ハーモニカや大正琴、コーラスなどを 

披露してくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午後：レクリエーション運営（歌の会、書道や 

生花アレンジメントの指導） 

 

                                                                 

 

 

 

▲歌と踊りを披露するボランティアさん 

 

 

 

❤運営主体   医療法人生寿会  

❤住所     〒460-0007  

         名古屋市中区新栄三丁目 7-12       

❤アクセス   地下鉄千種駅 5 番出口から徒歩 5 分  

❤TEL     052-263-3502   

❤FAX     052-263-3504   

❤E メール   shinsakae-day@seijukai.or.jp   

❤URL       http://www.seijukai.or.jp       

❤営業日    月～土曜日 8:15～17:00   

          （12/31～1/3 休業） 

 

 

通所リハビリ施設 

作業部員から一言 

ボランティアさんと一緒に楽しく歌を

歌っている姿が印象的でした。 

施設からのアピールポイント 

 毎日、歌の時間を設けており、歌が上手な利用者さんたちです！ 
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一緒におしゃべりを楽しみませんか? 

曜  日：月～金曜日・祝日 9:00～17:00（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：一緒におしゃべりをして見守りをしてくださる方 

  趣味・特技を活かしませんか? 

曜  日：月～金曜日・祝日 14:00～15:00 

活動内容：絵手紙や生け花などを教えてくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午後：レクリエーション運営（コーラスの披露、押し花・ 

手芸の指導） 

                                                                 

 

 

 

 

▲利用者さんに押し花を教える 

ボランティアさん 

 

 

 

 

❤運営主体   医療法人としわ会  

❤住所     〒460-0022  

             名古屋市中区金山五丁目 8-1  

❤アクセス    金山総合駅から徒歩 10 分   

❤TEL     052-882-1040   

❤FAX     052-882-6655   

❤E メール   info@toshiwa-kai.or.jp       

❤URL     http://www.toshiwa-kai.or.jp  

❤営業日    月～金曜日（祝日営業）          

        （1/1～1/3 休業） 

作業部員から一言 

ホテルを思わせるようなフロントにまずびっく

り。利用者さんの数が多く、いくつかのグループ

に分かれ、押し花作りを楽しんだり、麻雀を楽し

んでいる方たちがいらっしゃいました。 

施設からのアピールポイント 

 介護複合型施設として、介護が必要な方をトータルでお世話 

できるように努めている施設です！ 

男性が楽しんで参加で

きる企画大募集！ 

麻雀やゲームなど… 

介護老人保健施設 
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趣味・特技を活かしませんか? 

曜  日：月～日曜日・祝日 （時間は応相談）  

活動内容：囲碁を一緒にやってくださる方（火・木曜日 9:30～12:00） 

      動画の編集や絵手紙などを教えてくださる方 

      イベント時にお手伝いをしてくださる方 

一緒に外出しませんか? 

曜  日：月～日曜日・祝日 14:00～16:00 の間 

活動内容：利用者さんの散歩に同行してくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午後：話し相手 

 

                                                                 

 

 

 

 

▲ボランティアさんと入居者さんが 

ゆったりとお話できる空間 

 

 

❤運営主体   株式会社生活科学運営  

❤住所     〒460-0007  

        名古屋市中区新栄三丁目 20-28       

❤アクセス   地下鉄千種駅 5 番出口から徒歩５分   

❤TEL     052-269-4050   

❤FAX     052-269-4051  

❤URL       http://www.seikatsu-kagaku.co.jp   

❤営業日    月～日曜日（祝日・年末年始営業）9:00～18:00  

 

介護付有料老人ホーム 

作業部員から一言 

高層ビルの中に住まいがあり、まさに高級 

マンションです。ゆったり過ごせる雰囲気 

ですよ。 

施設からのアピールポイント 

 文化的な趣味をお持ちの入居者が多い施設です。基本的に 

外出できないため、施設内での活動を望んでいます！ 
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一緒に作業を楽しみませんか? (グリーンハウス) 

曜  日：月～金曜日 9:40～15:40（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：企業等からの下請作業（製品の封入等）を一緒にやってくださる方 

      木工製品作成の手伝いや木の製材をしてくださる方 

趣味や特技を活かしませんか? (生活・通園センター)  

曜  日：月～金曜日 10:00～16:00（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：一緒にレクリエーションへの参加や身体介助の手伝いを 

してくださる方、楽器演奏や、一緒に外出をしてくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午前～午後：下請作業の手伝い、利用者移動時の誘導、木工 

製品の作成、木材の製材 （グリーンハウス） 

レクリエーション参加、身体介助（食事・トイレ）、 

ビーズ作り、音楽活動 （生活・通園センター）  ▲ビーズの小物づくりを教える 

 （左）・木工作業をする（右） 

ボランティアさん 

 

                             

❤運営主体  社会福祉法人むつみ福祉会  

❤住所    〒460-0025  

                                名古屋市中区古渡町 9-18  

❤アクセス  地下鉄東別院駅 3 番出口から徒歩 10 分 

                 金山総合駅から徒歩 10 分        

❤TEL    052-332-5049   

❤FAX    052-322-7562   

❤E メール  mutsumi@opal.ocn.ne.jp    

❤URL    http://www.mutsumi-f.jp  

❤営業日   月～金曜日（祝日休業）８:45～17:15  

         （12/29～1/4 休業） 

身体障害者通所授産施設 

生活介護事業・重症心身障害児(者)通園事業 

作業部員から一言 

作業の場はちょっとした工房といった感じ。利用者

さんがそれぞれの作業に励んでいて、ボランティア

さんが手助けできることがたくさんありそう。 

施設からのアピールポイント 

 地域の方々も出入りしやすい施設で、利用者とも関わり交流の

場となっています。利用者同士の交流も活発です。地域の方々と

積極的に関わり、明るく楽しい施設を目指しています！ 
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一緒に作品づくりやケーキづくりを楽しみませんか?  

曜  日：月～金曜日 10:00～16:00（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：アトリエでの創作活動（人形など）や、ケーキづくりを一緒に手伝いながら 

見守りをしてくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午前～午後：利用者さんと一緒にケーキのクッキングシートの    

カット作業、コーヒーショップの手伝い、ミシン 

等の縫製作業 

                                                                 

 

 

 

 

 

▲利用者さんと一緒にクッキングシート 

をカットするボランティアさん 

 

 

❤運営主体   社会福祉法人さふらん会  

❤住所     〒460-0008  

        名古屋市中区栄五丁目 21-9       

❤アクセス   地下鉄矢場町駅 3 番出口から徒歩 7 分   

❤TEL     052-251-4778   

❤FAX     052-251-4772   

❤E メール   safuran-yona@alpha.ocn.ne.jp   

❤URL     http://www.yonaworld.net    

❤営業日    月～金曜日（祝日休業）9:00～18:00   

       （12/29～1/3 休業）但し、コーヒーショップ 

の営業は 10:00～15:00(オーダーストップ)  

 

知的障害者通所授産施設 

作業部員から一言 

コーヒーショップがあり、利用者さんが作っ

たケーキ、葉書、陶器などの販売もしていて、

誰でも気軽に立ち寄れる雰囲気です。 

施設からのアピールポイント 

 廃材を利用して取り組んでいる創作活動や、第 3 回ユニバーサ

ルベーキングカップ 2007 で銀賞を受賞したケーキ類が自慢の

施設です！ 
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  一緒に作業を楽しみませんか?  

曜  日：月～金曜日 10:00～16:00（都合の良い日で、半日・数時間でも可） 

活動内容：企業等から受注した内職作業（製品の封入等）や 

     手芸による自主製品の製作を一緒にやってくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

午前～午後：内職作業や手芸による自主製品の製作の手伝い 

 

▲利用者さんと内職作業をする 

ボランティアさん 

 

                                                           

                                ❤運営主体  社会福祉法人薫徳会  

❤住所    〒460-0012  

              名古屋市中区千代田二丁目 25-14 

               サンシャイン記念橋 802 号室  

❤アクセス  地下鉄上前津駅 2 番出口から徒歩５分 

  ❤TEL    052-251-9915   

❤FAX    052-251-9915   

❤E メール  ikeda.sagyousyo@s6.dion.ne.jp     

❤営業日   月～金曜日（祝日休業）9:00～17:00                             

（12/29～1/4 休業） 

                           

就労継続支援 B 型施設 

作業部員から一言 

マンションの一室で、好きな音楽を

聞きながら楽しく作業をされていま

す。大人気の自主製品は、すぐに 

売り切れになるそうです。 

施設からのアピールポイント 

 家庭的な雰囲気を大切にしながらも、作業はしっかりとやって

います。ひとりひとりが自分の目標を持って頑張っています！ 
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  子どもたちと一緒に楽しみませんか? 

曜  日：土・日曜日 8:45～17:00（都合の良い日で可） 

活動内容：児童を対象としたイベント・行事を一緒に盛り上げてくださる方 

こんなボランティアさんが活躍しています！                                        

 

前津児童館を拠点に活動しているグループがあります！ 

児童館で行われるお祭りやイベント、子ども会行事のお手伝 

いもしています。児童館で個人的に活動を始めるのもいいです

が、サークルに加入して仲間と一緒に楽しく参加することもで

きます！ 

 

★赤とんぼボランティアサークル★ 

メンバーは高校生以上                  

★竹とんぼジュニアリーダーズクラブ★          ▲児童館で楽しく遊ぶ子どもたち 

  メンバーは中区在住の小学 5 年生～中学 3 年生                       

                                      

 

 

 

 

 

 

❤運営主体   社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会  

❤住所     〒460-0011  

                            名古屋市中区大須四丁目 15-15    

  ❤アクセス   地下鉄上前津駅 1 番出口から徒歩 2 分  

❤TEL     052-262-6299   

❤FAX     052-262-6299   

❤E メール   maezu-jidou@clock.ocn.ne.jp    

❤URL     http://www4.ocn.ne.jp/~maezu-ji  

❤営業日    火～日曜日（子どもの日以外の祝日休館） 

（市立小学校の夏・冬・春休み中は月曜開館で   

         日曜休館）8:45～17:０0 

         （12/29～1/3 休館） 

 

児童館 

作業部員から一言 

町の真ん中に位置するため、公園等に出

かけ生き物観察など、取り組みを工夫さ

れているなぁと感じました。 

若者よ！子どもたちと楽しみませんか？ 

施設からのアピールポイント 

 公園等に出て、自然の中での生き物探しや蛍の放流など、生き物

との触れ合いを年間通して積極的に取り組んでいる児童館です！ 
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  名古屋市中区社会福祉協議会（略して「中区社協」）は、「地域福祉の推進を図

ることを目的とする団体」（社会福祉法第 109 条）として、様々な地域福祉活動の

実施・支援を行っています。 

 

☞中区社会福祉協議会にボランティア登録をしませんか? 

  中区社会福祉協議会では、ボランティア登録をしてくださる個人・団体を 

募集しています。本会窓口にお越しいただき、登録カードに、氏名・住所・ 

連絡先・希望する活動内容や曜日等を記入し提出いただければ、登録完了です。

希望内容に合った活動依頼が本会へ寄せられた際に、活動のご紹介をさせてい

ただきます。登録は無料で、会費等も一切かかりません。たくさんの方のご登

録を心よりお待ちしています!! 

 また、「ボランティアには興味があるけど、どのような活動やグループがあ 

るのか知りたい」など、ボランティアに関わる各種ご相談も受け付けていま 

す。お気軽にご相談ください。 

☞「ボラネットなかまんなか」へ加入しませんか? 

「ボラネットなかまんなか」は、中区で活動するボランティア同士の交流 

と連携を目的としたボランティアグループの連絡組織です。定期的に集まり、 

各グループの近況を報告し合ったり、「ボランティア学習会」や「ボランティ 

ア交流会」などの行事を企画したり、地域のイベントにブース出展をしたり 

と、幅広く活動しています。中区内で活動しているグループの皆さん、ぜひ 

加入していただき、ボランティアの輪を広げていきましょう!! 

  ◎問合先：名古屋市中区社会福祉協議会 

       中区上前津二丁目 12-23 （電話：052-331-9951） 
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最後まで読んでくださって、ありがとうございます。いかがでしたか?少しでも 

興味を持っていただいたのなら、さあボランティアを始めてみましょう!!はじめは、

誰でも緊張するものです。まずは、希望する施設へ連絡し、もっと詳しい内容を尋

ね、分からないことも遠慮せずに質問してみましょう。施設の見学をお願いするの

もいいでしょう。ここから一歩踏み出すことで、その先にはきっと新しい出会いや

発見が待っているはずです。 

私たちが施設へ出向き、取材した内容を掲載した本冊子が、少しでも「ボランテ

ィア活動を希望する人」と「ボランティアを求めている人」とをつなげられる役割

を果たせられれば嬉しく思います。 

最後に、お忙しい中を取材に応じてくださった施設職員の皆様、温かく迎え入れ

てくださった利用者の皆様に、この場を借りて感謝を申しあげます。 

            

 

 

名古屋市中区社会福祉協議会 第２次地域福祉活動計画  

作業部会 D グループメンバー一同 
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★本冊子に関する問合先★ 
 

訪問・取材する施設の選定にあたっては、中区社会福祉協議会が発行している 

広報紙「しあわせネットワークなか」第 52・53 号（平成 22 年 6 月号・10 月 

号）において「ボランティアさん大募集！」に記事を掲載している施設とさせてい 

ただきましたが、掲載施設以外でボランティアを募集されている施設さんがあれば、 

ぜひ下記までご連絡ください。 

 

社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会 

住 所：〒460-0013  

名古屋市中区上前津二丁目 12-23 

電 話：052-331-9951   F A X：052-331-9953 

E メール：nakaVC@nagoya-shakyo.or.jp 

U R L：http://www.nakaku-shakyo.jp 
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