
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会 

ボランティアセンター 



この冊子では、主に福祉関連のボランティア活動についてご案内します。

①ボランティア活動先はこの冊子を参考にしてください。

②希望活動施設へ直接電話して、施設の担当者と活動日時等について
　調整して下さい。（施設によっては電話対応しづらい時間帯が
　あるので、今、会話できる状況かどうか確認してください。）

③活動日時が決まったら、伊勢原市社会福祉協議会に報告（電話）
　してください。活動状況を把握させていただきたいので、
　ご協力お願いします。

★実際に活動を始める前に、ボランティア保険に加入されることを
   お勧めします。

令和元（2019）年　7月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

令和元（2019）年　８月 令和元（2019）年　９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

ガイドの使用方法



Ⅰ．ボランティア活動って何ですか？                            

私たちのまわりには、援助や支援を必要としている人達がたくさんいます。 

例えば、小さな子供達、寝たきりのお年寄りや、体に障がいのある人達…。 

  みんなが幸せに暮らせるように、進んで地域社会を良くしていこうとする活動 

がボランティア活動です。 

 

ボランティア活動は、特に難しいものではありません。 

『人が過度の報酬を受けることなく、社会のために動く』のであれば、どんな

に小さな事柄でもボランティア活動と言えます。 

  一人でも多くの人が、時間や労力、金銭など、それぞれ自分が提供できるもの

を出し合いながら、お互いに支え合えるようなまちづくりができると良いですね。 

 

Ⅱ．ボランティア活動 ４つの特徴                             

★自発性・主体性…「自分で選んだ」活動であること。 

ボランティア活動は、「自由意志」に基づいた活動です。 

他人に言われたから動くというものではありません。 

だからこそ自分の趣味や特技、興味、関心などを活動に活かすことができるのです。 

 

★社会性・公益性…「社会とつながる」活動であること。 

ボランティアを活用する人や一緒に活動する仲間との相互の理解、協力が必要不可欠

です。相手の立場や考え方を尊重し、広く社会の一員として活動しているということを

心に留めておきましょう。 

 

★無償性・非営利性…「金銭的な利益を求めない」活動であること。 

  ボランティア活動は、金銭的な見返り・利益を求める活動でなく、達成感、生きがい

など、地域社会の一員として精神的な満足感が得られる活動です。 

ただし、交通費や食費、材料費などの実費弁償については無償の範囲としています。 

 

★先駆性・開拓性…「新しいことにチャレンジする」活動であること。 

  人々の関心が薄い課題や、目が届きにくい問題に取り組む事はボランティア活動の大

きな役割の一つです。今、何が必要とされるのかを考え、ボランティア活動を通じて、

より良い地域社会を創っていきましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

☆「ボランティア」の語源 

ボランタール（ラテン語）‥‥‥自由、勇気、正義 

ボランテ（フランス語）‥‥‥‥ 喜びの精神 

ボランティア（英語）‥‥‥自発性に裏づけられた奉仕者、篤志者 



Ⅲ．ボランティアを始める前に…約束できますか？                      

 

★ 相手の立場になって  

ボランティアと受け手との間に上下関係はなく、あくまでも対等です。 

相手にとって、今何が必要なのかを考えて、必要な部分だけお手伝いするようにし 

善意の押し付けになることにも気をつけたいものです。 

 

★ 約束・プライバシーは堅く守りましょう  

  ボランティア活動は、特に相手との信頼関係が強く求められますので、約束ごとは必

ず守るよう注意しましょう。 

（例えば、急に参加できなくなったような場合には、必ず連絡を入れる等） 

また、活動上知り得たプライバシーなどの個人情報は絶対に他言してはなりません。 

 

★ 仲間づくりを  

  自分ひとりの力には限界があります。いろいろな人との交流を図り、仲間づくりや他

のグループとの関わりの中でレベルアップを図りましょう。 

 

★ 無理をしない  

  ボランティア活動は、長く継続して行うことに意義があります。 

そのためには、常に時間的・精神的・肉体的余裕を持って、自分の能力や生活にあっ

た計画を立てるようにしましょう。 

また、分からないことは、相手（施設の場合は職員）に聞いてみましょう。 

そうすることによって無駄なストレスを抱えなくて済みます。 

 

★ 学習も大切に  

  活動を振り返って活動内容を自分で評価することは、効率の良い活動やレベルの向上

にもつながります。 

 

★ 家族や周囲の理解を得る  

   ボランティア活動は、自分だけですべてできるものではありません。 

   活動する前に、家族や学校、職場の人などに理解を得ておきましょう。 

 

Ⅳ．ボランティア活動の探し方について                           

 まずは、出かけてみよう！ 

   ☆ボランティアに関する講座や研修会に参加してみよう。 

☆イベントに参加してみよう。 

☆体験学習などに参加してみよう。 

☆社会福祉協議会に相談してください。 



Ⅴ．コミュニケーションについて                                

☆障がいのある方やお年寄りなど、目上の方に対しては「～ちゃん」やニックネーム

等ではなく「～さん」など名前で呼びましょう。 

☆顔と名前はできるだけ早く覚えましょう。 

☆相手のペースに合わせ、同じ目線、分かりやすいゆっくりとした言葉で接すること

を心掛け、一度にたくさん質問したり、話を否定したりせず面倒がらずに向き合っ

て話しましょう。 

☆必要に応じて、ジェスチャーなども加えてみましょう。 

☆わずかな症状でも重大な病状に陥ることがあるので、相手の訴えや顔色などで 

気になることがあった場合は、直ぐに職員へ報告しましょう。 

 

Ⅵ．ボランティア活動保険のご案内                                       

    社会福祉協議会では、皆さんが安心してボランティア活動をしていただけるよう、 

ボランティア保険を用意しています。 

せっかくの善意の活動も、事故が起こっては台無しになってしまいます。 

万が一に備えて『ボランティア保険』への加入をおすすめします。 

詳しいことは、当会へお尋ねください。 

【傷害保険】   ボランティア自身が活動中事故にあったり、ケガをした場合 

【賠償責任事故】 活動中に相手にケガをさせてしまったり、活動先で物を壊してしまっ

た場合 

☆社会福祉法人全国社会福祉協議会 （ボランティア活動保険） 

 

Ⅶ．最後に                                             

  この冊子では様々な活動を紹介していますが、自分にあった活動が見つかった場合は、 

連絡先に問い合わせてみましょう。 

 ボランティア活動は、本人の自由意志に基づく自主的・主体的活動とはいっても、勝 

手に活動して良いというものではありません。 

 ボランティア活動をはじめるにあたっては、それぞれの場面や受け入れ施設、団体等 

で基本的なルールや活動方針があります。活動には相手がある以上、相互の信頼関係が 

基本となります。どんな活動でも、相手の気持ちを尊重し、双方の合意の上に成立する 

ものであることをしっかりと認識しておきましょう。 

 

 

 

 



ボランティア活動に興味をもったら・・・ 

希望する活動内容が明確 希望する活動内容が不明確 

グループで活動したい 

ボランティアセンター 

個人ボランティア登録 

グループを 

紹介 

グループ設立の 

お手伝い 

グループに所属 

ボランティア活動 

グループ設立 

個人で活動したい 

●ボランティア活動を始めるまで（イメージ図）●● 

 

 

 

                   

 

      

          

 

          既存のグループ   新たにグループ 

            に所属する     を設立する 

 

        ボランティアセンターにお問い合わせ下さい       

 

ボランティア活動に関するご相談にお応えします 

   ＜例＞・ボランティア活動情報を提供 

           ・ボランティア活動に関する講座などを紹介 

   

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

   ボランティアセンターでは… 

    ◆ボランティアに関する相談を受け付けています。 

    ◆ボランティアの養成に関する各種講座を開催しています。 

    ◆ボランティア活動の情報を提供しています。 

    ◆ボランティア活動への支援をしています。 

    ◆ボランティア活動に活用できる部屋の提供をしています。 



～～　目　次　～～

【高齢者関係】

施設名 区分 ページ

1
社会福祉法人松友会　らんの里
（デイサービス）

デイサービス 1

2
社会福祉法人静友会
デイサービスセンター　バーデンライフ伊勢原

デイサービス 1

3 ニチイケアセンター伊勢原 有料老人ホーム 2

4 介護老人保健施設　ききょう苑 老人保健施設 2

5 デイサービス　のい デイサービス 3

6 だいろく介護支援センター デイサービス 3

7
社会福祉法人大六福祉会
特別養護老人ホーム　伊勢原ホーム

特別養護老人ホーム 4

8
社会福祉法人稲葉会
特別養護老人ホーム　湘南けやきの郷

特別養護老人ホーム 4

9 社会福祉法人松友会　ピースフルライフオハナ
小規模多機能型
居宅介護施設 5

10 デイサービス　よしざわさんち デイサービス 5

11 介護老人保健施設　ほほえみの丘 老人保健施設 6

12 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家　伊勢原
介護付有料老人

ホーム
6

13 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ伊勢原 有料老人ホーム 7



【障がい児・者関係】

施設名 区分 ページ

14
神奈川県総合リハビリテーション事業団
七沢療育園

重症心身障害児者
入所施設 8

15
神奈川県総合リハビリテーションセンター
七沢学園

知的障害児施設
障害者支援施設 9

16 七沢自立支援ホーム 障害者施設 10

17 神奈川県立中井やまゆり園 障害者施設 10

18 貴有意の郷 福祉作業所 11

19 アシスタントスクール　つくしんぼ 日中一時支援事業 11

20 ＮＰＯ法人　クローバー 日中一時支援事業／就労
継続支援（Ｂ型）事業 12

21
社会福祉法人至泉会
すこやか園地域活動支援センター

地域活動支援センター 12

22 NPO法人 しあわせハート 障害児・者支援団体 13

23 生活介護事業所　あとり 障害者支援団体 14

24 地域作業所　ドリーム 福祉作業所 15

25 NPO法人もちの木　カサ・デ・いせはら グループホーム 15

26 指定生活介護事業　おあしす湘南 知的障害児施設 16

27
社会福祉法人至泉会
福祉型入所施設　精陽学園

知的障害児施設 16

28 社会福祉法人緑友会　つくし 就労継続支援Ｂ型 17

29 神奈川県立伊勢原養護学校 養護学校 17



【子ども関係】

施設名 区分 ページ

30 学校法人伊勢原白百合学園　リスブラン保育園 保育園 18

31 社会福祉法人誠和会 伊勢原愛児園 保育園 18

32 社会福祉法人緑友会 伊勢原ふたば保育園 保育園 19

33 もいちど倶楽部 放課後等デイサービス 19

34 社会福祉法人大原福祉会 保育園 20

【病院】

施設名 区分 ページ

35 東海大学医学部付属病院　オレンジクラブ 病院 21

36 鶴巻温泉病院 病院 21

【地域交流関係】

施設名 区分 ページ

37 だいろくコミュニティ広場 来るりん コミュニティスペース 22



【イベント】

施設名 区分 ページ

38 らんの里デイサービス　夏祭り デイサービス 23

39 知的障害者入所施設みどり園　第3９回納涼祭 知的障害者入所施設 23

40 湘南けやきの郷　デイサービス　夏祭り デイサービス 24

41 神奈川県立中井やまゆり園　夏祭り・盆踊り 障害者施設 24

42 伊勢原ふたば保育園　誕生会 保育園 25

43 伊勢原養護学校　ボランティア養成講座 養護学校 26

44
社会福祉法人緑友会　つくし
そば打ち・施設内作業

就労継続支援B型事業所 26

45
社会福祉法人至泉会
福祉型入所施設　精陽学園　秋まつり

知的障害児施設 27

46 カサ・デ・いせはら　流しそうめん グループホーム 27

47 介護老人保健施設　ききょう苑　秋祭り グループホーム 28



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等 上履き、動きやすい服装

募  　集 ■１～２名／日　　　　■高校生以上の方

担当者より

住　所 伊勢原市沼目６－１２５７

電　話 ０４６３－９７－２００２ 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等 上履き、エプロン 募  　集 ■１～２名／日　　■中学生以上の方

住　所 伊勢原市沼目３－１３－３３

電　話 担　当 笠木

アクセス

日常生活のお手伝い
施設の多くは通年で募集しています。この機会に参加し、自分に合うと思ったら、
継続して活動されると施設や利用者のことが良くわかると思います。
　
★ボランティア活動メニューの内容については、原文どおり掲載させていただきま
した。

【高齢者関係】

社会福祉法人松友会 らんの里（デイサービス）

高齢者生活支援デイサービス

〈期間令和元年７月下旬～令和元年９月下旬
〈曜日〉月～土曜日
〈時間〉午前９時４５分～午後３時３０分
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
　◇通年で募集しています。

○ご利用者の方へのお茶出し　○入浴後のドライヤーかけ
○レクリエーション　○手作業のお手伝い　○話し相手

初めての方でも大丈夫です。短い時間でもOKですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

問合せ先
及び

活動場所
小島・桂木

伊勢原駅南口より神奈中バス利用「沼目」又は「東沼目」バス停下車

社会福祉法人静友会
　デイサービスセンター　バーデンライフ伊勢原

デイサービス（通所介護）

〈期間〉令和元年７月２２日（月）～令和元年８月３１日（土）
〈曜日〉月～土曜日
〈時間〉午前９時３０分～午後３時３０分
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。

お話し相手やレクリエーション等

問合せ先
及び

活動場所
９３－２２３１

「西沼目」バス停より徒歩３分

1



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  集

担当者より

住　所 伊勢原市板戸５９９－５

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市沼目６－１２３７

電　話 担　当

アクセス

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－９２－８１０１ 前田・岡部

・伊勢原駅南口より徒歩２５分
・神奈中バス平86・平88「平塚北口行き」に乗車、「沼目」下車、徒
歩５分

ニチイケアセンター伊勢原

有料老人ホーム　３Ｆ  定員５１名

〈期間〉令和元年７月１日～令和元年９月３０日
（時間）午後１時３０分～午後３時
　　◇通年で募集しております。

■２～３名／日　■中学生以上の方
・介護施設でのボランティア活動に興味がある方、年齢は問いません。

・まずは気軽に相談して下さい。
・どんな活動内容もOKです。

活動内容 リハビリ体操、楽器演奏、カラオケ

・室内用運動靴(上履き)　・水筒等飲み物　・動きやすい服装
･時間によりお弁当

■５名／日　■高校生以上の方

一般の方が多いので、学生の方、大歓迎です!

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９７－４１３１ 生活指導員:大井手

伊勢原駅から徒歩１５分

介護老人保健施設　ききょう苑

入所、ショートステイ、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介
護支援事業所(ケアマネジャー)の事業を行っています。

〈期間〉通年で募集しております。
〈曜日〉活動日・時間については、相談のうえ調整します。

活動内容
・レクリエーション補助　・傾聴対応　・入浴後のドライヤーかけ
・車いす清掃　・お茶出し

上履き

2



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市西富岡６９２－１

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市子易１２５４－４

電　話 担　当

アクセス

デイサービス　のい

自然の中に佇む古民家を改築したデイサービスです。定員１０名と少人数ですの
で、お一人お一人に合わせた楽しみをサポートしています。

〈期間〉令和元年７月下旬～令和元年９月下旬
〈曜日）月～金
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。

だいろく介護支援センター

高齢者施設通所介護事業

〈期間〉令和元年７月２４日～令和元年９月３０日
〈曜日）月～土
〈時間）午前９時３０分～午後３時３０分
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。通年で募集しています。

活動内容
ご利用者様とのお話し相手はもちろん、レクリエーションのお手伝いをお願いい
たします。また、楽器の演奏の披露なども大歓迎です。

特にありませんが、動きやすい服装でいらしてください。

■２名／日　■中学生以上の方

夏休みの思い出を是非"デイサービスのい"で過ごしてみませんか。まずはお気軽
にお電話ください。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－８６－６９２０ 近藤

日向新田バス停より徒歩３分

活動内容
〇利用者へのお茶出し　　　　　　〇傾聴・コミュニケーション
〇レクリエーションのお手伝い　　〇利用者と将棋などの対戦

エプロン、飲み物

■３名／日　■中学生以上の方

優しい高齢者がたくさん集まっています。皆さんと一緒に楽しい時間を過ごして
頂ければと思います。参加時間は相談です。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－５５２１ 平井

「子易」バス停下車。目の前が施設です。

3



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市子易１２５４－４

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市小稲葉１２８１

電　話 担　当

アクセス

活動内容

・利用者のお話相手
・レクリエーション（歌、トランプ、カルタ、将棋等）のお相手、お手伝い。
・お茶出し等のお手伝い
・お化粧、ネイルの身だしなみボランティア

相談しながら対応します。

■４～５名／日　■中学生以上の方

歌やハンドマッサージのボランティアなど、たくさんの方が関わって下さっています。
ひとりでも、お仲間と一緒でも、興味や嗜みが活かせることがあります。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－５５２１ 生活相談員　大津

大山ケーブル行きバスにて「子易」バス停下車。徒歩すぐ。車での来
訪もOKです。

社会福祉法人 稲葉会
特別養護老人ホーム　湘南けやきの郷

特別養護老人ホーム　伊勢原ホーム
社会福祉法人大六福祉会

日常生活で何らかのお手伝い（サポート）を必要とする高齢者の方々が生活をし
ています。

〈期間〉通年で募集しています。
〈曜日）全曜日
〈時間）午前１０時～午後１６時

活動内容
・昼食の配膳　・畑の野菜の収穫（ご利用者と一緒に）
・レクリエーションや行事のお手伝い　・ドライヤーかけ

上履き、エプロン、動きやすい服装、飲み物、昼食（※お弁当持参もしくは、ご
利用者と同じ食事を事前に注文し、召し上がっていただくこともできます。その
場合の費用はかかりません。）

■４名／日　■中学生以上の方　（中学生以下の参加も受け付けています。）

デイサービスのご利用者と体操やレクリエーションに参加し、体を動かしたり一
緒に昼食を食べながら、明るく、楽しく１日を過ごしていただけたらと思いま
す。

問合せ先
及び

活動場所

１階にショートステイとデイサービス、２階と３階には各４０名の方々が生活さ
れている施設です。デイサービスの横にはウッドデッキがあり、野菜や季節のお
花をご利用者と一緒に育てて楽しんでいます。

〈期間〉令和元年７月下旬～令和元年９月下旬
〈曜日）月～金
〈時間）午前１０時３０分～午後４時
　◇通年で募集しています。

０４６３－９６－４１７８ 川越・松本

伊勢原駅南口より神奈中バス利用「下小稲葉」バス停下車
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市板戸９０１

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市伊勢原３－２５－３２

電　話 担　当

アクセス

デイサービス　よしざわさんち

定員９名の地域密着型デイサービス

〈期間〉令和元年８月１日～令和元年８月３１日
〈曜日）火・水・木
〈時間）午後１時～午後５時
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します

活動内容 主にレクリエーション（製作、手芸、ゲームなど）のお手伝いをお願いします。

上履き、エプロン、動きやすい服装

■１名／日　■中学生以上の方

定員９名のアットホームなデイサービスです。ご利用者と楽しいひとときを過ご
しませんか。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－６７７２ 川口

伊勢原駅北口　徒歩１０分

〈期間〉令和元年７月２０日～令和元年９月３０日
〈曜日）月～土　　〈時間）午前１０時～午後４時
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。◇通年で募集していま
す。

活動内容
話し相手、お茶出し、レクリエーション補助（脳トレ・体操・ゲームなど）
行事のお手伝い（流しそーめん、おやつ作り）

上履き

■１～２名／日　■中学生以上の方

アットホームな施設です。介護に興味のある方、何か始めてみたい方などお気軽
に来て下さい。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９５－１０１１ 鈴木

ピースフルライフ　オハナ

通い、お泊まりができる高齢者の施設です。小規模で家庭的なところです。

伊勢原車庫行きで関台下車徒歩５分
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市下平間７００番地

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

持ち物等 動きやすく、汚れても平気な服装でお願いします。上履き、エプロン

募  　集 ■何人でも　　■一般以上の方（学生の方で興味のある方はご相談ください。）

担当者より

住　所 伊勢原市上粕屋３３６－１

電　話 担　当

アクセス

介護老人保健施設　ほほえみの丘

介護老人保健施設「ほほえみの丘」は景観の良い伊勢原の丘陵地に位置し、居室
への採光に配慮した扇型の施設で利用者の方々が安心して生活して頂けるよう
サービス提供させていただいております。通所リハビリテーション４０名、療養
棟１００床の施設です。

〈期間〉令和元年７月末～令和元年９月末
〈曜日〉月～土曜日
〈時間〉午前１０時～午後３時
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
　　通年で募集しています。

活動内容
○施設の催事に関する手伝い（芸能披露）
○話し相手、傾聴
○入浴後の支援（ドライヤー）

エプロン・上履き・時間によっては弁当

募集人数は相談に応じます。　■高校生以上

施設の運営方針である｢地域に開かれた施設｣に基づき、利用者の介護上支障が無
い限り、相互理解及び地域との交流を深めていきたいと思っております。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９７－５５２２ 看護養護支援課　坂本光智子

小田急線伊勢原駅より徒歩約１５分
伊勢原駅より平塚駅行きバス乗車、馬渡バス停下車５分

ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家 伊勢原

介護付有料老人ホーム

受入日時

〈期間〉令和元年７月１日～（通年で募集しています。）

〈曜日〉いつでも　〈時間〉午前１０時～午後４時
　◇時間については相談の上、調整します。

活動内容
○傾聴ボランティア・・・ご入居者さまとの会話を願いします。
○掃除ボランティア・・・施設内共有部、施設外の清掃をお願いします。

初めての方もお気軽にご相談ください。駐車場、駐輪場はあります。

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－９７－４８１１

伊勢原駅北口　神奈中バス 伊２０･伊２３･伊３１･伊３４系統乗車、
「共済会館入口」下車、徒歩２分

ホーム長片石、副ホーム長相原
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市東大竹１－９－１

電　話 担　当

アクセス

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市東大竹１－９－１

電　話 担　当

アクセス

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９２－６５４１ 小川

伊勢原駅下車　徒歩１０分

ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ伊勢原

有料老人ホーム

〈期間〉令和元年７月～令和２年３月　※通年で募集しています。
〈曜日）水・金・土・日
〈時間）午後２時～午後３時

活動内容
○余興「歌」、「踊り」等何でもＯＫです。
○傾聴　ご入居様とお話して頂きたいと思います。

余興に必要な物品

■中学生以上の方

定期的に来ていただける方大歓迎です。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９２－６５４１ 小川

伊勢原駅下車　徒歩１０分

〈期間〉令和元年７月～令和２年３月　※通年で募集しています。
〈曜日）水・木・金・土・日
〈時間）午後２時～午後３時

活動内容 傾聴相談　ご入居者とお話していただきたいと思います。

傾聴に必要な物品

■中学生以上の方

定期的に来ていただける方大歓迎です。
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【障がい児・者関係】

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等 特にありません。

募  　集

担当者より

住　所 厚木市七沢５１６ メール

電　話 担　当

アクセス

■皆様の参加をお待ちしております。

利用者、職員とも和気あいあいの施設です。どのような活動でもご連絡をお待ち
しております。是非一度遊びに来て下さい。ホームページをご覧下さい。

問合せ先
及び

活動場所

ryoikuen@kanagawa-rehab.or.jp

０４６－２４９－２７２０
０４６－２４９－２７２１

楠本、石渡

①本厚木駅バスセンター９番乗り場「七沢」「広沢寺温泉」行き
②伊勢原駅北口３番乗り場「七沢」行き
③愛甲石田駅北口３番乗り場「七沢病院」行き
※いずれも「神奈川リハビリ」バス停下車
※無料駐車場もあります。

神奈川県総合リハビリテーション事業団
七沢療育園

重症心身障害児者の入所施設

〈期間〉通年を通して募集しています
〈曜日〉指定なし　　　〈時間〉午前９時～午後５時
 ◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。

①車椅子を押して一緒に散歩していただいたり、本を読んでいただいたりといっ
た日常生活での活動。
②行事参加やアトラクション（楽器演奏等）
③環境整備（車いす清掃や花壇等の手入れ、シーツ交換、裁縫等）
④外出の付き添い
⑤食事介助
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等 特にありません。

募  　集

担当者より

住　所 厚木市七沢５１６

電　話 担　当

アクセス

問合せ先
及び

活動場所

０４６－２４９－２３０５

神奈川県総合リハビリテーションセンター
七沢学園

小１～高校３年生の知的障害児が生活している入所型施設です。

〈期間〉令和元年７月２０日～令和元年８月３１日
〈曜日）月曜日～日曜日
　◇活動日・時間については相談のうえ、調整します。通年で募集しておりま
す。

〇スポーツ（サッカー、ソフトボール等）
〇外遊び、散歩、行事付き添い、話し相手等

■２～３名／１日　　　　■短大・大学生以上の方

夏休みの間、子どもたちの遊び相手になってくれるボランティアを募集していま
す。お気軽に連絡下さい。

①本厚木駅バスセンター９番乗り場「七沢」「広沢寺温泉」行き
②伊勢原駅北口３番乗り場「七沢」行き
③愛甲石田駅北口３番乗り場「七沢病院」行き
※いずれも「神奈川リハビリ」バス停下車
※無料駐車場もあります。

ボランティア担当　平山
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等 特にありません。動きやすい服装でお越しください。

募  　集

担当者より

住　所 厚木市七沢５１６

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 足柄上郡中井町境２１８

電　話 担　当

アクセス

問合せ先
及び

活動場所

・当園についての詳細はホームページをご参照ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1356/index.html
・実際の活動前に事前打合せを行いますので、ご連絡をお願いします。

問合せ先
及び

活動場所
０４６５－８１－０２８８

地域支援課　地域・発達障害
支援班　塚本、大畠

利用されている方の障害や年齢は様々ですが、皆様が日々のリハビリに励んでい
らっしゃいます。そんな中で息抜きとなる余暇活動のボランティアをしていただ
けるとありがたいです。まずはお気軽にお問い合わせください。

〈期間〉通年を通して募集しています
〈曜日・時間〉指定なし
 ◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。

・余暇活動の支援
パソコンや数学などの学習支援、外出の付添、楽器演奏や歌の披露、書道や絵手
紙など趣味活動の指導　など
・車いすのメンテナンス
・行事での模擬店運営、利用者の付添など
　（１０月２６日（土）Ｎａｎａｓａｗａフェスティバル開催）

高校生以上の方　　活動内容によりご相談させてください。

ボランティア係

※ホームページを参照してください。

■３名／日　■高校生以上

七沢自立支援ホーム
(旧 七沢更生ライトホームより名称変更)

身体障害(肢体不自由、視覚障害)のある方が、リハビリを行いながら目標とする
生活が送れるよう支援する、障害者支援施設です。

伊勢原、愛甲石田、本厚木駅より神奈中バスで２０～３０分

神奈川県立中井やまゆり園

知的障害のある方が生活している県立県営の施設です。

〈期間〉令和元年８月１日～令和元年９月７日
〈曜日〉平日
〈時間〉午前９時～午後４時
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
　◇通年で募集しております。

活動内容

○日中活動のお手伝い
(歩行のお手伝い、教材の準備、ペットボトルキャップの検品等)
○趣味・特技の披露(楽器演奏、絵や写真の展示等)
○除草、環境整備、車椅子の清掃・整備
○余暇活動のお手伝い(散歩、お話し、創作活動　等)

なし

０４６－２４９－２３６０
０４６－２４９－２３４０
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市池端１８１

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

持ち物等 水分、タオル、動きやすい服装（スカートＮＧ）

募  　集 ■３名／１日　　　　■高校生・大学生の方　　　　

担当者より

住　所 伊勢原市田中３００モンテール伊勢原１階

電　話 担　当 山口清香

アクセス

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－５５９１ 酒寄操子

伊勢原駅北口より徒歩１０分位

〈期間〉令和元年７月下旬～令和元年９月下旬
〈時間〉午前１０時～午後３時
〈曜日）火～土
　◇活動日・時間については相談

活動内容
・受注作業(電気部品の組立て、小型家電の解体)
・自主制作(バッグ類の縫製、竹のストラップ)
・各種行事、バザー出店(品出し、販売)の手伝い

■１～２名／日　■高校生以上の方

３種（知的・視覚・身体）の障がい者が通う事業所です。視覚障害者が多いの
で、指導員の手が回らない時などのお手伝いをお願いします。

貴有意の郷

上履き

活動内容

子どもたちと楽しく遊んで下さることが、メインの活動です。室内では、おまま
ごとやレゴブロック、ウノや人生ゲーム等々。屋外では、公園で元気に遊んだ
り、お散歩したり、時間帯により、食事やおやつの見守りもあります。９：３０
～１７：３０の間で３～４時間程度参加して下さる方で大丈夫です。

子どもが好きな方、体力のある方をお待ちしております。元気いっぱいな子ども
たちとたくさん遊んで下さい。

アシスタンススクール　つくしんぼ

集団活動や遊び通し、ルールや社会性を学ぶことを目的とした日中一時支援事業
を行っています。その他、放課後等デイサービス児童発達支援、相談支援事業も
行っています。

受入日時
〈期間〉令和元年８月１日～令和元年８月３１日

◇活動日、時間については応相談

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－５７５７

伊勢原駅下車徒歩１０分

障がい者作業所
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

募  　集

活動ＰＲ

住　所

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

持ち物等 上履き、動きやすい服装、昼食(注文も可)

募  　集 ■１名／１日　　　　■高校生以上の方　　　　

担当者より

住　所 伊勢原市桜台４－５－２０

電　話 担　当 福田・小川

アクセス

社会福祉法人至泉会　すこやか園　地域活動支援センター

〈期間〉令和元年７月２１日～令和元年８月３１日
〈曜日〉毎日
〈時間〉午前９時～午後４時
 ◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
 ◇通年で募集しています。

①日中一時支援：小学生・中学生の利用者（障害児）の散歩、水泳の補助、ゲー
ム等へ参加
②就労継続支援：受注作業の手伝い

動きやすい服装、水泳道具（水泳の補助の方のみ）

■１～３名／日　　　　■中学生以上の方　　　

障害児・者とのふれあいをしていただければと思います。

問合せ先
及び

活動場所

伊勢原市沼目３－１１－３

０４６３－９２－７５３６ 秋山

伊勢原駅南口３番線　平塚駅行き神奈中バス「西沼目」バス停下車
徒歩３分

ＮＰＯ法人　クローバー

①日中一時支援事業　②就労継続支援事業

利用されている皆さまは、ボランティアさんとの触れ合いをとても楽しみにして
います。創作活動や歌、軽スポーツ活動のお手伝いとともに、何気ない会話を一
緒に楽しんでいただける方大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

活動内容 ○お話し相手　○活動の補助

伊勢原駅から徒歩１０分(桜台小学校の東側)

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－６９１４

伊勢原市内にお住まいの障がいをお持ちの方が通所し、創作活動（ぬり絵、折り
紙）や趣味活動（音楽、本読み）を行っています。その他、リハビリ訓練や入浴
サービスを実施しており、利用者がこれらの活動を通じ「生きがい」を見つける
とともに、一人ひとりの可能性を広げ、充実した在宅生活が送れるよう支援して
ます。

受入日時

〈期間〉令和元年７月下旬～令和元年９月下旬

〈曜日〉月～金曜日　〈時間〉午前１０時３０分～午後３時
　◇通年で募集しています。

12



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市串橋１５１

電　話 担　当

アクセス

特にありませんが、活動しやすい服装でお願いします。

■２～３名／日　■大学生以上の方

福祉活動に興味があり、子どもたち・成人の方たちと楽しい時間を過ごしてみま
せんか。

問合せ先
及び

活動場所

０９０－２６５４－７１４４ 岡田

伊勢原駅北口から大住台経由鶴巻温泉駅行きバス乗車。「神戸(ごう
ど)」下車、徒歩７分

ＮＰＯ法人しあわせハート

伊勢原市の地域福祉向上に寄与、伊勢原市民の地域活動を促進・支援

〈期間〉令和元年７月１日～（通年で募集しています）
〈曜日）月～金
（時間）午後１時～午後５時３０分

活動内容
障がい児・者の日中一時支援サービスを行っています。
　障がい児・者と、散歩・公園などで、一緒に遊んで楽しみます。

ワンポイントレッスン

作業所などでは作業訓練、回復訓練を行
うとともに、バザーなどを通じて地域と
の交流を図り、障がいに対する正しい理

解を進める活動もしています。
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市板戸５７９－５

電　話 担　当

アクセス

生活介護事業所　あとり

介護を必要とする方が、自立した日常生活を営むことができるよう支援。創作的
活動や生産活動の機会の提供を行います。

〈期間〉令和元年７月２２日～令和元年９月３０日
〈曜日）月～金
（時間）午前１０時～午後３時３０分
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
　◇通年で募集しています。

活動内容
　歩行訓練として近隣を散歩したり、月に１回調理実習などを行っています。創
作活動で絵や字又は音楽を教えて下されば尚可です。体操で軽い運動を行ってい
ます。雨の日などは室内歩行を行っています。

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－７４－５５６０ 長尾

伊勢原駅北口から伊勢原大神宮の方へ歩き、本町郵便局近く。徒歩約
１５分。

エプロン

■２～３名／日　■高校生以上の方

平成２９年６月から新築の広い建物に引っ越しました。自然環境に恵まれたとこ
ろにあり、毎日散歩等をしています。又創作活動や生産活動なども行っておりま
す。

14



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市桜台５－１２－２７

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

持ち物等 中履き

募  　集 ■２～３名／１日　　　　■大学生以上の方　　　　

担当者より

住　所 伊勢原市西富岡１９２－１

電　話 担　当 田中

アクセス

利用者さんと共に楽しい時間を過ごしていただければと思います。

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－８６－６０６６

伊勢原駅北口　「七沢」行又は「日向薬師」行きバス乗車、「専修大
学入口」下車　目の前が施設です。

伊勢原駅南口から徒歩約１０分。桜台小　北東そば

ＮＰＯ法人もちの木　カサ・デ・いせはら

知的障がい者のグループホームです。

上履き、エプロン、お昼をはさむ場合は昼食

■３名／日　■中学生以上の方

｢明るく、楽しく、元気よく」がモットーの地域作業所です。個性あふれる利用
者さんと一緒に充実した一日を過ごしましょう！

０４６３－９１－５０００ 施設長（小渕）

受入日時

〈期間令和元年７月下旬～令和元年９月下旬

〈曜日〉土曜日、日曜日　〈時間〉午前９時～午後５時
　◇時間については相談のうえ、調整します。◇通年で募集しています。

活動内容
○利用者さんとコミュニケーション(話し相手、散歩の付き添い）
○伊勢原市立図書館での本の貸し出し補助
○市内スーパー等での衣料品、日用雑貨等の買い出しの補助

問合せ先
及び

活動場所

地域作業所　ドリーム

知的障害者の多機能型就労支援施設

〈期間〉令和元年７月下旬～令和元年９月下旬
〈曜日）月～金
（時間）午前９時～午後４時
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。通年で募集しています。

活動内容
○在宅の知的障害のある１８才から６９才までの方が、社会参加と自立支援の為
に通う地域作業所で、利用者さんと一緒に鈴の組み立てなどの軽作業や散歩や食
事などの日中活動を行っていただきます。
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 平塚市田村４－１０－７

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 平塚市城所９２２

電　話 担　当

アクセス

活動内容
○利用者さんと楽しくおしゃべりをしたり、作業のお手伝い、散歩の介助等日中
の生活の中でのお手伝いをしていただいています。

動きやすい服装、動きやすい履き物

■１～２名／日　■一般の方　◇興味のある方はどなたでもOKです。

普段の生活の中で、障がいを持った方々と接する機会は少ないと思います。ぜひお時間
のいただけるときに遊びに来ていただき、ほっこりしていただければ嬉しいです。

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－５３－２３４２ 坂田・郷

伊勢原駅南口大田経由平塚駅行き神奈中ﾊﾞｽ乗車、「横内上」下車徒
歩５分程度

社会福祉法人小百合会　指定生活介護事業　おあしす湘南

生活介護事業所

〈期間〉令和元年７月２０日～令和元年９月３０日
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。

社会福祉法人至泉会　福祉型入所施設　精陽学園

障がいがある主に３歳～１８歳の子ども達が生活する入所施設です。

〈期間〉令和元年７月下旬～令和元年９月下旬
〈曜日）月～日　　（時間）午前９時～午後５時
　◇活動日・時間については、相談。通年で募集しています。

活動内容

・子ども達の遊び相手・・・絵本等の読み聞かせ、体を使っての遊び等
・洗濯物の仕分け・・・洗い終わった洗濯物を各々の洗濯かごに仕分けする作業
・裁縫・・・衣類に名前用のタグを縫い付ける作業（ご自宅に持ち帰り作業をし
ていただく形でも可

上履き、交通費、お弁当（１日の場合）、給食有り（１食５１０円）

■１名／日　■大学生以上の方

障がいをもった子ども達と楽しく遊んだり、勉強を教えたりしませんか？
見学だけでもＯＫです。曜日・時間とも指定はありませんので、ご都合に合わせ
た形で構いません。お気軽にご相談ください。

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－５４－５３１２ 平田、髙橋

小田急線伊勢原駅南口よりバス１５分徒歩５～１０分

16



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市伊勢原３－６－７

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市石田１３９０

電　話 担　当

アクセス

神奈川県立　伊勢原養護学校

知的障害のある子どもたちが学ぶ学校

〈期間〉通年で募集しています。
〈曜日〉月～金曜日
〈時間〉活動日・時間については、相談。

活動内容

○食堂清掃（児童・生徒の使用後の食堂清掃）13:00～13:30
○通学支援（児童・生徒の登下校時の見守り）
　8:00～8:50、14:40～15:30（水のみ14:20～15:00）
○学習支援（児童・生徒の学習支援）応相談

動きやすい服装・上履き・エプロン

若干名／日　■大学生以上

多くのボランティアの皆様の支援をお待ちしています。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－７２９８ 前原・吉垣

愛甲石田駅徒歩約１０分

食事提供あり（２００円）【持参ＯＫ】、エプロン、上履き、名札
作業しやすい服装（半ズボン、スカート不可）

■１～３名／日　■高校生以上の方

基本的には、就労を目指す方が通所する作業所なので、作業がメインです。
その中で「つくし」を理解していただければと思います。

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－９２－７９００ 新實（にいのみ）

小田急線伊勢原駅下車　徒歩１０分

社会福祉法人緑友会　つくし

定員３０名　就労継続支援Ｂ型事業所
建物鉄筋造４階建（１～２階）
主たる対象者：精神障がい者

〈期間〉令和元年８月１日～令和元年８月２日
〈曜日）木・金　　（時間）午前９時３０分～午後４時

活動内容
施設内作業（自動車部品の加工・選別・シール貼り・箱組立等）
８月１日（木）午後は、そば打ち体験を予定しています。
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【子ども関係】

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

募  　集 ■２～３名／日　　　　■大学生以上の方　　　

担当者より

住　所 伊勢原市池端５３６

電　話 ０４６３－９１－００５０ 担　当 畠山

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

募  　集 ■２～３名／日　　　　■高校生以上の方（保育士志望の学生）　　

担当者より

住　所 伊勢原市沼目２－６－３

電　話 ０４６３－９５－１２３５ 担　当 石井

アクセス

保育園

学校法人伊勢原白百合学園　リスブラン保育園

神奈川県初の学校法人の認可保育園としてスタートしました。
隣接の幼稚園との交流もあり幼保一元化を保育の中で取り組んでいます。

〈期間〉令和元年７月下旬～令和元年９月上旬
〈曜日〉月～土曜日
〈時間〉午前９時～午後４時

○保育所のデイリープログラムの参加
※保育士と一緒に生活の流れにそって保育体験をしたり、子ども達と十分に関わ
り遊びを共にする。

上履き、エプロン、タオル、プラスチック製コップ、帽子（あると良い）

〈期間〉令和元年７月２２日（月）～令和元年９月３０日（日）
〈曜日〉月～土曜日　　　〈時間〉午前９時～午後４時３０分の間で
◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
◇通年で募集しています。

○乳幼児の保育（活動、排泄、お昼寝等のお手伝い）

エプロン、三角巾、主食、コップ、はし、動きやすいジャージ、着替え一式、
上履き、タオル、帽子

夏の暑い日、子ども達と一緒に、楽しんでみませんか。

問合せ先
及び

活動場所
伊勢原駅南口より徒歩１２分

夏の間は、プール・水遊びをしたりと、子ども達は元気一杯活動しています。
子どもが大好き、将来保育士を目指している方大歓迎！！
可愛い子ども達と、素敵な思い出を作ってみませんか？

問合せ先
及び

活動場所
伊勢原駅より徒歩１５分

社会福祉法人誠和福祉会　伊勢原愛児園
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

募  　集 ■１～３名／日　　　　■中学生以上の方　　

担当者より

住　所 伊勢原市高森１３９１－３

電　話 ０４６３－９２－６２２６ 担　当 田村

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 秦野市鶴巻１９２１－１

電　話 担　当

アクセス

〈期間〉令和元年７月２０日～令和元年９月３０日
〈曜日）月～土
（時間）午前１０時～午後４時
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
　　通年で募集しています。

活動内容 子ども達の遊びや学習のお手伝い

昼食、名札

■２～３名／日　■中学生以上の方

挨拶のできる方を希望します。

問合せ先
及び

活動場所
０５０－３５８５－９３４６ 岡林

小田急線「鶴巻温泉」駅下車徒歩３分

伊勢原ふたば保育園

保育園

〈期間〉令和元年７月２４日～令和元年８月２３日
〈曜日〉月～金曜日　　　〈時間〉午前９時～午後４時３０分
◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。

保育士と一緒に、１日の生活の中で子どもたちと十分に関わったり保育士の仕事
を体験する。

エプロン、三角巾、コップ、はし、動きやすいジャージ、着替え一式、
上履き、タオル、帽子

子ども好き、保育園、保育士の仕事に関心のある人、どうぞ参加して下さい。

問合せ先
及び

活動場所
愛甲石田駅より徒歩１５分

もいちど倶楽部

放課後等デイサービス
放課後や学校休業日に子ども達とすごします。

19



施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市桜台１－３６－５

電　話 担　当

アクセス

社会福祉法人　大原福祉会

大原保育園　大原第二保育園　ピュアキッズ大原の3園で交流を図りながら、行
事なども一緒に行っています。

〈期間〉令和元年７月２２日～令和元年９月３０日
〈曜日〉月～日曜日　　　〈時間〉午前７時～午後７時
◇活動日・時間については、相談。通年で募集しています。

活動内容
○乳幼児の保育サポート（子ども達と一緒に遊ぶ、子ども達の身支度の手伝いな
ど）
○給食やおやつ後の片付けや掃除、トイレの掃除など

５名／日　■高校生以上

子どもたちと関わることが好きな方、保育の仕事に興味のある方、ぜひお待ちし
ています。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－９３－８９２５ 髙橋

小田急線伊勢原駅より徒歩５分以内

エプロン（ひらがなで書いた名札を左胸にぬいつけて来て下さい）、水筒（中身
はお茶か水、上履き、運動靴、着替え、タオル、箸、コップ（昼食をとる際）
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市下糟屋１４３

電　話 担　当

アクセス

施 設 名

どんな
施設？

受入日時

募  　集

担当者より

住　所 秦野市鶴巻北１－１６－１

電　話 担　当

アクセス

大学病院

〈曜日）月～金曜日及び第1・第3・第5土曜日　（時間）午前８時～午後４時
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
　　通年で募集しています。

【病院関係】
東海大学医学部附属病院　ボランティア　オレンジクラブ

活動内容

○病棟で患者さんへのお手伝い。小児病棟での遊び相手や読み聞かせ等
○移動図書
○玄関やホールでの病院案内と車いす利用者の介助と搬送等
○その他患者さんや来院者の手助けになる事柄

■若干名／日

来院者の案内や入院患者さんへのお手伝いを、私たちと一緒に活動していただけ
る方を募集しております。学生さんも体験学習として常時受入をしています。活
動に関心をお持ちの方は連絡を下さい。

問合せ先
及び

活動場所

０４６３－９３－１１２１ 総務課

伊勢原駅南口より ４番のりば、東海大学病院行き「東海大学病院」下車
伊勢原駅北口より ２番のりば、東海大学病院経由愛甲石田行き「東海大学
病院」下車

鶴巻温泉病院

病院

〈曜日）月～金
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。通年で募集しています。

活動内容
○患者さまのお話し相手
○食事のお手伝いなど
○病棟のイベント準備・手伝い

■若干名／日　■一般の方　（１８才以上の方）

ボランティア活動に興味のある方、ぜひご連絡下さい。未経験の方も可です。お
待ちいたしております。

問合せ先
及び

活動場所
０４６３－７８－１３１１ サービスシステム開発室

小田急線鶴巻温泉駅
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施 設 名

どんな
施設？

受入日時

持ち物

募  　集

担当者より

住　所 伊勢原市伊勢原１－３－１０ アサヒビル1階

電　話 担　当

アクセス

■４名／日　■中学生以上の方　年齢制限なし。元気であればどなたでも!

ここは、とてもすばらしい人との出会いの場です。
お年寄りから赤ちゃんまで、誰でも自由に利用できて、ホッと一息つける場所で
もあります。できる時間、できることだけでも結構です。地域の一員として、一
緒に地域支援に携わってみませんか。

問合せ先
及び

活動場所
０７０－２７９６－５７７６ 林

伊勢原駅北口すぐ　鳥居を抜けた先、右側の衣服店を抜けた奥。

【地域交流関係】
だいろくコミュニティ広場 来るりん

市内初のコミュニティスペース
誰もが気軽に集える憩いの場です。

〈期間〉令和元年７月～令和元年９月（いつでも可）
〈曜日）月・火・水・金・土
（時間）午前９時３０分～午後４時３０分
　◇活動日・時間については、相談のうえ調整します。
　　通年で募集しています。

活動内容

○喫茶店業務→お茶出し、注文取り、商品運び、洗い物。
○お客さんとの話し相手→特にひとりのお客さんとの話し相手。
○お掃除→ホール、キッチン、トイレの掃除。
○調理業務→９:３０～１１:００頃までの食事づくり又はその補助。

○三角巾(頭につける)　○エプロン
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イベント

受入日時

活動内容

持ち物等 上履き、動きやすい服装 募  　集 ■４名／日　　　■中学生以上の方

活動ＰＲ

住　所 伊勢原市沼目６－１２５７

電　話 ０４６３－９７－２００２ 担　当

アクセス

イベント

受入日時

活動内容

募  　集

活動ＰＲ

住　所 伊勢原市粟窪６０５－１

電　話
FAX

担　当

Eメール info@midorien.or.jp

アクセス

みどり園の納涼祭をお手伝いしていただけるボランティアさんを大募集しており
ます。
詳細はお電話にてご説明致します。 TEL受付時間　　平日午前９時～午後５時

問合せ先
及び

活動場所

TEL　０４６３－９３－４７２２
FAX　０４６３－９３－４７２３

納涼祭実行委員
（木村･髙橋雄）

伊勢原駅より神奈中バスにて「東海大学病院前」で下車　徒歩１５分

イベントのお手伝い

１日だけなど単発の活動です。始めるきっかけとして参加しても良いですね！
★ボランティア活動メニューの内容については、原文どおり掲載させていた
だきました。

デイサービス　夏祭り
社会福祉法人　松友会　らんの里デイサービス

令和元年８月２０日(火)、２１日(水)、２２日（木)
午前９時３０分～午前１１時３０分

○デイルーム内での夏祭りを実施します。金魚すくい等のお手伝いを募集します。

夏祭りを一緒に楽しみましょう！

令和元年８月２４日(土)※雨天決行
午後３時３０分～午後８時３０分 ※納涼祭は午後５時３０分～午後８時

○模擬店の補助　　　　　　○利用者さんの付き添い　　　　○来賓者への接待

■多数/日　　■締切/８月１６日（金）　■元気で明るい方、大歓迎
■送迎あり　（集合場所：伊勢原席北口派出所前　集合時間：１５時００分）

第３９回納涼祭
知的障害者入所施設　みどり園

問合せ先
及び

活動場所
斉藤・小島

伊勢原駅南口より神奈中バス利用「沼目」又は｢東沼目｣バス停下車
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イベント

受入日時

活動内容

持ち物等

募　　集

活動ＰＲ

担当者より 住　所 伊勢原市小稲葉１２８１

電　話 ０４６３－９６－４１７８ 担　当 川越

アクセス

イベント

受入日時

活動内容

持ち物等 募  　集 ■３名／日　　　■高校生以上

担当者より

住　所 足柄上郡中井町境２１８

電　話 ０４６５－８１－０２８８ 担　当

デイサービス　夏祭り
特別養護老人ホーム　湘南けやきの郷

　令和元年８月１９日(月)～２４日（土）
　　　午後１時から午後４時まで

◇活動時間については、相談のうえ調整します。(夏祭りは14:00～）
　午前中から準備を始めるので、午前中に活動可能な方も相談してください。

ご利用者と一緒に盆踊りを踊ったり、射的やヨーヨー釣りを楽しみ、たこ焼きや
かき氷等一緒におやつを食べながらお祭りを盛り上げてください。

夏祭り・盆踊り
神奈川県立中井やまゆり園

①令和元年８月２８日（水）／午前１０時から
②令和元年８月２９日（木）／午後４時から

①夏祭り前日の会場設営　　　　②夏祭り当日のお手伝い

動きやすい服装、タオル、帽
子

①会場準備にご協力いただける方を募集します。
②夏祭りの運営にご協力いただける方を募集します。

■４名　　■中学生以上の方

上履き、動きやすい服装、飲み物（※ご自分で着られる方は浴衣や甚平も可）

デイサービスのフロアにて、ご利用者が夏祭りを楽しんでいただけるよう、屋台
や縁日のお手伝いをしていただきます。

問合せ先
及び

活動場所 伊勢原駅南口より神奈中バス利用「下小稲葉」バス停下車

問合せ先
及び

活動場所
地域支援課地域・
発達障害支援班 塚本・大畠

24



イベント

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

担当者より

住　所 伊勢原市高森１３９１－３

電　話 ０４６３－９２－６２２６ 担　当 田村

アクセス

問合せ先
及び

活動場所

■１～２名／日　　　　■中学生以上の方

気軽に参加できる内容ですので、子どもたちと一緒に楽しみましょう。

愛甲石田駅より徒歩１５分

保育士と一緒に、１日の生活の中で子どもたちと十分に関わったり保育士の仕事
を体験する。

誕生会　伊勢原ふたば保育園

保育園

令和元年８月２０日(火)
午前９時～午後４時３０分

みんなと一緒に誕生児を祝ったり、保育士の出し物に参加してみる

エプロン、三角巾、コップ、はし、動きやすいジャージ、着替え一式、
上履き、タオル、帽子
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イベント

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

担当者より

住　所 伊勢原市石田１３９０

電　話 担　当

アクセス

イベント

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

担当者より

住　所 伊勢原市伊勢原３－６－７

電　話 担　当

アクセス

基本的には、就労をめざすが、通所する事業所なので、作業がメインです。その
中で「つくし」を理解していただければと思います。

問合せ先
及び

活動場所

■２名／日　■高校生以上の方

０４６３－９２－７９００

問合せ先
及び

活動場所

学校支援ボランティア養成講座
伊勢原養護学校

県立の特別支援学校です。知的障がい部門の小･中･高等部があります。

令和元年８月２９日(木)＋別日半日
午前１０時 ～ 午後１２時（別日は９月９日～１３日の間の午前半日）

２回の講座です。
1回目は講義（学校について、子どもたちの理解と関わり方、ボランティアの内容紹介）。
2回目は実際にクラスに入っての体験になります。

上履き（サンダル・スリッパ不可）、筆記用具。

皆様の参加をお待ちしております。

■高校生以上

０４６３－９３－７２９８
地域支援・相談班　北邨・小林
（郁）

愛甲石田駅より徒歩１０分

新實(にいのみ)

伊勢原駅から徒歩１０分

令和元年８月１日(水)・２日(木)
午前９時３０分～午後４時００分

活動時間については相談の上、調整します。

施設内作業(自動車部品の加工・選別・シール貼り・箱組立て等)
８／１・・・１日目午後 そば打ち体験

食事提供あり２００円　持参でも可です。

そば打ち体験・施設内作業
社会福祉法人 緑友会　つくし

就労継続支援B型事業所
精神障害の方が主で定員３０名の事業所です。

26



イベント

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

担当者より

住　所 平塚市城所９２２

電　話 担　当

アクセス

イベント

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

担当者より

住　所 伊勢原市西富岡１９２－１

電　話 担　当 田中

アクセス

流しそうめん
ＮＰＯ法人もちの木　カサ・デ・いせはら

知的障がい者のグループホームです。

令和元年８月１８日(日)
午前１０時～午後３時

活動時間については相談の上、調整します。

流しそうめん準備、後片付け

中履き

問合せ先
及び

活動場所

■２名／日　■高校生以上の方

０４６３－８６－６０６６

伊勢原駅北口　「七沢」行又は「日向薬師」行きバス乗車、「専修大
学入口」下車　目の前が施設です。

当園の一大イベントです。食事の販売やレク等のお手伝いをしていただきます。

問合せ先
及び

活動場所

■　　　名／日　■高校生以上の方

０４６３－５４－５３１２ 平田、髙橋

小田急線　伊勢原駅南口より　バス１５分徒歩１０～１５分

担当に問合せ

子ども達がとても楽しみにしているイベントです。お気軽にご連絡ください。

秋まつり
社会福祉法人至泉会　福祉型障害児入所施設　精陽学園

障がいがある主に３歳から１８歳の子ども達が生活する入所施設で
す。

令和元年９月２９日(日)

利用者さんと共に楽しい時間を過ごしていただければと思います。
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イベント

どんな
施設？

受入日時

活動内容

持ち物等

担当者より

住　所 伊勢原市沼目６－１２３７

電　話 担　当 前田・岡部

アクセス

問合せ先
及び

活動場所

■何名でも可／日　■中学生以上の方

０４６３－９２－８１０１

・伊勢原駅南口より徒歩２５分
・神奈中バス平86・平88「平塚北口行き」に乗車、「沼目」下車、徒
歩５分

秋祭り（創立記念祭）
介護老人保健施設　ききょう苑

入所、ショートステイ、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介
護支援事業所(ケアマネジャー)の事業を行っています。

令和元年11月3日（日）
午前10時～午後3時

・室内用運動靴(上履き)　・水筒等飲み物　・動きやすい服装

まずは気軽に相談して下さい。

・出店の販売
・他　現在未定
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