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No,市 31‐14 分野：高齢者 

レクレーション活動のサポーター募集 

活動内容： 交流活動の場を盛り上げてくださるような楽しい

会話をしてくださる方や、将棋や囲碁の相手をお願いします。

また、お習字の先生として指導を提供してくださる方も募集い

たします。 

活動日時：9:30～14:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区萩野町 2‐8‐12  

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 ：社会福祉法人みやぎ会 にこトピア萩野町 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,宮城野 31‐2 分野：高齢者 

高齢者施設での利用者様の見守りなど 

活動内容： ・デイサービス利用者様の見守りやお話し相

手、お茶入れ、脳トレ採点、食事配膳、片付け、外出レクレ

ーション時の同行などをしてくれるボランティア様を募集していま

す。 

・趣味や演芸を披露してくれるボランティア様も募集していま

す。午後のレクリエーションの時間 14：00～15：00 位が

希望です。 

活動日時：月～金曜日  9:00～16:30 

活動時間は応相談 

活動場所：仙台市宮城野区栄 4 丁目 6‐22  

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 ：株式会社ほの花 デイサービスセンターほの花 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650  

 

No,宮城野 31‐3 分野：高齢者 

デイサービスでのご利用者様とのコミュニケーション 

活動内容： 高齢者様とのコミュニケーション、お茶出し、レク

リエーション補助等です。 

介助はスタッフが行います。 

活動日時：月～日曜日 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区萩野町 4‐3‐20  

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 ：ツクイ萩野町 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐6 分野：高齢者 

高齢者施設でお客様と楽しく過ごしていただける方募
集 

活動内容： ①趣味や特技の披露（歌、踊り、演芸、民

謡、楽器などなんでも） 

②漫談、語り部、紙芝居、講演 

③習い事などの講師 

④子供たちや学生さんのパフォーマンス。（歌、踊りなど） 

活動日時：月～日曜日 9:00～17:00  

時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区新田東２－１２－７  

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 ：ツクイ・サンシャイン仙台 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐9 分野：高齢者 

高齢者施設でのレクリエーション補助募集 

活動内容： 介護付き有料老人ホームにて職員が行うレクリ

エーションの補助（準備や後片付けなどのお手伝い）をお願

いしたいです。 

活動日時：月～日曜日 14:00～15:30 

活動場所：仙台市宮城野区苦竹１丁目９－１  

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 ：有料老人ホーム ネクサスコート仙台東 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐10 分野：高齢者 

利用者様の話相手やお茶出しなどのお手伝いの募集 

活動内容： 主にデイサービスやショートステイの利用者様の

話相手や、お茶出し・掃除・入浴後のドライヤーがけなどのお

手伝いを募集しています。 

活動日時：月～土曜日 10:30～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市市宮城野区田子字冨里 223 番地  

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 ：高齢者福祉施設 宮城野の里 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

宮城野区の活動 活動分野「高齢者」 
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No,宮城野 31‐12 分野：高齢者 

歌や演奏・踊りなど特技や趣味を活かして一緒に楽し
んでいただける方 

活動内容： ①囲碁や将棋などのお相手 

②押し花や生け花、書道や水彩画、折り紙、裁縫・編み物、

カラオケなどの活動の指導 

③マジックやコーラス・演奏・ダンスなどの披露 

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：仙台市宮城野区中野字出花西 90‐12 アイ・

フローラル１F  

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 ゆめふる中野栄 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐18 分野：高齢者 

お年寄りのデイケアで利用者さんとお話ししたり将棋
等一緒に行ってくれる方 

活動内容： お年寄りのデイケアでは一日約５０名ほどの方

が来ます。全体でレクリエーションも行いますが、人によってはゆ

っくりおしゃべりしたい人、将棋や囲碁など趣味の活動をして過

ごしたい方もいらっしゃいます。そのような方のお話し相手だった

り、将棋やトランプなどを一緒にしてもらえたらと思います。ま

た、お年寄りと一緒に洗い物をしたり、お茶の時間の簡単な

手伝いやお風呂上りのドライヤーなどの簡単なお手伝いをして

もらいます。 

活動日時：月～日曜日 9:30～15:30  

時間内で応相談 

活動場所：仙台市市宮城野区福室 2 丁目 5－27  

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 ：多機能型複合施設 みはるの杜 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,市 31‐12 分野：障害児・者 

知的しょうがいのある方・身体しょうがいのある方と一
緒に活動してくださる方を募集してます 

活動内容： 創作活動、外出活動、食事の準備、読み語

り、お話などを一緒にしてもらいたいです。 

活動日時：月～金曜日 9:30～15:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区幸町 3 丁目 12‐16  

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 ：社会福祉法人つどいの家 仙台つどいの家 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐16 分野：障害児・者 

レクリエーションボランティア募集中 

活動内容： 月に 1 回、第三日曜日午前中に慰問に来て

いただけるグループを募集しています。踊り、カラオケ、コーラ

ス、ゲーム、手品、腹話術。人形劇等楽しめるものならなんで

もＯＫです。 

活動日時：毎月 第 3 日曜日 10:00～11:30 

活動場所：仙台市宮城野区二の森  

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 ：レクリエーションボランティアサークル キャンドル 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐17 分野：障害児・者 

レクリエーションボランティア募集中 

活動内容： 施設の方たちが楽しく過ごせるよう、活動のお

手伝いや話し相手やをお願いします。 

活動日時：毎月 第 3 日曜日 10:00～11:30 

活動場所：仙台市宮城野区二の森  

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 ：レクリエーションボランティアサークル キャンドル 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐26 分野：障害児・者 

スポーツ時や休憩時のお手伝いをしてくださる方 

活動内容： 車いすを利用している男性の方です。 

風船バレー、ボッチャ、野球を月 3・4 回行っています。 

スポーツ時や休憩時のトイレ介助等をお願いします。 

活動日時：月 ・日曜日（月 3・4 回）13:00～17:00 

スポーツにより活動場所が異なります。           

（活動時は現地集合）※日曜日のみでも活動可能です。 

活動場所：仙台市宮城野区 

参加条件等：性別不問ボランティア経験やヘルパー等の資

格があると尚可 

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 

宮城野区の活動 活動分野「高齢者」 

活動分野「障害児・者」 
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No,宮城野 31‐7 分野：障害児・者 

かむり学園に遊びに来てみませんか？ 

活動内容： 日中活動のお手伝い 

①エアマット作業  

②シュレッダー作業  

③銅線作業 

④機能訓練（散策、レク体操）  

⑤余暇活動（ドライブ、創作活動、カラオケ等） 

障がいのある方の活動のお手伝いやお話し相手をお願いしま

す。 

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：仙台市宮城野区岩切字三所南１－１  

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 ：社会福祉協議会 愛泉会  

障害者日中活動支援施設 かむり学園 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐13 分野：障害児・者 

生活介護事業の支援（レクリエーション・作業等）
募集 

活動内容： 午前はアート、ビーズ、コーヒー、リサイクルの個

別に分かれて作業を行います。午後はレク活動ウォーキング、

買い物等の活動に利用者の皆様と一緒に取り組んでいただ

きます。また、利用者様の着替えや昼食時の見守りも随時お

手伝いしていただきます 

活動日時：平日 月～金曜日 9:00～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区鶴ヶ谷 5‐22‐1  

参加条件等：20 才から 50 才程度まで 

要請者 ：社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会  

ホープすずかけ 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐14 分野：障害児・者 

放課後等デイサービスで、障害のある子どもたちの
様々な遊びや外出支援の募集 

活動内容： 障害のある小学生のお子さんと共に、様々な

遊びや外出をします。子どもたちの意見を尊重し、楽しく遊べ

るような場を作れるよう活動しています。 

学校の児童クラブや保育士さんを想像して頂けるとより活動

内容がイメージしやすいと思います。 

活動日時：月～金曜日  15:00～17:00 

（祝日は除く）  上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区鶴ヶ谷 3‐17  

参加条件等：性別不問・高校生以上希望 

要請者 ：ＮＰＯ法人 コスモスクラブ つるがや 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐15 分野：障害児・者 

障がい児と一緒に遊んでくれる方の募集 

活動内容：・拠点でのお料理会 

・おでかけ（ボーリング、カラオケ等） 

活動日時：春休み・夏休み・冬休みの長期期間 

9:30～16:00 （この時間内で応相談） 

活動場所：宮城野区  

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：特定非営利活動法人コスモスクラブ にこにこの家 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐16 分野：障害児・者 

障害児と共に放課後の余暇活動を過ごして下さる方
の募集 

活動内容： 小学校や支援学校から帰ってきた子どもたちと

放課後に楽しく遊びます。活動中におやつの時間や排せつ等

がありますので、障害児の見守りや補助をしていただきます。 

活動日時：学校が長期休みの期間（夏休み・冬休み・春

休み）…9:30～16:00（時間内で応相談） 

学校のある平日…14:00～17:30 

活動場所：仙台市宮城野区岩切字入山 83‐92  

参加条件等：16 才から 70 才程度まで 

要請者 ：特定非営利活動法人 コスモスクラブ どんぐり 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐17 分野：障害児・者 

中学・高校生の障害児の施設で子どもたちと元気に
遊んでくれる方を募集 

活動内容： 障害のある中・高生とともに、様々な遊びや外

出をします。 

学校の児童クラブや保育士さんを想像していただけると、より

活動内容がイメージしやすいと思います。 

活動日時：月～金曜日  14:00～18:30 

       (祝日除く)  

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区鶴ヶ谷 3‐21‐10  

参加条件等：性別不問、高校生以上 

要請者：特定非営利活動法人コスモスクラブ のびのびの家 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

活動分野「障害児・者」 宮城野区の活動 
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No,宮城野 31‐21 分野：障害児・者 

あなたの手を貸してください！しょうがいのある方と一
緒に活動してみませんか 

活動内容：創作活動（ノートやアクセサリー作り）、外出活

動（近隣への散歩、イベントの参加）、読み取り、お話しな

どを身体・知的しょうがいのある方と一緒に行って下さる方を募

集しています。 

活動日時：月～金曜日 10:00～15:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区幸町 3 丁目 12‐16 

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 ：仙台つどいの家 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐22 分野：障害児・者 

「寺子屋」事業に参加している障害者の方のサポート
ボランティアを探しています。 

活動内容： 宮城県障害者福祉センター主催で、毎月 1

回月末の日曜日に、知識教養の習得と交流を目的に開催

している「寺子屋」事業に参加している障害者の方で、サポー

トボランティアのいない方がいるため、参加されている障害者の

方の身辺介助（食事介助）や、講義中の資料のページめく

り、簡単な記録の書きとめ他をお手伝いしていただける方を探

しています。尚、平成 31 年度も「寺子屋」事業は予定されて

いる事業ですので、次年度以降も継続して協力頂けるボラン

ティアを探しています。 

活動日時：毎月最終日曜日 10：00～13：00 

活動場所：仙台市宮城野区幸町 4‐6‐2 

       宮城県障害者福祉センター 

参加条件等：女性のみ募集します。 

・20 才以上 70 才程度まで   

・ヘルパー2 級をお持ちの方や介護活動経験者の方は更に

大歓迎です。 

要請者 ：社会福祉法人宮城県障がい者福祉協会 

        特定相談支援事業所「オアシス」 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650  

  

 

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  

※活動場所により曜日が異なります。 

活動場所：宮城野区榴岡・高砂・鶴ヶ谷・新田東  

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 31‐7 分野：子ども 

困窮家庭の中高生の学習サポート 

活動内容： 将来への不安を抱えていたり自分に自信のな

い中高生が多いため、、寄り添い励ましながら、勉強を一緒に

進めながら進路現実のサポートをします。平日の夕方（週 3

回程度）や土日、学年やニーズに合わせ数種類の学習会を

開催しています。 

活動日時：月・水・金曜日・・・17:00～21:00 

土曜日・・・14:00～16:30  日曜日・・・10:00～16:30  

※時期により活動日程が異なります。 

※上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区榴岡3‐2‐5 サンライズ仙台2

階  

参加条件等：18 才以上  性別不問 

コミュニケーション能力の高い方、定期的に参加可能な方、

学習指導経験のある方は尚歓迎致します。 

要請者 ：NPO 法人キッズドア 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

宮城野区の活動 
活動分野「障害児・者」 

活動分野「子ども」 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552715539/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaHVvaC5jb20vYmxvZy9oYW1hbWF0c3VhcmlkYW1hLzIwMTcvMDMvaW5kZXguaHRtbA--/RS=%5EADBo8ko4RUlzftAVuYE_JGudotz6AI-;_ylt=A2RCMY6TPYtc2DIAegyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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No,市 31‐11 分野：子ども 

親子向け料理教室のお手伝いをしてくれる方の募集 

活動内容： “料理教室” において、活動が円滑に進行す

るように参加者のサポートや、準備・片付け等のお手伝いをし

てもらうボランティアです。料理に自信のない方、普段あまり料

理をされない方でも大丈夫です!!調理活動後、試食を兼ね

た昼食もあります!! 

 人と関わることが好きな人、特に将来、子供と関わりたい

方・関わり方を学びたい方歓迎します!!調理活動後、試食を

兼ねた昼食もあります! ! 

活動日時：日曜日 9:00～14:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区を中心に市民センター  

参加条件等：18 才以上  

１８歳未満の方でも保護者の同意があれば参加可能 

要請者 ：宮城野 親子で料理プロジェクト 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,市 31‐31 分野：子ども 

子ども食堂の運営のお手伝い 

活動内容：①食材の準備 

②調理ボランティア：食事作りのお手伝い 

③勉強・遊びを教えてくれる方  

活動日時：第三土曜日 13：00～19：00 

活動場所：宮城野コミュニティセンター 

参加条件等：性別不問  

エプロン・三角巾持参 

要請者 ：杜のこども広場（杜の子ども食堂） 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,宮城野 31‐1 分野：子ども 

子どもたちと一緒に遊んでいただける方を募集しま
す。 

活動内容： 通常保育の午前または午後（9 時または 14

時から 2～3 時間程度）に、園児と一緒に遊んでいただいた

り、見守りのお手伝いをお願いします。 

活動日時：月～金曜日 9:00～17:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区萩野町 3‐8‐12  

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問  

＊年齢問わず健康で明るい方。 

要請者 ：ハニー保育園 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐4 分野：子ども 

子どもを中心に一緒に地域を明るく元気にしてくれる
方を募集しています 

活動内容： 子供たちと野菜を作ったり調理したり食育に関

わる行事やイベントを一緒に楽しんで頂く活動をお願いしま

す。 

活動日時：月 水 木 金 土曜日 10:30～17:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区鶴ケ谷６丁目２ 鶴ケ谷東

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 

要請者 ：仙台市鶴ケ谷東マイスクール児童館 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐5 分野：子ども 

児童館の子どもと遊んで下さる方を募集します。 

活動内容： 児童館に来ていただき、主として小学校低学

年の子どもたちの遊び相手、話し相手をしていただきたいと考

えています。活動日は平日・土曜日の他、小学校の長期休

業中や行事のボランティアなども、お願いしたいと思います。 

活動日時：土曜日 9:00～17:30 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区東宮城野 2‐40  

参加条件等：15 才から 25 才程度まで 年齢はあくまで目

安です。上限は問いません。お気軽にお問い合わせください。 

要請者 ：仙台市宮城野児童館 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

宮城野区の活動 活動分野「子ども」 
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No,宮城野 31‐8 分野：子ども 

西山児童館のボランティア大募集 

活動内容： ・乳幼児親子や小学生向けの行事のお手伝

い・館庭、花壇といった施設の整備 

・放課後小学生の遊び相手 

・得意分野を生かした行事の企画 

活動日時：月～土曜日 9:00～18:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市宮城野区安養寺 3‐15‐10  

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 ：仙台ＹＭＣＡファミリーセンター 

仙台市西山児童館 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐11 分野：子ども 

子どもたちの遊び相手、指導、見守り 

活動内容： 主に小・中学生への遊び相手や指導（危険

な遊びをしないよう声掛けなど）、見守りをお願いします。 

活動日時：月～土曜日 14:00~17:00 

活動時間は応相談 

活動場所：仙台市宮城野区五輪 2‐12‐70  

参加条件等：大学生以上を希望 

要請者 ：原町児童館 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐256‐3650  

 

No,宮城野 31‐19 分野：子ども 

保育園に遊びに来ませんか？ 

活動内容：・ 日常保育のお手伝い。子ども達の遊び相手、

見守り、教材づくり、清掃。 

・運動会のお手伝い 10/5（土） 

活動日時：土曜日 9:30～12:30 

活動場所：仙台市宮城野区岩切字三所南 88‐1 

参加条件等：女性のみ募集・18 才以上・学生（保育士を

目指す方） 

要請者：社会福祉法人宮城厚生会岩切たんぽぽ保育園 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

 

No,宮城野 31‐20 分野：子ども 

保育園に遊びに来ませんか？ 

活動内容： ・夏祭り 7/6（土）や運動会 10/5（土）の

行事の際に保育士や保護者の皆さんと一緒に運営のお手伝

いをして行事を盛り上げてください。 

活動日時：月～金曜日 9:30～16:00 

活動場所：仙台市宮城野区乳銀杏 7‐6 

参加条件等：女性のみ募集・18 才以上・学生 

要請者：社会福祉法人宮城厚生会 乳銀杏保育園 

問合せ先：宮城野区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐256‐3650 

 
 

No,市 31‐25 分野：その他 

一緒に通院、買い物に同行してくださる方 

活動内容： 病院や買い物を一緒にしてくださる方 

買い物の時、ちょっと荷物を半分持っていただいたり、用足しを

お願いしします。 

 

活動日時：活動日が定まっていないため、ボランティアご希望

の方はご相談ください。 

活動場所：仙台市宮城野区  

参加条件等：年齢、性別不問                

不安障がいなどに、なるべく理解のある人（女性歓迎） 

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 

活動分野「その他」 

活動分野「子ども」 宮城野区の活動 
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