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No,市 31‐2 分野：高齢者 

デイサービスでのお手伝い等 

活動内容： ①利用者の話し相手（お茶出しや入浴後の

ドライヤーかけ等）                                                                                   

②活動の補助（レクリエーション・製作・行事等）                                                                                                        

③楽器や踊り、手品等の催し物を披露して下さる団体を募

集しています。                                                                                    

④趣味の講座（例：書道、フラワーアレンジメント、編み物、

絵手紙等）                                                                                     

⑤その他、お問合せ下さい。相談に応じます。 

活動日時：月～金曜日、第 2・4 土曜日 9:00~17:00 

時間は応相談 

※活動時間は内容により異なります。 

活動場所：仙台市青葉区八幡 4 丁目 7－6  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：八幡デイサービスセンター 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐9 分野：高齢者 

食事の後片づけ、清掃等の募集 

活動内容： 朝・昼・夕の時間帯における食事後の後片づけ、

清掃及び洗たく等 

活動日時：8:30～19:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区五橋 1 丁目 1 番 5 号  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

長く継続して頂ける方、大歓迎です。 

要請者 ：医療法人財団あおば会  

介護老人保護施設ハート五橋 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

 

No,市 31‐13 分野：高齢者 

高齢者福祉施設で、ご利用者のお話し相手、お散歩
のつきそい、催しのサポート等 

活動内容： ご利用者のお話し相手、お散歩、ドライブ等の

外出時のつきそい。“折り紙、編み物”等の手芸・工芸を一緒

にしていただく(教えていただく)。将棋・マージャンのお相手。ピ

アノやギター等の伴奏、演奏。歌やダンス、マジックなど特技の

披露。シーツ交換、清掃など環境整備。 

活動日時：9：00～18：00 

活動日、時間は応相談 

活動場所：仙台市青葉区国見ケ丘 6 丁目 149‐1  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人 東北福祉会 せんだんの里 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐18 分野：高齢者 

高齢者施設で利用者のお話相手、掃除、カフェの運営手伝

い募集 

活動内容：①高齢者の方とのお話し相手、交流、趣味活動

の手伝い。 

②掃除や食器洗いなどの環境整備。 

③カフェの運営手伝い（毎月第 1・3 木曜日 12:55～

15:00）。 

④コーラスや楽器などを発表（演奏）いただける個人・団体の

方も募集中です。 

⑤書道を教えていただける先生を募集中です。（火曜日

13:40~14:40,月 1 回でも可） 

活動日時：月～日曜日 9:30～18:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区水の森 3 丁目 43‐10  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人 東北福祉会 せんだんの館 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 
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No,市 31‐19 分野：高齢者 

喫茶店等の行事のお手伝いボランティア 

活動内容： 当施設では、年間６回ほど土曜日や日曜日

に喫茶店を開催し、利用者がご家族、地域の方、ボランティ

アの方とコーヒーやお茶を飲んで楽しんでいただく場を作ってい

ます。この時にコーヒーやお茶を入れたり洗いものをしたり、利

用者の話相手をしたりする活動です。 

 

活動日時： 土・日曜日 9:30～17:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区宮町１丁目４－４７  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人 青葉福祉会        

特別養護老人ホーム アルテイル宮町 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐20 分野：高齢者 

レクリエーションやリハビリ活動その他特技を生かしていただけ

るボランティア 

活動内容： レクリエーションや簡単な高齢者向け健康体操な

どを、利用者をリードして行なって下さるボランティア活動。 

あるいはご自身の特技である趣味活動を生かして、利用者と一

緒に、例えば貼り絵、ぬり絵、ちぎり絵、書道、折り紙、生け

花、カラとオケ、プランター園芸を楽しむ等々の活動を行って下さ

るボランティア。１回あたり１時間程度の時間で結構です。 

活動日時：月～日曜日 10:00～16:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区宮町１丁目４－４７  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人 青葉福祉会              

特別養護老人ホーム アルテイル宮町 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 
 

No,市 31‐21 分野：高齢者 

ユニット内で手伝いや利用者とお話、お散歩等のボラ
ンティア 

活動内容： 当施設は利用者９人から１０人で１つのユニ

ットとして生活しております。ボランティアの方には、ユニットに入

って皿洗いや利用者と一緒に洗濯物たたみなどをしながら、お

話をしたり、園内のお散歩をしたりする活動です。また、行楽

や行事の時などもご一緒していただけると助かります。 

定期的に来て下さる方も歓迎です。 

活動日時：月～日曜日  10:00～16:30         

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区宮町１丁目４－４７  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人 青葉福祉会          

特別養護老人ホーム アルテイル宮町 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐22 分野：高齢者 

歌や演奏、踊り、フラダンス、マジック等を高齢者にご
披露して頂ける方 

活動内容： 高齢者の方々に楽しんでいただけるような歌や

演奏、踊り、フラダンス、マジック等をご披露して下さる活動で

す。歌や演奏については、なるべく利用者が知っている古い曲

が希望です。また、一緒に歌えるものも加えていただくとありが

たいです。時間は４０分～最大１時間まででお願いします。 

活動日時：月～日曜日  14:00～15:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区宮町１丁目４－４７  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人 青葉福祉会          

特別養護老人ホーム アルテイル宮町 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐23 分野：高齢者 

ペットを連れてきて下さるボランティア 

活動内容： 犬、猫、うさぎ等のペットを連れて来て、利用者

とペットとの触れ合いの場を作っていただきたい。 

時間は１回につき３０分程度で良いです。 

活動日時：月～日曜日  9:30～16:30  

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区宮町１丁目４－４７  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人 青葉福祉会  

特別養護老人ホーム アルテイル宮町 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐29 分野：高齢者 

高齢者施設でのイベントの余興の募集 

活動内容： 音楽や体操など、50～60 人で参加・鑑賞で

きるもの。 

活動日時：9:30～14:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区南吉成 3 丁目 1‐31  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：サニーライフ仙台青葉 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

青葉区の活動 活動分野「高齢者」 
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青葉区の活動 

 

No,青 31‐1 分野：高齢者 

通所介護施設で習い事の講師をしてくださる方を募
集します 

活動内容： 利用者様に座ってできる習い事（お花・習字・

小物作りほか）を教えてくださる方を募集しています。回数は

ご相談させていただきます。 

活動日時：月～金曜日 14:00～15:00 

活動場所：仙台市青葉区広瀬町２－５  

参加条件等：性別・年齢不問 

要請者 ：デイサービスサロン 八千代の家 －仙台広瀬－ 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260  

 

No,青 31‐3 分野：高齢者 

デイケア等での話し相手、見守り 

活動内容： 通所リハビリの利用者や介護療養型医療施設

入所者の話し相手・レクリエーションや創作活動等の作業の

見守り・簡単な介助をお願いします。 

活動日時：月～日曜日 

活動場所：仙台市青葉区八幡 2‐4‐13  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：仙台すこやかクリニック 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐5 分野：高齢者 

高齢者デイサービスセンターでのお話し相手など 

活動内容： お年寄りのデイサービスセンターでお話し相手

や、お茶出しや、レクリエーションのお手伝いをしていただきたい

と思います。 

活動日時：月～日曜日 10:00～15:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区新坂町 6‐11  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：（社福）大樹デイサービスセンター ほくと苑 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐6 分野：高齢者 

特別養護老人ホームでの食器洗い補助 

活動内容： 利用者様のお食事後、食器洗いのお手伝いを

していただきます。 

募集活動日のうち、週 1～ 活動可能な方を募集いたしま

す。 

活動日時：月～日曜日 8:30～10:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区葉山町 8‐1  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：特別養護老人ホーム 仙台楽生園 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐7 分野：高齢者 

デイサービスでのお話し相手など 

活動内容： お話し相手、お茶出し等 

活動日時：月～土曜日 10:00～15:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区荒巻字三居沢 1‐5  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：三居沢デイサービスセンター 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐18 分野：高齢者 

デイサービス内の活動講師募集！！ 

活動内容： デイサービス内での活動の講師（粘土、折り

紙、切り絵等） 

活動日時：月・火・木・金曜日 14:00～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区一番町 1‐6‐22 シャンボール一

番町 305  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：デイサービスセンター ブレイス 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

活動分野「高齢者」 
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No,青 31‐19 分野：高齢者 

施設内清掃、車椅子清掃、シーツ交換のお手伝いな
どを募集します 

活動内容： 館内の清掃のお手伝いやお年寄りが使用され

る車椅子の清掃のお手伝い、シーツ交換のお手伝いをして頂

ければと考えています。お年寄りが少しでも気持ちよく生活し

て頂くため、環境整備にご協力頂ければと思います。 

活動日時：月～日曜日 10:00～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区荒巻字三居沢 1‐16  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人青葉福祉会 特別養護老人ホ

ーム アルテイル青葉 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐20 分野：高齢者 

美容ボランティア 爪の手入れやお化粧のお手伝いな
どを募集します 

活動内容： 女性の爪の手入れ（マニキュア等）やハンドマ

ッサージ、お化粧等のお手伝いを頂ければと考えています。 

活動日時：月～日曜日 10:00～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区荒巻字三居沢 1‐16  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人青葉福祉会 特別養護老人ホ

ーム アルテイル青葉 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐21 分野：高齢者 

お年寄りとのお話し相手、歌、体操を教えて下さる方
を募集します 

活動内容： お年寄りの方々のお話し相手、散歩の付き添

い、一緒に歌や民謡を歌ったり、演芸を披露して下さる方を

募集しています。また、お年寄りの方々に対象を教えて下さる

方も合わせて募集しています。 

活動日時：月～日曜日 10:00～16:00         

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区荒巻字三居沢 1‐16  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：社会福祉法人青葉福祉会 特別養護老人ホ

ーム アルテイル青葉 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐22 分野：高齢者 

デイサービスでの利用者様とのお話相手、入浴後のド
ライヤーがけ 

活動内容： 利用者様のお話相手やお茶出しの補助、入

浴後のドライヤーがけをしていただける方を募集しています。 

募集活動日のうち、週１回～活動可能な方を募集いたしま

す。 

活動日時： 木 ・ 金曜日 10:00～12:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区葉山町 8‐1  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：楽園デイサービスセンターいこい・なごみ 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐33 分野：高齢者 

車いすの方（60代男性）の散歩のお手伝いをして
くれる方を募集 

活動内容：施設入所男性が、近くのお寺などに散歩に出か

けるために、段差や急な坂道、横断歩道、踏切等のサポート

をお願いします。 

 

活動日時：月～日曜日 9:00～16:00 

活動場所：仙台市青葉区 

参加条件等：性別不問  車いすの操作経験のある方 

要請者 ：ツクイ仙台泉ヶ丘  

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260 

 

No,宮城支部 31‐2 分野：高齢者 

ショートステイ施設でのお手伝い 

活動内容： ①ショートステイ利用者の話し相手・お茶出し 

②レクリエーション補助 

③掃除 

活動日時：9:00～17:00（時間内で応相談） 

活動場所：青葉区愛子東５丁目 19‐25  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

動きやすい服装、上靴持参 

要請者 ：短期入所生活介護施設 あさひ祥葉苑 

問合せ先：青葉区社会福祉協議会宮城支部 

TEL   ：022‐392‐7868  

青葉区の活動 活動分野「高齢者」 
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No,宮城支部 31‐3 分野：高齢者 

デイサービスセンター施設でのお手伝い 

活動内容： ①デイサービス利用者との話し相手・お茶出し 

②レクリエーション補助 

③入浴後のドライヤーかけ等 

④利用者帰宅後の掃除等 

活動日時：9:00～17:00（時間内で応相談） 

活動場所：青葉区愛子東５丁目 19‐25  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：あやしデイサービスセンター 

問合せ先：青葉区社会福祉協議会宮城支部 

TEL   ：022‐392‐7868  

 

No,宮城支部 31‐4 分野：高齢者 

高齢者施設のお手伝い 

活動内容： ①利用者様との話し相手・見守り ②レクリエ

ーション活動補助 ③特技の披露 ④緑化活動等 

活動日時：月～土曜日 10:00~16:00 

活動場所：青葉区みやぎ台 1‐31‐1  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

上記時間内で応相談 

要請者：IMS グループ 介護老人保健施設          

仙台ロイヤルケアセンター 

問合せ先：青葉区社会福祉協議会宮城支部 

TEL   ：022‐392‐7868  

 

No,宮城支部 31‐5 分野：高齢者 

ユニット内でのお手伝いやお話などののボランティア 

活動内容： 当施設は９～１０人単位の４つのユニットで

構成される３９名定員の小規模な特別養護老人ホームで

す。ボランティアの方には、ユニット内で洗い物やお茶の準備、

洗濯物たたみなど家事援助を一緒にして頂けると助かります。

お話し相手だけでも構いませんし、歌や書道など特技をお持

ちであればぜひ披露して頂けるとありがたいです。 

活動日時：応相談 

活動場所：青葉区栗生１丁目 24‐2  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

動きやすい服装（スカート不可）、上靴持参 

要請者 ：社会福祉法人 幸生会             

地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス 

問合せ先：青葉区社会福祉協議会宮城支部 

TEL   ： 022‐392‐7868 

 

 

 

 

No,市 31‐28 分野：障害児・者 

障がいのある男性の方です。身の回りのお手伝いを
してくださる方を募集します。 

活動内容：障がいのある男性（車いす利用者）の方です。                                                                   

お話しをする時は、文字盤に指をさしてお話しします。                                                                                                               

一緒にお昼を食べたり買い物をします。お昼を食べる時や買

い物をする時のお手伝い、または作業をする時のお手伝いを

お願いします。 

活動日時：水曜日 12：00～14：00 

土・日曜 10:00~14:00                                                                                                                           

まずは、一度からで可 要相談 

活動場所：仙台市青葉区  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：個人 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

青葉区の活動 活動分野「高齢者」 

活動分野「障害児者・者」 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552631343/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC9jYXRlZ29yeS8lRTMlODMlOTElRTMlODMlOTYlRTMlODMlQUElRTMlODMlODMlRTMlODIlQUYlRTMlODMlODklRTMlODMlQTElRTMlODIlQTQlRTMlODMlQjMvcGFnZS82MDUv/RS=%5EADBLPjrDxlkyzXwR33E1WkfFPlDcZU-;_ylt=A2RCK_uv9IlcxWQA0BuU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552712977/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvbWF0b21lL2RldGFpbC8zNDIv/RS=%5EADB1vizHhG1WYdsTvTKDHfHpw8IlVw-;_ylt=A2RiouSRM4tcuUMAtACU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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No,市 31‐34 分野：障害児・者 

「若い青年教室」の運営ボランティア 

活動内容： 教室生、講師のお手伝い、事業運営・企画等

にも参加していただきます。 

4 月 14 日（日）開講式、6 月 9 日（日）レクリエーション

活動・奉仕活動、7 月 21 日（日）コース別活動①七夕飾

りづくり、10 月 20 日（日）秋のハイキング、11 月 17 日

（日）コース別活動、12月15日（日）クリスマス会、1月

26 日（日）節分フェスティバル、2 月 16 日（日）コース別

発表会・閉講式 

活動日時：4 月 14 日～2020 年 2 月 16 日まで 

日曜日 9:30～15:30 

活動場所： 仙台市青葉区一番町 2‐1‐4 

青葉区中央市民センター 

参加条件等：どなたでも参加できます  未経験者歓迎  

要請者 ：仙台市生涯学習支援センター  

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐35 分野：障害児・者 

外出ボランティアを募集します！ 

活動内容： 28 歳の男性です。右手マヒと言語障害があり

ます。カラオケやスポーツ観戦が大好きです。土・日・祝日に外

出する際のトイレ・食事・買い物のお手伝いをしてくれるボラン

ティアさんを募集しています。 

活動日時： 月 1～2 回程度を予定しています。 

活動時間は応相談 

活動場所： 仙台市青葉区 

参加条件等： 介護（看護）経験があると尚可。 

要請者 ：個人  

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,青 31‐4 分野：障害児・者 

障がいのある子どもの遊び相手 

活動内容： 放課後は主に室内で子どもたちの好きな遊びを

一緒に楽しんだり、おやつ作りや工作などの活動を一緒にしま

す。 

長期休暇には一緒に外出や外食をしたりします 

活動日時：月・火・水・木・金曜日 13:00～18:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区柏木 1‐7‐36  

参加条件等：特に男性のボランティアさん歓迎しています 

要請者 ：特定非営利活動法人アフタースクールぱるけ ぱ

るけ柏木 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260  

 

No,青 31‐8 分野：障害児・者 

障がい児（中・高生）と一緒に遊んでくれる方の募集 

活動内容： 放課後の中学生・高校生と一緒に寄り添って遊

んでください。（散歩・運動・室内遊び・工作等） 

活動日時：月・火・水・木・金曜日 14:15～18:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区小松島 3 丁目 3‐12  

参加条件等：16 才から 50 才程度まで 

要請者 ：特定非営利法人コスモスクラブ ぽかぽかの家 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260 

 

No,青 31‐23 分野：障害児・者 

ALS の３０代女性のお話し相手や理美容のお手伝
い 

活動内容：自宅で一緒にお茶を飲みながら、お話を楽しん

でくださる方を募集。握力が低下してきており、自身での理美

容が難しくなってきています。可能であれば、お化粧やマニュキ

ュアを塗るお手伝いもしてくださると、気分転換になります。 

活動日時：応相談 

 

活動場所：仙台市青葉区 

参加条件等：女性のみ募集します。 

要請者 ：個人 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260 

 

No,青 31‐32 分野：障害児・者 

40代女性、車いすの方の外出をお手伝いしてくれる
方を募集！ 

活動内容： お買い物や携帯ショップ等にお出かけする際の

お手伝いです。 

・買い物の荷物を車（タクシー）まで運んでいただく 

・入口等に段差があった時のお手伝い 

・必要に応じて車いす押していただく 

活動日時：月～日曜日 9:00～17:00 

活動場所：仙台市青葉区 

参加条件等： 

要請者 ：個人 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260 

青葉区の活動 活動分野「障害児者・者」 
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No,宮城支部 31‐1 分野：障害児・者 

日中活動の補助 

活動内容： 活動内容 ①日中活動（散歩・作業・レクリ

エーション）の補助・手話 

     ②音楽会・手品・紙しばい等 

活動日時：月～金曜日 10:00～15:00 

活動場所：青葉区郷六葛岡下 26 番地 14 

参加条件等：上記時間内で応相談 

要請者 ：指定生活介護事業所  かがやきの杜 

問合せ先：青葉区社会福祉協議会宮城支部 

TEL   ：022‐392‐7868  

 

No,市 31‐1 分野：子ども 

困窮家庭の中学生が通う学び場での学習サポートや
話し相手 

活動内容：  経済的な問題を抱え、放課後の教育機会や

人とのつながりが限られている子どもたちに、学習の場を通して

寄り添うことで基礎学力や自分への信頼・自信を身に付けて

もらう活動です。 宿題のサポートや話し相手など、様々な活

動を通じて一緒に子供の将来のことを考えていきます。 

活動日時：月～金曜日 18:00～21:00  

活動場所：青葉区五橋・桜ヶ丘・貝ヶ森・愛子・台原  

※活動場所により曜日が異なります。 

参加条件等：高校生～65 才程度まで 

中学生とコミュニケーションがとれる方、最低 3 か月以上継続

できる方 

要請者 ：NPO 法人アスイク 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐3 分野：子ども 

児童館活動 

活動内容： ・子ども達の遊び相手(鬼ごっこ、縄跳び、将

棋、オセロ他) 

・子ども達の見守り 

・児童館行事のお手伝い他 

活動日時：月～金曜日 10:00～18:00   

        土曜日 10:00～17:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区桜ヶ丘八丁目 1‐1 

（桜丘小学校内）  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問動

きやすい服装（スカート不可） 上靴持参 

要請者 ：桜ヶ丘マイスクール児童館 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐5 分野：子ども 

ひろばでの子どもの遊び相手をして下さる方を募集し
ます。 

活動内容： 主にひろばでの子どもの遊び相手。  

玩具の片付け、イベントのお手伝い等。 

活動日時：火～日曜日 9:30～17:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区中央 2 丁目 10‐24  

仙台市ガス局ショールーム 3 階 のびすく仙台  

参加条件等：性別不問 18 歳以上の学生 、一般の方 

※高校生不可、継続的に活動可能な方を募集します。 

要請者 ：特定非営利活動法人せんだいファミリーサポート・

ネットワーク 

仙台市子育てふれあいプラザ 「のびすく仙台」 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐10 分野：子ども 

幼稚園～小学 2年生の子どもたちと一緒に遊んでい
ただける方の募集 

活動内容： 子どもと一緒に遊んでいただくことが主なお願い

したい活動です。若いボランティアさんには、鬼ごっこなど、体力

系の遊びに参加していただきたい。また、交通事故や転倒事

故が無いように安全確保も指導者と一緒にしていただきたい。 

単身赴任で仙台に来ているお父さんも大歓迎です。 

活動日時：日曜日 9:00～12:00 

活動場所：仙台市内 

 ※活動場所は毎回異なります。仙台市内の市民センターや

仙台駅に集合し、活動場所へ移動するケースが多いです。 

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：ボーイスカウト仙台 1 団 ビーバー隊 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐32 分野：子ども 

子ども虐待予防活動サポーター募集 

活動内容：①怒鳴らない子育て講習の会場準備及び受付 

②怒鳴らない子育て講習のインストラクターの資格を取得しイ

ンストラクターとして活動する③メール相談の研修を受け、メー

ル相談を行う 

活動日時：10：00～12：00  

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区五橋 2 丁目 12‐2       

仙台市福祉プラザ 

参加条件等：未経験者歓迎 女性のみ募集 

２０才以上６０才程度まで  

要請者 ：子ども虐待予防センター仙台 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

活動分野「子ども」 青葉区の活動 



8 

 

 

No,青 31‐2 分野：子ども 

国見児童館ボランティア募集 

活動内容： ・子供たちの遊び相手（午前中は乳幼児親

子・午後は小学生の利用が多いです） 

・行事の手伝い。・館内、敷地内の清掃 など 

活動日時：月～土曜日  9:00～18:00 

活動場所：仙台市青葉区国見 2‐16‐48  

参加条件等：15 才から才程度まで技術・経験問わず 

要請者 ：仙台市国見児童館 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260  

 
 

No,青 31‐9 分野：子ども 

児童館ボランティア募集 

活動内容： 子どものあそび相手、行事の手伝い、花だん等

の整備など 

活動日時：月～土曜日  9:00～16:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区小松島 2‐1‐8  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：小松島児童館 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐10 分野：子ども 

児童館動ボランティア募集 

活動内容： ・子どもたちのあそびの相手、見守り（囲碁、

将棋、その他ボードゲームやカードゲーム、運動あそび等） 

・行事のお手伝い 

・環境整備のお手伝い（草刈や植栽の手入れ等） 

活動日時：月～土曜日  10:00～17:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区台原 5‐2‐5  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：仙台市台原児童館 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐14 分野：子ども 

“いつでも行ける”“だれでも遊べる”“挑戦できる”遊
び場づくり 

活動内容： 西公園プレーパークでの活動例 

・夕方の片付け（遊びに使う道具を倉庫から出し入れしま

す。） 

・子どもが自ら遊びたくなるような遊び環境づくり 

・西公園杜の応援団（旧親水庭園の発掘/年 4 回程度・ご

み拾い、水路整備、草刈など） 

・月一イベントの企画、準備（例：もちつき・秘密基地を作

ろう！など） 

・ちびぱーく（屋外での乳幼児親子の遊び場）の準備と開

催手伝い。平日 10：00～14：00 

活動日時： 水・金・土・日曜日  10:00～17:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区西公園内  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：西公園プレーパークの会 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 
 

No,宮城支部 31‐6 分野：子ども 

子育て講座参加者のお子さんの見守り・遊び相手 

活動内容： 子育て講座はお子様連れ可としており、参加

者のお子さんがきます。参加者の保護者が講座に集中できる

よう、保護者から離れられるお子さんが遊んでいるのを見守っ

たり、遊び相手をしたりします。 

活動日時：月２回不定期、平日午前中 

1～2 ヶ月前に日程が決まります 

活動場所：広瀬市民センター・水の森市民センター 

       （各月１回） 

参加条件等：大学生、短大生、専門学校生 

         子どもの相手をできる服装 

要請者 ：子育てサポート楽っこ 

問合せ先：青葉区社会福祉協議会宮城支部 

TEL   ：022‐392‐7868  

青葉区の活動 活動分野「子ども」 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552717357/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzM4Lw--/RS=%5EADBv.g_ziidB1efUMohCQ3zwxF6ZNc-;_ylt=A2RCL5OsRItc.H4ARRiU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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No,青 31‐11 分野：病院 

デイケアプログラムの補助 

活動内容： ・デイケアプログラムの補助 

・デイケアに参加しているメンバーさんとのコミュニケーション 

活動日時：月・火・木・金曜日 10:00～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区昭和 2‐25 ＨＣビル 6Ｆ・4Ｆ  

参加条件等：18 才から30 才程度まで福祉もしくは精神保

健に関連することを学んでいる学生の方 

要請者 ：原クリニック 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260  

 

No,青 31‐12 分野：病院 

仙台厚生病院内での患者さんの案内やお手伝い・車
いすの調整・折り紙作品の制作 

活動内容： 院内ガイド・車いすメンテナンス・折り紙ボランテ

ィア・園芸ボランティア・七夕制作への協力 

活動日時：月～金曜日 8:30～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区広瀬町 4‐15  

参加条件等：半年以上継続して活動できる方を希望しま

す 

要請者 ：一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐16 分野：病院 

病院でのお茶会のお手伝い 

活動内容： 入院している患者さん（高齢者）を対象にし

た月に一度行われるお茶会を手伝っていただけるボランティア

を募集します。 

参加者へのお茶出しやお話し相手をしていただきたいと思いま

す。 

活動日時： 土曜日 13:30～15:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区八幡６－９－３  

参加条件等：学生の方を募集します 

要請者 ：杜のホスピタル・あおば 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐17 分野：病院 

病院内の話し相手など 

活動内容： 病棟での患者様の話し相手や、デイケアでの話

し相手、患者様の手作業のお手伝い、飲み物提供の補助を

お願いします。 

活動日時：月～土曜日 10:00～15:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区八幡６－９－３  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：杜のホスピタル・あおば 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL    : 022‐265‐5260 

 

No,青 31‐26 分野：病院 

東北大学病院 ボランティア募集 

活動内容： ガーデンボランティア・・・花壇への植栽・草取り・

敷地内清掃 

院内案内・・・受付のお手伝い・車イス介助・採血室・検査

室などの案内 

緩和ケア病棟・・・イベントのお手伝い・季節の飾りつけ・ティー

タイムサービス・植物のお手伝い 

活動日時：月～金曜日 8:30～16:00 

活動場所：仙台市青葉区星陵町 1‐1  

参加条件等：18 才から 70 才まで 

要請者 ：東北大学病院 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

活動分野「病院」 青葉区の活動 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552630708/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zeXVnYWt1a2FuLmVkLmpwLz9wPTMxMTM-/RS=%5EADBF7K0wZb0SKt9KwL1cv9YWkX4hcU-;_ylt=A2RCA9408olcbRIA6BKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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No,青 31‐31 分野：病院 

医学部学生の実習相手となる模擬患者役の募集 

活動内容： 東北大学医学部学生の実習（医療面接〈問

診〉）時に、患者さん役を演じていただき、学生の指導に携

わります。実習用のシナリオがありますので、医学知識や演技

の経験は必要ありません。また複数の学年の実習があるた

め、年間を通じて、何らかの活動がありますが、ご都合に合わ

せてご参加いただけます。 

活動日時：水曜日 13:00～17:00 

活動場所： 仙台市青葉区聖陵町 2‐1 

参加条件等： 性別不問 20 才以上 60 才程度まで 

要請者 ： 東北大学医学部教育推進センター 

仙台 SP 研究会 DAｔTE 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐265‐5260 

 

No,宮城支部 31‐7 分野：病院 

平成 31年度宮城県立こども病院ボランティア募集 

活動内容： ボランティア活動は平日の午前と午後の部に分

かれています。基本的には週１回、１日３時間ですがご希

望により隔週の方もいます。６ヶ月以上活動できる方が望ま

しいです。活動内容は、「病院の案内」「遊びの支援」「こども

図書館の運営」「イベント・アート」「お話会」「緑のボランティ

ア」「ギャラリーの展示」「車椅子点検・清掃」「ソーイング」など

です。 

活動日時：平日  9:00～16:00 

活動場所：青葉区落合４丁目 3 番１７号 

参加条件等：18 才以上の方  

上記時間内で応相談 

要請者 ：宮城県立こども病院ボランティアゆりかご 

問合せ先：青葉区社会福祉協議会宮城支部 

TEL   ：022‐392‐7868  

 

No,市 31‐6 分野：その他 

いっしょに手作り楽しみませんか 

活動内容： 布の絵本・おもちゃを作る。 

活動日時：第 1・2・4 水曜日（月 3 回） 

10:00～15:00 

活動場所：仙台市青葉区旭ヶ丘 3 丁目 25‐15  

旭ヶ丘市民センター4 階 小ホール  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問  

お弁当持参 

要請者 ：森のおもちゃ図書館 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐15 分野：その他 

ホームレスの方々の安否確認の夜まわりや炊き出しで
の食事提供 

活動内容： 路上生活者の方々との出会いの場である夜ま

わり、たきだし、ゆっくりすごす会、食事会などで食事や支援物

資を渡しつつ関係作りをしていただき、話し相手になったり相

談支援の窓口となっていただきます。 

活動日時：水・木・土曜日 

活動場所：市内各所・活動場所は内容により異なります。 

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

要請者 ：特定非営利活動法人 仙台夜まわりグループ 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,青 31‐13 分野：その他      

サロンの運営・話し相手・取材 

活動内容： サロンの運営・話し相手・利用される方の見守

り・コミュニティ紙（国見地区）の取材活動などです。 

活動日時：月～日曜日  9:00～18:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市青葉区千代田町 1‐13  

参加条件等：18 才以上 免許あれば尚良い 

要請者 ：国見・千代田のより処 ひなたぼっこ 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260 

 

No,青 31‐30 分野：その他      

NGO活動をサポートしてくれる仲間募集！ 

活動内容： 広報活動や事務業務(書類整理等)のお手伝

い 

活動日時：月・火・水・木・金曜日 9:00～17:00 

活動場所：仙台市青葉区花京院 2‐2‐68‐401 

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問 

PC ご持参できる方はお願いします。 

要請者：JISP（日本インターナショナルサポートプログラ
ム） 

問合せ先：青葉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐265‐5260 

青葉区の活動 

活動分野「その他」 

活動分野「病院」 


