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分野：地域・イベント 1  

活動内容  

地域の主に０歳から未就学児の親子を対象とした自由参加

型（登録制ではない）の子育て支援活動です。 

参加したお母さんたちとの情報交換や、子どもたちとふれあった

り、遊んだりします。 

活動日時：要相談 

活動場所：川平コミュニティ・センター 

（仙台市青葉区川平４丁目 7-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：川平地区社会福祉協議会 

「子育てサロン かわだいラッコ」 

 

分野：地域・イベント 2  

活動内容 

通町市営住宅集会所で、自主サロン「どんぐりの会」で行うサ

ロン設営や茶話会の補助、住民とのお話し相手をしながら交

流して頂きます。 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市通町市営住宅 集会所 2 階東側 

（仙台市青葉区通町 1 丁目 6-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市通町市営住宅自主サロン 「どんぐりの会」 

 

分野：地域・イベント 4  

活動内容 

・地域の高齢者とのふれあい 

・いきいきサロンのお手伝い 

 

活動日時：要相談 

活動場所：南材コミュニティセンター 

（仙台市若林区南小泉八軒小路 5-4） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：南材地区社会福祉協議会 

 

分野：地域・イベント 5  

活動内容 

子どもたちの遊び相手・サロン運営のお手伝い 

活動日時：要相談 

活動場所：白萩集会所 

（仙台市若林区白萩町 10-13） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：南小泉北地区社会福祉協議会 

南小泉北地区民生委員児童委員協議会 

 

分野：地域・イベント 7  

活動内容 

・児童館のレクリエーション（ユニバーサル体験やそうめん流

し）を行い（手伝い）交流を図る。 

・小学生（主に１～6 年生）とレクリエーションや遊びを通し

交流を図る。 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市東四郎丸児童館 

（仙台市太白区四郎丸字大宮 26-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：NPO 法人 FOR YOU にこにこの家 

 

分野：地域・イベント 8  

活動内容 

市営住宅の集会所で、自治会主催のサロン「カフェ・ランラン」 

会場設営やお茶会の補助をして、住民とのお話し相手をしな

がら交流していただきます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：あすと長町第二市営住宅 住民の会集会所 

（仙台市太白区長町 6-5-13） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：あすと長町第二市営住宅 住民の会 

活動分野「地域・イベント」 
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分野：地域・イベント 9  

活動内容 

・サロン活動を一緒に楽しみましょう。 

・プログラム：ストレッチ、脳トレ、リズム体操など 

・会場準備、片付けなど 

活動日時：要相談 

活動場所：八幡会館内 

（仙台市太白区鈎取 1 丁目 13） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：元気サロン“鈎取いきいきクラブ” 

 

分野：地域・イベント 10  

活動内容 

・高齢者との健康体操 

・手作り昼食の補助と配膳、皆一緒で昼食を頂きます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：西多賀市民センター 

3F 会議室 

1F 調理実習室 

（仙台市太白区西多賀 3-6-8） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：西多賀東北地区福祉ネットワーク さくらくらぶ 

 

分野：地域・イベント 14  

活動内容  

・サロン喫茶室でのサービスの補助 

・参加者の方々とのお話し相手 

活動日時： 要相談 

活動場所：山の寺集会所  

（仙台市泉区山の寺 1-33-2） 

参加条件等： どなたでも参加可 

要請者： 山の寺地区社会福祉協議会 

 

分野：地域・イベント 15 

活動内容  

・サンタパレードの運営や準備 

・おもてなしステーション（勾当台公園に設置される来場者の

方をサポートする施設）の運営 

・募金活動 

・定例会（毎月 1,2 度行われるユース部会での会議） 

活動日時： １月～９月：毎月 2or3 週土曜日 

１０月～１２月：不定期  

時間はシフト制 

活動場所： 仙台日の出ビル 

（仙台市青葉区一番町 3-9-10） 

勾当台公園等 

参加条件等： 性別不問 大学生・短大生・専門学生 

要請者： SENDAI 光のページェント実行委員会ユース部 

  

活動分野「地域・イベント」 
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分野：高齢者 1  

活動内容 

高齢者の話し相手、お茶出し、他 

活動日時：平日 9：30 又は 10：00 から希望する時間 

活動場所：デイサービスセンター大野田  

（仙台市太白区大野田 4-30-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：デイサービスセンター メディケアライフ大野田 

 

分野：高齢者 2  

活動内容 

要相談 

活動日時：いつでも可 要相談 

活動場所：アルテイル青葉 

（仙台市青葉区荒巻字三居沢 1-16）   

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人青葉福祉会 アルテイル青葉 

 

分野：高齢者３  

活動内容  

歌・踊り・演奏・手品・寸劇などの披露や絵手紙や手芸など

の趣味活動を教えて下さる方を募集しています。 

活動日時：月曜日～土曜日 13：30～15：30 

活動場所：ウインズの森 やまと倶楽部 

（仙台市若林区大和町 1-22-45）  

参加条件等：どなたでも参加可 性別不問  

要請者： ウインズの森 やまと倶楽部 

 

分野：高齢者 4  

活動内容 

イベント、余興（音楽や体操など） 

活動日時：火曜日以外 13：30～14：30 

活動場所：サニーライフ仙台青葉施設内 

（仙台市青葉区南吉成 3-1-31） 

参加条件等：どなたでも参加可 性別不問  

要請者：サニーライフ仙台青葉 

 

分野：高齢者５  

活動内容 

施設内で月 2 回芸能（歌・踊り等）を披露して下さる方を

募集しています。 

活動日時：土曜日・日曜日 14：00～14：50 

活動場所：サニーライフ仙台南施設内  

（仙台市太白区中田 5-7-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：サニーライフ仙台南 

 

分野：高齢者６  

活動内容 

①高齢者の話し相手、交流 

②掃除、食器洗いなどの環境整備 

活動日時：月曜日～日曜日 10：00～17:30 の時間内 

活動場所：せんだんの館 

（仙台市青葉区水の森３丁目 43-10）  

参加条件等：性別不問 20 歳以上の方は社会的に自立

されている方。未成年の方は保護者の許可がある方。  

要請者：社会福祉法人東北福祉会 せんだんの館 

活動分野「高齢者」 
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分野：高齢者７  

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子どもたちや学生さんのパフォーマンス（歌、踊りなど） 

活動日時：月曜日～日曜日 9：00～17：00  

時間内で応相談 

活動場所：ツクイ・サンシャイン仙台 

（仙台市宮城野区新田東 2-12-7） 

参加条件等：どなたでも参加可 性別不問  

要請者：ツクイ・サンシャイン仙台 

 

分野：高齢者 8  

活動内容 

・デイサービスセンター利用者様の見守りやお話相手、お茶入

れ、脳トレ採点、食事配膳、片づけ、外出レクリエーション時

の同行 

・趣味や演芸の披露。 

午後のレクリエーションの時間は 14:00～15:00 位が希望 

 

活動日時：月曜日～金曜日 9：00～16：30 

活動時間は応相談 

活動場所：デイサービスセンターほの花 

（仙台市宮城野区栄 4-6-22） 

参加条件等：どなたでも参加可 性別不問  

要請者：株式会社 ほの花 

 

分野：高齢者９  

活動内容 

レクリエーションの補助 

活動日時：要相談 

活動場所：ネクサスコート仙台東 ダイニングルーム 

（仙台市宮城野区苦竹 1-9-1） 

参加条件等：性別不問  

要請者：ネクサスコート仙台東 

 

分野：高齢者 10  

活動内容 

歌・演奏・マジック・傾聴・高齢者との交流 

活動日時：月曜日～土曜日 

活動場所：はあとふるケアサービス 施設内 

（仙台市太白区郡山 4-11-29） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：はあとふるケアサービス 

 

分野：高齢者 12  

活動内容 

入居者とのお話（傾聴） 

レクリエーションのお手伝い等 

活動日時：10：00～12：00  

14：00～16：00 

活動場所：ふくし住宅安心館 施設内 

（仙台市太白区三神峯 2-8-65） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：有限会社 朋悠生活研究舎   

住宅型有料老人ホーム ふくし住宅安心館 

 

分野：高齢者 13  

活動内容 

1.調理（弁当製造） 

2.弁当配達 

活動日時：月曜日～金曜日 

1.11：00～16：00 

2.15：00～17：00 

活動場所：1.ぽけっと・はうす 

（仙台市太白区長町 1-6-3） 

2.太白区長町・ひより台  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：高齢者配食サービス ぽけっと・はうす 

活動分野「高齢者」 
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分野：高齢者 14  

活動内容 

・歌、踊りなど 

・傾聴、行事の出し物など 

活動日時：平日 

活動場所：看護小規模多機能型居宅介護 あゆみ 

（仙台市太白区袋原字小原 45-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：株式会社 よりあい 

 

分野：高齢者 15  

活動内容 

・傾聴 

・行事出し物 

活動日時：平日 

活動場所：小規模多機能型居宅介護 みその 

（仙台市太白区茂庭字門前 30-6） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：株式会社 よりあい 

 

分野：高齢者 16  

活動内容 

・傾聴ボラ 

・環境整備（ゴミ拾い、掃除、リネン交換) 

活動日時：ボランティア希望者に合わせます。 

活動場所：葵の園・柳生 施設内外 

（仙台市太白区柳生字台 57-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：医療法人社団 葵会 介護老人保健施設  

葵の園・柳生  

 

分野：高齢者 17  

活動内容 

高齢者の方へ歌や体操等の活動。 

習字などの講師、貼り紙手芸等の創作活動 

・傾聴ボランティア 

・整容 

・環境整備 

活動日時：月曜日～日曜日 13：00～16：00 

(傾聴・整容・環境整備ボランティア 9：00～16：00） 

活動場所：葵の園・仙台 施設内スペース 

（仙台市太白区鈎取 2-28-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：医療法人社団 葵会 介護老人保健施設  

葵の園・仙台（通所リハビリテーション併設） 

 

分野：高齢者 18  

活動内容 

見守り、お話相手、お茶の準備など 

活動日時：13：30～16：00 

活動場所：仙台すこやかクリニック 通所リハビリテーション 

（仙台市青葉区八幡 2-4-13） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：医療法人 星陵会 仙台すこやかクリニック 

 

分野：高齢者 19  

活動内容 

趣味活動支援、家事活動支援 

活動日時：月曜日～土曜日 10：00～16：00 

（応相談） 

活動場所：沖野デイサービスセンター 

（仙台市若林区沖野 7-34-43） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市沖野デイサービスセンター 

活動分野「高齢者」 
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分野：高齢者 20  

活動内容 

趣味活動支援（習字、手芸、フラワーアレンジメント、絵画、

茶道、華道、囲碁、マージャン、文書、将棋、コーラス、川

柳、短歌）・演芸（マジック、落語、歌） 

活動日時：月・火・水・木・金・土曜日  時間応相談 

活動場所：時のかけはし館内 

（仙台市太白区長町 5 丁目 9-13-3F） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：株式会社 太長会 

 

 

分野：高齢者 23  

活動内容 

介護員の補助的活動として、送迎時の着衣や荷物の介助、

お茶の提供、髪乾かし、配膳、軽体操補助、お話相手、行

事の補助などデイフロアにおけるボランティア活動の他、外出

行事における同行介助など利用者様に寄り添った支援活

動。 

活動日時：月曜日～土曜日 9：00～12：30 

活動場所：仙台市郡山デイサービスセンター 

（仙台市太白区郡山字行新田 9－5）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市郡山デイサービスセンター 

 

分野：高齢者 24  

活動内容 

夕食弁当の調理・配達で助成事業 

①調理ボランティア（13：00～16：30) 

弁当の調理・盛り付け・弁当箱洗浄等 

②配達ボランティア（15：00～16：30） 

車で弁当の配達（長町又は中田）、高齢者の見守り（安

否確認） 

活動日時：月曜日～金曜日 13:00～16:30 

活動場所：高齢者配食サービス「ほっと亭」 

（仙台市太白区長町 4-2-18）  

参加条件等：性別不問 18 歳から 70 歳程度まで    

高校生不可  

要請者：高齢者配食サービス「ほっと亭」 

 

分野：高齢者 25  

活動内容 

高齢者の話し相手、お茶出し、入浴後のドライヤーかけ、古

布裁断、掃除、草取りなど 

活動日時：ご希望をお聞きして決めています。 

活動場所：高齢者福祉施設宮城野の里内  

デイサービス・ショートステイ・ケアハウス等 

（仙台市宮城野区田子字富里 223）  

参加条件等：どなたでも参加可 性別不問  

要請者：高齢者福祉施設 宮城野の里 

 

分野：高齢者 26  

活動内容 

利用者とのお話相手やレクリエーション、調理、掃除、洗濯、

家事全般。 

利用者様と共に歌や体操等、余暇活動を主導できる方。 

活動日時：月曜日～日曜日  8：00～20：00 

上記時間内で応相談、短時間 OK 

活動場所：グループホーム 仙台みなみさくらそう 

（仙台市太白区西中田 3-2-45） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：セントスタッフ株式会社 グループホーム 

仙台みなみさくらそう 

活動分野「高齢者」 
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分野：高齢者 27  

活動内容 

デイサービス利用者とお話相手。 

入浴後のドライヤーかけ、お茶をお出しする。 

 

活動日時：月曜日～土曜日 

活動場所：仙台市高砂デイサービスセンター 

（仙台市宮城野区高砂 1-24-9）            

参加条件等：性別不問・内容の説明など簡単な面接をさ

せていただきます。  

要請者：仙台市高砂デイサービスセンター 

 

分野：高齢者 28  

活動内容 

・ご利用者（高齢者）とのコミュニケーション・催しのお手伝い 

・麻雀・将棋、環境整備等。 

活動日時：通年 9：00～18：00 （土、日、祝日）  

要相談 

活動場所：せんだんの里 

（仙台市青葉区国見ケ丘 6-149-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人 東北福祉会 せんだんの里 

 

分野：高齢者 29  

活動内容  

高齢者宅配弁当配達時の「運転」をお願いします。 

活動日時：月曜日～日曜日 昼 11：00～12：30 

月曜日～土曜日 夕 16：00～18：00 

このうち週 1 回から活動可です。 

活動場所：若林区中心に青葉区、宮城野区まで  

（仙台市若林区遠見塚 1-5-35） 

参加条件等：普通運転免許  

要請者：認定特定非営利活動法人 あかねグループ 

 

分野：高齢者 30  

活動内容 

職員補助（話し相手、入浴後のドライヤーかけ、お茶出し、

食事準備、片づけ、レク参加等） 

活動日時：月曜日～金曜日 9:30～16:00 

活動場所：八幡デイサービスセンター 

（仙台市青葉区八幡 4-7-6） 

参加条件等：どなたでも参加可 性別不問 

要請者：社会福祉法人 青葉福祉会  

八幡デイサービスセンター 

 

分野：高齢者 31  

活動内容 

・洗い物やたたみものなどの家事作業 

・お茶飲みの準備の補助 

・入居者の方々のお話し相手 

・その他、生活援助の補助 

※介護業務は行いません。 

活動日時：要相談 

活動場所：栗生ハウス内 

（仙台市青葉区栗生 1-24-2） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人幸生会(こうせいかい)  

地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス 

 

分野：高齢者 32  

活動内容 

利用者様とのコミュニケーション、機能訓練等の補助業務 

※オリエンテーションは 8：50 より行います。当日は 1 階南側

駐輪場そばにあるデイサービスセンター専用の入口から入館

し、事務室にお声をかけてください。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市台原デイサービスセンター 

（仙台市青葉区台原森林公園 1-3）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市台原デイサービスセンター 

活動分野「高齢者」 
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分野：高齢者 33  

活動内容  

・利用者との交流 

・館内清掃など環境整備 

・行事の際の会場設営や後片づけ、運営補助 

※デイサービスセンターでの利用者交流等ボランティアの体験

もあります。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市高砂老人福祉センター内 

（仙台市宮城野区高砂 1-24-9）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市高砂老人福祉センター 

 

分野：高齢者 34  

活動内容 

・イベントのお手伝い（利用者様の誘導、会場設営等） 

・生活のお手伝い（食器洗い、洗濯物たたみ等） 

・駄菓子屋の店番 

 

活動日時：要相談 

活動場所：特別養護老人ホーム 萩の風内 

（仙台市若林区上飯田字天神 1-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人 ウエル千寿会  

特別養護老人ホーム萩の風 

 

分野：高齢者 35  

活動内容 

高齢者が利用するデイサービス内の活動です。 

体操やレクリエーションの補助、お茶出し等を中心として利用

者様と交流していただきます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：四郎丸デイサービスセンター 

（仙台市太白区四郎丸字大宮 26-3）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人 仙台ビーナス会  

四郎丸デイサービスセンター 

 

分野：高齢者 36  

活動内容 

・高齢者とのコミュニケーション・軽介護業務のお手伝い 

・福祉用具の整備、清掃 

・施設行事手伝い 

 

活動日時：要相談 

活動場所：特別養護老人ホーム第二白東苑 

（仙台市太白区袋原 4-36-18）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人 仙台ビーナス会  

特別養護老人ホーム 第二白東苑 

 
 

分野：高齢者 38  

活動内容 

・入居者の方との交流 

・ユニット内の清掃 

 

活動日時：要相談 

活動場所：泉音の郷 

（仙台市泉区中央南 15 番地） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特別養護老人ホーム 泉音の郷（せんねのさと） 

活動分野「高齢者」 
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分野：高齢者 40  

活動内容 

デイサービスでの介護補助、アクティビティ準備の補助 

お茶出しの補助 

活動日時：要相談 

活動場所：デイサービス『グッドタイムクラブ』 

ショートステイ『創生園 泉大沢』 

（仙台市泉区大沢 3-5-1）  

参加条件等：ジャージ等動きやすい服（着替えを持参して

ください） 

スカート不可、中高生の化粧、アクセサリー等の着用禁止 

要請者：社会福祉法人創生会 泉大沢シニアタウン 

 

分野：高齢者 41  

活動内容 

高齢者の方々が生活されている施設内での活動です。 

『笑楽会』という生活相談員を中心として“とにかく笑って楽し

もう”をコンセプトに活動している、（お誕生日会やカフェを開

催）のお手伝いです。 

その他、お散歩、入居者様のお話し相手などしながら、交流

を深めていただければと思います。 

活動日時：要相談 

活動場所：泉寿荘内 （娯楽室や地域交流ホール、また

は各ユニットでおこないます） 

（仙台市泉区上谷刈字長命 10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特別養護老人ホーム 泉寿荘 

 

分野：高齢者 42 

活動内容 

①施設内で○○披露 

②○○実演指導 

③○○の相手ができる方 

活動日時： 月曜日～日曜日 9：00～17：00 

活動場所：ファンコート泉 施設内 

（仙台市泉区西田中字萱場中 37-1）  

参加条件等：どなたでも参加可  

18 歳以上 80 歳程度まで(年齢制限は目安。高齢でも元

気で活動内容に支障がなければ可) 

要請：医療法人社団平成会  

介護老人保健施設 ファンコート泉 

 

分野：高齢者 43 

活動内容 

要相談 

活動日時：要相談  

活動場所： ケアージュ山田本町 

（仙台市太白区山田本町 8-28） 

参加条件等：どなたでも参加可 

 

要請： ケアージュ山田本町 

  

活動分野「高齢者」 
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分野：障害児・者 1  

活動内容 

障がいのある小学生～高校生が利用する放課後等デイサー

ビスです。 

活動日時：平日 14：30～18：00 

長期休み：9：00～17：00  要相談 

活動場所：ぱるけ柏木 

（仙台市青葉区柏木 1-7-36）  

参加条件等：性別不問 高校生以上の方  

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 

 

分野：障害児・者 2  

活動内容 

放課後デイサービス 

活動日時：放課後 13：00～17：00 

休業日 10：00～16：00 

活動場所：アフタースクールぱるけ ぱるけ西中田内 

（仙台市太白区柳生 2-9-2-2F） 

参加条件等：性別不問 18 歳以上 

要請者：認定 NPO 法人アフタースクールぱるけ 

 

 

分野：障害児・者 3  

活動内容 

散歩、作業、レクリエーション等 

活動日時：要相談 

活動場所：かがやきの杜 

（仙台市青葉区郷六葛岡下 26-14） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人 一歩一歩福祉会 

指定生活介護事業 かがやきの杜 

 

 

分野：障害児・者 5  

活動内容  

コスモスクラブ にこにこの家は障害をもった中高生の子どもた

ちを放課後ケアする施設です。子どもたちと一緒に活動するボ

ランティアさんを募集しています。 

活動日時：長期休み時（春・夏・冬休み） 

9：30～15：30 

通常時（月～金曜日）14：00～17：30 

活動場所：コスモスクラブにこにこの家 

（仙台市宮城野区鶴ケ谷 7-21-1） 

参加条件等：どなたでも参加可 16 歳から  

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 

 

分野：障害児・者 6  

活動内容  

障がいのある中・高生の支援 

活動日時：４月１日～令和３年３月 31 日 

(通常 14：00～18：00) 

長期休暇 9：00～15：30 長期休暇中は企画内容によ

る。 

活動場所：ぽかぽかの家 

（仙台市青葉区小松島 3-3-12） 

参加条件等：16 歳から 22 歳程度まで 障がいのない方  

要請者：特定非営利活動法人 コスモスクラブ 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 7  

活動内容  

引っ越しに向けての荷物の整理 

活動日時：随時 

活動場所：希望者自宅  

参加条件等： 性別不問 70 歳程度まで  

要請者：個人 

 

 

分野：障害児・者 9  

活動内容 

見守り、声がけ 

活動日時：月曜日～日曜日 

活動場所：自宅  

参加条件等：性別不問 介護経験（勉強中も可）あると

尚可 

要請者：個人 

 

分野：障害児・者 10  

活動内容 

外出時の付き添い、見守り 

活動日時：月曜日～日曜日 9：30～15：00 

活動場所：ザ・モール仙台長町、三井アウトレットパーク、う

みの杜水族館など。  

参加条件等：20 歳から 39 歳程度まで 

障がいについて、しつこく聞かないでほしい  

要請者：個人 

 

分野：障害児・者 11  

活動内容 

知的障害の方のお話し相手や一緒に演歌を歌ってくれる方 

活動日時：土曜日 10：00～11：00 

             13：00～14：00 

活動場所：自宅  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：個人 

 

分野：障害児・者 12  

活動内容 

知的なハンディのある人の仲間づくり活動のお手伝い。教室

生や講師の手伝い、事業運営への参加等。 

去年の例：映画鑑賞会、ハイキング、クリスマス会、節分フェ

スティバル、コース別お楽しみ活動等。 

 

活動日時：日曜日・年 8 回程度 

活動場所：青葉区中央市民センター 

（仙台市青葉区一番町 2-1-4）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市教育局生涯学習支援センター 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 13  

活動内容 

入院患者の日常生活支援等 

活動日時：月曜日～金曜日 9：30～16：00 

活動場所：仙台西多賀病院 

（仙台市太白区鈎取本町 2-11-11）  

参加条件等：性別不問 19 歳以上 

要請者：独立行政法人 国立病院機構仙台西多賀病院 

 

分野：障害児・者 14  

活動内容 

心身に障害がある小学生の活動を応援します。 

活動日時：月曜日～金曜日 13：00～18：00 の間 

活動場所：長町そら・西多賀そらまめ 

（仙台市太白区長町南 3-13-19） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特定非営利活動法人 ワーカーズコープ  

長町そら・西多賀そらまめ 

 

分野：障害児・者 15  

活動内容 

近隣の移動の見守りとレジの対応。 

 

活動日時：ボランティアさんの都合に合わせます。 

活動場所：ありのまま舎 近隣のスーパーやコンビニ ・仙台

市内周辺 

（仙台市太白区茂庭台 2-15-30） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人 ありのまま舎    

 

 

分野：障害児・者 17  

活動内容 

・障害者の方の就労に向けてのトレーニング補助 

（プログラムへの参加、声がけ、見守り、確認、準備など） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：就労支援センターほっぷ 

（仙台市青葉区本町 1 丁目 2-5 第 3 志ら梅ビル４階） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特定非営利活動法人 ほっぷの森 

 

分野：障害児・者 18  

活動内容  

・利用者さんとの簡単なかかわり 

支援員、利用者と一緒に創作活動や、レクリエーション、館

内清掃等を行って頂きます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：ゆう貝ヶ森施設内（各活動室・交流室）及び

近隣の公園 

（仙台市青葉区貝ヶ森 5-6-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 ゆう貝ヶ森 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 19  

活動内容 

・支援補助（見守り、遊び相手、おやつ・食事の介助） 

・環境整備（おやつの後片づけ 等） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：放課後等デイサービス「kibidango」 施設内 

（仙台市青葉区滝道 37-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：放課後等デイサービス「kibidango」 

 

分野：障害児・者 20  

活動内容  

・支援補助：見守り、遊び相手、外出活動時の付き添い 

・宿題へのアドバイス 

 

活動日時：要相談 

活動場所：放課後等デイサービス「kibidango 2nd」施設

内 

（仙台市青葉区桜ヶ丘 4-4-13 １階） 

近隣の公園、公共施設（図書館等） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：放課後等デイサービス 「kibidango 2nd」 

 

分野：障害児・者 21  

活動内容  

・支援補助 

平日、障害を抱える子ども達と一緒に楽しく活動に参加して

頂きます。職員と一緒に子ども達の送迎、教室等の活動補

助、お買い物、学習等の活動を通して、子ども達へのお手伝

いをお願いします。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：「And You クッキングハウス」 

（仙台市青葉区東勝山 3-32-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：一般社団法人悠優会  

放課後等デイサービス And You 

 

分野：障害児・者 22  

活動内容  

・支援補助 

平日、障害を抱える子ども達と一緒に楽しく活動に参加して

頂きます。職員と一緒に子ども達の送迎、教室等の活動補

助、お買い物、学習等の活動を通して、子ども達へのお手伝

いをお願いします。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：「And You フレンドパーク」 

（仙台市青葉区東勝山 3-32-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：一般社団法人悠優会  

放課後等デイサービス And You 

 

分野：障害児・者 23  

活動内容 

・支援補助 

平日、障害を抱える子ども達と一緒に楽しく活動に参加して

頂きます。職員と一緒に子ども達の送迎、教室等の活動補

助、お買い物、学習等の活動を通して、子ども達へのお手伝

いをお願いします。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：「And You スポーツパーク」 

（仙台市青葉区東勝山 3-32-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：一般社団法人悠優会  

放課後等デイサービス And You 

 

分野：障害児・者 24  

活動内容 

・知的障害者の方の介助体験 

・利用者さんとの関わり、レクリエーション時の補助等 

ふれあい交流して頂きます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：ポケット施設内 

（仙台市青葉区錦が丘 9-29-59） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人一歩一歩福祉会 ポケット 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 25  

活動内容 

障がいのある方の活動補助になります。 

活動は、地域交流・散歩・創作・音楽など様々です。利用者

さんと交流しながら、楽しく活動して頂きます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台つどいの家施設内 

（仙台市宮城野区幸町 3-12-16） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人つどいの家 『仙台つどいの家』 

 

分野：障害児・者 26  

活動内容 

(主に知的)障害を持つ小学生から高校生までの児童・生徒

への生活支援、余暇支援。 

※調理の補助、室内･外での遊び、外出活動の付き添い等 

活動日時：要相談 

活動場所：放課後等デイサービス アクティブ・ぽ～と内 

※外出活動もあります。 

（仙台市若林区蒲町 11-21） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：放課後等デイサービス アクティブ・ぽ～と 

 

分野：障害児・者 27  

活動内容 

・喫茶店のフロア接客や厨房業務 

・運動、公園掃除 

・調理実習など 

病気や障害を持つ人たちと一緒に行う活動です。 

活動日時：要相談 

活動場所：喫茶店「太陽とオリーブ」 1F 

生活訓練施設「みどりの牧場」402 号室 

就労支援Ｂ型事業所 ｸﾞﾚｰｽ 401 号室 

※同一建物内にあります。状況によって行き来があります。

（仙台市若林区新寺 2-3-1 長屋ビル 402） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特定非営利活動法人 シャロームの会 

 

分野：障害児・者 28  

活動内容 

・生活介護事業 

（日中活動の場）での生産活動 

（笹かまぼこ等の箱折り）の補助 

・生活介護事業 

（日中活動の場）でのレクリエーション活動 

（スポーツ、ゲーム等）の補助 

・車いす等の清掃活動 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台ワークキャンパス敷地内  

（仙台市太白区袋原 5-12-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人共生福祉会 仙台ワークキャンパス 

 

分野：障害児・者 29  

活動内容  

・作業補助（箱折りや箸入れ等の簡単な下請け作業、機

織り、染め等） 

・外出、行事への付き添い 

・活動補助（余暇活動、軽運動） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：大野田はぎの苑施設内 

（仙台市太白区大野田 5-23-3） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市手をつなぐ育成会 大野田はぎの苑 

 

分野：障害児・者 30  

活動内容 

・平日：設定活動 

（工作、ゲーム等）→昼食→午後の設定活動 

・土曜日：調理活動(昼食、おやつ)、おでかけ等 

※その日によって異なります。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市上野山児童館内 

（仙台市太白区上野山 1-11-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市手をつなぐ育成会 おり～ぶ上野山 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 31  

活動内容 

9：30～10：00 施設の説明、本日の予定など 

10：00～12：00 活動 

12：00～13：30 昼食、歯みがき  

13：30～15：30 活動         

15：30～16：00 記録記入など 

利用者の皆さんと一緒に過ごします。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：つどいの家・アプリ内 

（仙台市太白区山田本町 3-20） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：つどいの家・アプリ 

 

分野：障害児・者 32  

活動内容 

・平日：設定活動（調理・工作・ゲーム等）、自由遊び 

・土曜日：調理活動（ごはん、おやつ）、おでかけ等 

※その日によって異なります。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：おり～ぶ太白施設内 

（仙台市太白区土手内 1-21-5） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市手をつなぐ育成会 おり～ぶ太白 

 

分野：障害児・者 33  

活動内容 

・放課後等デイサービスでの活動 

活動日時：要相談 

活動場所：ぱるけ南仙台施設内 

（仙台市太白区西中田 5-18-3） 

参加条件等：どなたでも参加可 

要請者：認定 NPO 法人 アフタースクールぱるけ  

ぱるけ南仙台 

 

分野：障害児・者 34  

活動内容 

・生活介護を必要とする方への支援・援助 

・障害のある方との交流 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市泉ひまわりの家施設内 

（仙台市泉区七北田字道 13） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市泉ひまわりの家 

 

分野：障害児・者 35  

活動内容 

・作業（手芸作品・創作作品・空き缶つぶし）などの補助 

・レクリエーション活動（散策・カラオケ等）の活動補助～利

用者の方とふれあいながら交流していただきます。 

 ※15：30 からの 30 分は「体験記録シート」の記入時間で

す。 

活動日時：要相談 

活動場所：国見はげみホーム内（作業室・食堂等） 

（仙台市青葉区国見 5-9-40） 

事業所外（散策時：事業所周辺） 

参加条件等：高校生以上 

要請者：国見はげみホーム 

 

分野：障害児・者 36  

活動内容 

視覚に障害のある方を対象とした点字学習・交流会の支援 

※どなたでも参加可能です 

視覚に障害のある方を対象とした、スマートフォン、タブレット

講習会の支援 

※iPhone・iPad を使ったことのある方でしたら、どなたでも参

加可能です。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：宮城県視覚障害者情報センター内 

（仙台市青葉区上杉 6-5-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：宮城県視覚障害者情報センター 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 37  

活動内容  

・日中活動の補助 

・環境整備等 

 

活動日時：要相談 

活動場所：おおぞら学園園周辺 

（仙台市青葉区大倉字大原新田 16-51） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：千代福祉会 おおぞら学園 

 

分野：障害児・者 38  

活動内容  

・支援補助 

平日、障害を抱える子ども達と一緒に楽しく活動に参加して

頂きます。職員と一緒に子ども達の送迎、教室等の活動補

助、お買い物,学習等の活動を通して、子ども達へのお手伝

いをお願いします。 

活動日時：要相談 

活動場所：放課後デイサービス「And You せんだい」内 

（仙台市青葉区東勝山 3-32-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：一般社団法人悠優会  

放課後等デイサービス And You 

 
 

分野：障害児・者 40  

活動内容  

・障がいがある中学生・高校生の話し相手、遊び相手 

・おやつ作り等の調理補助 

 

 

活動日時：要相談 

活動場所：おり～ぶ鈎取 施設内 

（仙台市太白区鈎取 2-4-2） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市手をつなぐ育成会 おり～ぶ鈎取 

 

分野：障害児・者 41 

活動内容 

イベント、買い物の付き添い 

活動日時：土曜日・日曜日 

       

活動場所：仙台市内 

参加条件等：２０歳以上４０歳程度まで  

看護師経験のある方。 

要請者：個人 

 

分野：障害児・者 42 

活動内容 

障がいのある子ども達との遊び相手 

活動日時：平日 13：30～17：30 

土・日・祝日  9：30～16：00 

活動場所： ぴーすの杜 北高森 

         ぴーすの杜  明石台 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者： 運動療育と体験学習 ぴーすの杜 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 43 

活動内容 

障がいのある方（主に精神障がい）に対する自立に向けた

訓練を提供します。 

集団生活、社会マナー・ルール、清掃、洗濯、服薬・金銭管

理、個々に沿った支援を行います。 

活動日時： 要相談 

活動場所：すまいるライフ・南仙台内 

（仙台市太白区西中田 4-13-4） 

参加条件等： どなたでも参加可 

要請者：一般社団法人 

日本福祉支援協会・すまいるライフ 

 

分野：障害児・者 44 

活動内容 

車いす利用者の生活環境整備や整備作業に必要な買い物

の付き添い 

（例：自宅の段差解消のための軽作業等） 

部屋の片づけ（衣類の整理など） 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市太白区西中田 

参加条件等：日曜大工などの知識がある方歓迎 

買い物時は活動者の自家用車を使用いただく。 

要請者：個人 

 

分野：障害児・者 45 

活動内容 

障害児・者の水泳活動サポート 

 

活動日時：水曜日 

活動場所：仙台市体育館 プール  

（仙台市太白区富沢 1-4-1）  

参加条件等：性別不問 20 歳以上 70 歳程度まで 

要請者：ドルフィンクラブ 

 

分野：障害児・者 46 

活動内容 

散歩、買い物の同行（太白区内）、話し相手 

活動日時： ボランティアの希望に合わせます 

活動場所：太白区内 

 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者： 個人 

 

分野：障害児・者 49 

活動内容 

障がいのある女性です。 

・歌に合わせてギターやピアノを演奏してくれる方 

・雀踊りや和太鼓を教えてくれる方 

・パステル画を教えてくれる方 

活動日時：月２回 

活動場所：自宅近く 

参加条件等： 性別不問 

要請者： 個人 （代理）いきいき介護事務局 

 

活動分野「障害児・者」 
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分野：子ども 1  

活動内容 

学習支援・キャリア教育 

活動日時：平日（月・水・金）17：00～21：00 

土曜   14：00～16：30 

日曜日 10：00～16：30 

活動場所：キッズドア内 

（仙台市宮城野区榴岡 3-2-5 サンライズ仙台 2F）  

参加条件等：18 歳から 65 歳程度まで 

コミュニケーション能力の高い方、定期的に参加できる方。学

習指導経験のある方は尚歓迎します。  

要請者：特定非営利活動法人キッズドア 

 

分野：子ども 2  

活動内容 

にっこり食堂（こども食堂） 

①子どもの遊び相手 ②学習支援 

③会場の準備・片付けなど 

活動日時：毎月 第４金曜日 16:00～20:30 の時間内 

活動場所：せんだんの館内 

（仙台市青葉区水の森３丁目 43-10）  

参加条件等：性別不問  

要請者：社会福祉法人東北福祉会 せんだんの館 

 
 

分野：子ども 4  

活動内容 

・幼稚園～小学２年生の子どもの遊び相手 

・鬼ごっこや工作等の支援 

活動日時：日曜日（月 2 回）9：00～12：00 

活動場所：仙台市内 

場所は毎回異なります。  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：ボーイスカウト仙台 1 団ビーバー隊 

 

分野：子ども 5  

活動内容 

・子ども食堂の調理ボランティア 

・子ども食堂の子ども対応ボランティア 

活動日時：毎月第 4 日曜日 

活動場所：みやぎ生活協同組合 幸町店 メンバー集会室

（仙台市宮城野区鶴ケ谷 7-26-8） 

参加条件等：18 歳から 75 歳程度まで  

教員免許、車の運転ができれば尚良い  

要請者：よりみちの会 

 

分野：子ども 6  

活動内容 

親子で一緒に出来る食育・農作業体験の活動支援 

活動日時： 毎月 2 回程度登録いただいたボランティアさん

に HP・LINE 等でご案内します。 

活動場所：（調理）仙台市内の市民センター 

（農作業）宮城野区岡田の農地  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：宮城野親子で料理プロジェクト 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 7  

活動内容 

子どもの見守りやイベントのお手伝い等 

活動日時：随時 

活動場所：仙台市国見児童館内 

（仙台市青葉区国見 2-16-48） 

参加条件等：性別不問 中学生以上 

要請者：NPO 法人ワーカーズコープ 仙台市国見児童館 

 

分野：子ども 8  

活動内容 

乳幼児親子や小学生の行事のお手伝い、館庭、花壇といっ

た施設の整備、放課後の小学生の遊び相手、得意分野を

生かした行事の企画。 

活動日時：平日 9：00～18：00 

土曜日 9：00～17：00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市西山児童館内 

（仙台市宮城野区安養寺 3-15-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台 YMCA ファミリーセンター 

仙台市西山児童館 

 

分野：子ども 9  

活動内容  

児童館を利用する子どもたちの遊び相手。 

活動日時：月曜日～金曜日 14：00～18：00 

活動場所：仙台市大野田児童館内 

（仙台市太白区大野田 5-23-5） 

参加条件等：性別不問 18 歳以上  

要請者：仙台市大野田児童館 

 

分野：子ども 10  

活動内容 

子どもたちの活動を支援し、遊びを通して様々な交流を図り

ます。 

活動日時：月曜日～土曜日 10：00～17：00 

上記時間内で応相談 

活動場所：台原児童館内 

（仙台市青葉区台原 5-2-5） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 

台原児童館 

 

分野：子ども 11  

活動内容 

子ども食堂 

活動日時：毎月第 3 または第 4 土曜日 

活動場所：宮城野コミュニティセンター 

（仙台市宮城野区萩野町 2-13-10）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：杜のこども広場 

 

分野：子ども 12  

活動内容 

調理ボランティア 

活動日時：毎週木曜日・金曜日 

活動場所：おりざの家内  

（仙台市太白区長町 1-12-14） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特定非営利活動法人 おりざの家 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 13  

活動内容  

・子どもたちと一緒に遊ぶ 

・行事の手伝い など 

活動日時：月曜日～土曜日 9：00～19：00 の可能な

時間 

活動場所：乳銀杏保育園内  

（仙台市宮城野区銀杏町 7-6） 

参加条件等：性別不問 18 歳以上 学生  

要請者：社会福祉法人宮城厚生福祉会 乳銀杏保育園 

 

分野：子ども 14  

活動内容  

・乳幼児と一緒に遊んだり、お世話をする。 

・保育園の環境整備等 

 

活動日時：要相談 

活動場所：柏木保育園内  

（仙台市青葉区柏木 1-5-35） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：柏木保育園 

 

分野：子ども 15  

活動内容  

・乳幼児の保育補助 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：愛子すぎのこ保育園内 

（仙台市青葉区下愛子字横町前 45-1）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人柏松会 愛子すぎのこ保育園 

 

分野：子ども 16  

活動内容 

・保育補助 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：堤町あしぐろ保育所内 

（仙台市青葉区堤町 3-12-5） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人円周福祉会 堤町あしぐろ保育所 

 

分野：子ども 17  

活動内容 

・子ども達と一緒に沢山遊んでください。 

・保育士のお手伝いをしてもらいます。(環境整備・掃除等) 

 

活動日時：要相談 

活動場所：杜のみらい保育園内  

（仙台市青葉区柏木 1-1-36） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人柏木福祉会 杜のみらい保育園 

 

分野：子ども 18  

活動内容 

・クラス担任と一緒に乳幼児の保育の補助 

・保育教材準備 

・掃除、環境整備等 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市折立保育所内  

（仙台市青葉区折立 3-5-21） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市折立保育所 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 19  

活動内容 

・主に小学生の遊びと生活の支援 

 

 

活動日時：要相談 

活動場所：東六番丁児童館内 

（仙台市青葉区宮町 1-2-2） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：東六番丁児童館 

 

分野：子ども 20  

活動内容  

・子どもたちと一緒に遊びながら、児童館の一日を体験する。 

・行事のある時には、一緒に参加体験をしてみる。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市立町マイスクール児童館内 

（仙台市青葉区立町 8-1）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市立町マイスクール児童館 

 

分野：子ども 21  

活動内容 

・子どもの学習支援、遊びの見守り、絵本等の読み聞かせ  

・食事の見守り  

・設営、片付け 等 

活動日時：要相談 

活動場所：おうち保育園かしわぎ 

※連絡先と活動場所が異なります。 

〒981-0933 

仙台市青葉区柏木 1 丁目 7-35-１F 

TEL：022-341-7351 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：ほいくえん子ども食堂 

（認定 NPO 法人フローレンス） 

 

分野：子ども 23  

活動内容 

・園内清掃 

・行事などに関わる簡単な制作 

・保育補助 

 

活動日時：要相談 

活動場所：原町すいせんこども園 各クラスの保育室 

（仙台市宮城野区清水沼 3 丁目 6-11） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：原町すいせんこども園 

 

分野：子ども 25  

活動内容 

・保育補助 

・教材準備 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：東仙台保育所内 

（仙台市宮城野区東仙台 3-6-45） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市東仙台保育所 

 

分野：子ども 26  

活動内容 

１歳児から５歳児までの乳幼児と遊んだり、ふれあい、保育

所内外の環境整備等をしていただきます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：高砂保育所 １～５歳児クラス  

（仙台市宮城野区高砂 1-24-13） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市高砂保育所 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 27  

活動内容 

・クラスに入っての保育補助 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：新田東すいせんこども園内 

 （仙台市宮城野区新田東 3-6） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人幸生会 新田東すいせんこども園 

 

分野：子ども 28  

活動内容  

・保育補助（実際に保育室に入り、子どもと遊んだり、保育

士の手伝いをしていただきます） 

・環境整備 

・製作物作成 

 

活動日時：要相談 

活動場所：中野栄あしぐろ保育所内 

（仙台市宮城野区出花 1-279） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人円周福祉会  

中野栄あしぐろ保育所 

 

分野：子ども 29  

活動内容 

・学童保育補助 

 

活動日時：要相談 

活動場所：鶴巻児童館内  

（仙台市宮城野区鶴巻 1-15-32） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：NPO 法人みやぎ・せんだい子どもの丘  

仙台市鶴巻児童館 

 

分野：子ども 30  

活動内容 

・小学生との遊びのサポート 

・館内外の清掃など 

 

活動日時：要相談 

活動場所：榴岡児童館 

（仙台市宮城野区榴ヶ岡 103-2）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市榴岡児童館 

 

分野：子ども 31  

活動内容 

・お茶やお弁当の時間のお世話 

・行事があるときは運営の手伝い 

 

活動日時：要相談 

活動場所：宮城野児童館内 

（仙台市宮城野区東宮城野 2-40）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市宮城野児童館 

 

分野：子ども 32  

活動内容 

・乳幼児親子とのふれあい 

・利用者との交流 

 

活動日時：要相談 

活動場所：岩切児童館内  

（仙台市宮城野区岩切字今市東 91-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市岩切児童館 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 33  

活動内容 

主に小学生の見守り、遊びの補助。また、行事にも一緒に参

加して頂きます。最終日には、子ども達に向けての行事を企

画、実施して頂きますので、お願いいたします。 

活動日時：要相談 

活動場所：原町児童館内（のびすく宮城野） 

（仙台市宮城野区五輪 2-12-70）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特定非営利活動法人 MIYAGI 子どもネットワーク 

原町児童館・のびすく宮城野 

 

分野：子ども 34  

活動内容 

・保育補助、環境整備 

活動日時：要相談 

活動場所：あっぷる保育園内 

（仙台市若林区荒井 7-21-2）  

参加条件等：どなたでも参加可 

要請者：社会福祉法人千代福祉会 あっぷる保育園 

 

分野：子ども 35  

活動内容  

・子どもと遊ぶ 

・保育教材の準備 

・環境整備（玩具の消毒、清掃、園庭整備） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：蒲町保育所 

（仙台市若林区蒲町 24-1）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市蒲町保育所 

 

分野：子ども 36  

活動内容 

・乳幼児とのふれあい 

・環境整備（園庭や周辺の草取り、窓掃除、玩具洗い

等） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：上飯田横堀保育所 

（仙台市若林区上飯田 1-17-47）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市上飯田横堀保育所 

  

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 37  

活動内容 

夏まつり  

・準備（会場設営） 

・活動補助（バザー出店の売り子） 

（子どもたち・保護者と触れ合う） 

・後片づけ 

 

活動日時：要相談 

活動場所：蒲町おもちゃばこ保育園 

（仙台市若林区蒲町 7-8） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：蒲町おもちゃばこ保育園 

 

分野：子ども 38  

活動内容 

・レクリエーションの補助 

・食事の片付け、洗いもの 

 

活動日時：要相談 

活動場所：萩の風デイサービスセンター内  

（仙台市若林区上飯田字天神 1-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：こども食堂「おかえり」 

（社会福祉法人ライフの学校） 

 

分野：子ども 39  

活動内容  

・保育補助、環境整備 

子どもたちと触れ合いながら、保育士の仕事内容や保育園の

生活を知っていただきます。 

 

活動日時：要相談 

活動場所：大野田すぎのこ保育園 

保育室、ホール、園庭など 

（仙台市太白区大野田 5-23-2） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：社会福祉法人柏松会 大野田すぎのこ保育園 

 

分野：子ども 40  

活動内容  

・保育補助 

・教材準備手伝い 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：湯元保育所内  

（仙台市太白区秋保湯向 24-11） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市湯元保育所 

 

分野：子ども 41  

活動内容  

・保育補助 

・教材準備 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：向山保育所  

０歳児～５歳児クラス、ホール、園庭、２階テラス 

（仙台市太白区向山 4-27-11）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市向山保育所 

 

分野：子ども 42  

活動内容 

・保育に入って子どもと一緒に遊ぶ。 

・子どものお昼寝の時間帯は、環境整備や教材準備などの

手伝い（おもちゃ拭き、窓ふき、お絵かきノート作りなど） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：青山保育所 

0～5 歳児クラス、ホール、園庭、2 階テラスなど 

（仙台市太白区青山 1-10-28）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市青山保育所 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 43  

活動内容 

・保育園に在園する子どもたちの保育と園内や園庭の整備、

必要な教材の準備など。 

活動日時：要相談 

活動場所：YMCA 南大野田保育園内 

（仙台市太白区南大野田 9-1）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：YMCA 南大野田保育園 

 

分野：子ども 44  

活動内容  

・子どもとの触れ合い交流する 

・保育士の補助、行事の準備 

・保育環境の整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：アスク南仙台保育園内  

（仙台市太白区柳生 3-23） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：アスク南仙台保育園 

 

分野：子ども 45  

活動内容 

・保育補助、行事準備 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：アスク山田かぎとり保育園内 

（仙台市太白区山田北前町 6-32）  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：日本保育サービス株式会社 

アスク山田かぎとり保育園 

 

分野：子ども 46  

活動内容  

・行事の準備、手伝い 

・環境整備（掃除、草とりなど） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：芦の口児童館  

（仙台市太白区西の平 2-36-10） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：NPO 法人みやぎ・せんだい子どもの丘  

仙台市芦の口児童館 

 

分野：子ども 47  

活動内容 

・子どもたちと遊ぶ 

・行事の手伝い 

・館内外の清掃 

 

活動日時：要相談 

活動場所：八本松児童館内  

(仙台市太白区八本松 2-4-20) 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：NPO 法人みやぎ・せんだい子どもの丘  

八本松児童館 

 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 48  

活動内容  

・健全育成事業、放課後健全育成事業の一貫として行って

いる。 

・地域の公園の環境浄化活動（ゴミ拾い、除草、ＥＭ投入

etc） 

・ＳＤＬさんと地域の方を巻き込んだ防災教室 

・乳幼児親子＆小学生（児童クラブ）＆幼児クラブ＆子育

て支援クラブ「きらりっこ」 

活動日時：要相談 

活動場所：金剛沢児童館内  

(仙台市太白区金剛沢 1-27-1) 

参加条件等：どなたでも参加可 

要請者：特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

仙台市金剛沢児童館 

 

分野：子ども 49  

活動内容  

・主に小学生達との関わり、遊びの見守り 

・乳幼児とのふれあい 

 

活動日時：要相談 

活動場所：鹿野児童館内 

（仙台市太白区鹿野 2-9-2） 

鹿野小学校 視聴覚室 

鹿野小学校 校庭  

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：特定非営利活動法人 

MIYAGI 子どもネットワーク仙台市鹿野児童館 

 

分野：子ども 50  

活動内容 

・広場における乳幼児親子とのふれあい 

・イベントの手伝い 

・壁面制作の手伝いなど 

 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市子育てふれあいプラザ のびすく長町南 

（仙台市太白区長町 7-20-5 ララガーデン長町 5 階） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市子育てふれあいプラザ のびすく長町南 

（特定非営利活動法人ワーカーズコープ） 

 

分野：子ども 51  

活動内容 

・保育補助（子どもたちと一緒に遊びます） 

・行事準備（行事に使うものを切ったり貼ったりなど） 

・環境整備（園庭の石拾いや清掃など） 

 

活動日時：要相談 

活動場所：YMCA 加茂保育園内  

（仙台市泉区加茂 5-5-29） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：YMCA 加茂保育園 

 

分野：子ども 52  

活動内容  

・小学生の遊び相手、職員の補助、行事の準備、補助 

 

 

活動日時：要相談 

活動場所：虹の丘児童センター 

 (仙台市泉区虹の丘 1-9-5) 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：虹の丘児童センター 

 

分野：子ども 53  

活動内容  

・児童クラブ補助 

・遊びの補助 

・環境整備 

 

活動日時：要相談 

活動場所：長命ケ丘児童センター 

（仙台市泉区長命ヶ丘 6-10-12） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：長命ケ丘児童センター 

活動分野「子ども」 
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分野：子ども 54  

活動内容 

・調理補助、片付け、洗いもの 

・活動場所の設営、復旧 

・遊び相手 

・小学生の学習支援 

・食育講座等の開催 

 

活動日時：要相談 

活動場所：泉区中央市民センター 

（泉区市名坂字東裏 53-1） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：いずみワクワク食堂 

 

分野：子ども 55  

活動内容 

・幼児、児童の遊びの支援 

活動日時：要相談 

活動場所：仙台市小松島児童館  

（仙台市青葉区小松島 2-1-8） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：仙台市小松島児童館 

 

分野：子ども 57  

活動内容 

子どもの宿題をサポートしたり、話し相手になったりしながら基

礎学力や自分への信頼・自信を身につけてもらう活動です。 

活動日時：平日 18：00～21：00 

活動場所：仙台市内 20 ヵ所 

参加条件等：高校生以上  

出来るだけ長期間活動できる方（最低３ヵ月以上） 

要請者： NPO 法人 アスイク 

 

分野：子ども 59  

活動内容 

子どもの学習支援 

活動日時：毎週火曜日、第 3 土曜日 

活動場所：太白区中央市民センター  

（仙台市太白区長町 5-3-2） 

参加条件等： 18 歳以上 50 歳程度まで 

学習指導経験があると尚良い 

要請者： 和ごころコミュニケーションズ 

 

分野：子ども 60 

活動内容 

無料塾での小中学生の話し相手又は宿題支援 

活動日時：毎月第 2、第 4 水曜日 

16：00 から 19：00 で 1 時間から活動可能 

活動場所：仙台いろは横丁内 

 （仙台市青葉区一番町 2 丁目 3-28） 

参加条件等：どなたでも参加可 

要請者： 公益社団法人日本駆け込み寺仙台支部 

寺子屋いろは塾 

 

分野：子ども 61 

活動内容 

学習の支援・遊び相手 

 

 

活動日時： 毎週木曜日 16：30～18：00 

活動場所： 宮城野子ども食堂 

（仙台市宮城野区萩野町 4-3-5） 

毎月第 2 木曜日 となりのえんがわ 

その他の木曜日  宮城野区市民センター 

参加条件等： 性別不問 

子どもが好きで学習や遊びに付き合える方。学生さん歓迎。

長期間関わること。 

要請者： 宮城野子ども食堂 

活動分野「子ども」 
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分野：病院 1  

活動内容 

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・・・お花のお手入れ・ティーサービス・季節の飾

付けなど    

ガーデンボランティア・・・花壇への植栽・庭園まわりのお掃除 

活動日時：月曜日～金曜日 8：30～16：00 の 2～3

時間 

活動場所：東北大学病院  

（仙台市青葉区星陵町 1-1） 

参加条件等：性別不問 18 歳から 70 歳程度まで  

健康で元気な方・1 年を通して活動できる方  

要請者：東北大学病院 

 

分野：病院 2  

活動内容 

プログラム補助 

活動日時：月・火・木・金曜日 10：00～16：00 

活動場所：原クリニック 4F・6F デイルーム  

（仙台市青葉区昭和町 2-25 HC ビル 4F・6F） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：医療法人社団 原クリニック デイケア 

 

 

分野：病院 3  

活動内容 

こども病院を利用する子どもとご家庭に安らぎを与え、快適な

環境づくりを支援する活動。 

活動日時：平日 9：00～16：00 

活動場所：宮城県立こども病院 

（仙台市青葉区落合 4-3-17） 

参加条件等：性別不問 18 歳以上 

要請者：宮城県立こども病院 ボランティアゆりかご 

 

分野：病院 4  

活動内容 

病院内でのお茶会のお手伝い 

活動日時：月 1 回 第 3 土曜日 13：30～15：30 

活動場所：杜のホスピタル・あおば  

（仙台市青葉区八幡 6-9-3）  

参加条件等：学生の方 

要請者：医療法人社団 初心会 杜のホスピタル・あおば 

 

 

 

 

分野：病院 5  

活動内容 

病院内でのお話相手 

活動日時：月曜日～土曜日 10：00～15：30 

上記時間内で応相談 

活動場所：杜のホスピタル・あおば  

（仙台市青葉区八幡 6-9-3） 

参加条件等：どなたでも参加可 

要請者：医療法人社団 初心会 

 

分野：病院 6  

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 時間内応相談 

活動場所：東北大学医学部 6 号館内  

（仙台市青葉区星陵町 2-1） 

参加条件等：性別不問 20 歳から 60 歳程度まで 

電子メールが使用可能な方 

要請者：東北大学医学教育推進センター・仙台 SP 研究

会 DAtTE 

 

活動分野「病院」 
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分野：その他 1  

活動内容 

調理 

活動日時：月・水・金曜日 8：30～13：30 

火・木・土曜日 12：30～18：00 

活動場所：ふたばの会 

（仙台市太白区若葉町 20-7）  

参加条件等：女性のみ募集  

要請者：食事サービス ふたばの会 

 

分野：その他 2  

活動内容 

布の絵本、おもちゃの製作 

活動日時：第 1、2、4 水曜日 

活動場所：旭ヶ丘市民センター小ホール  

（仙台市青葉区旭丘 3-25） 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：森のおもちゃ図書館 

 

分野：その他 5 

活動内容 

あなたの力で救える人がいます。 

・電話相談受付（相談対応なし） 

・電話や面接での相談対応 

活動日時：毎日 13 時～16 時の間で 1 時間から活動可

能 

活動場所： 仙台市いろは横丁内 

（仙台市青葉区一番町 2 丁目 3-28） 

参加条件等： どなたでも参加可 

要請者：公益社団法人 日本駆け込み寺仙台支部 

 

分野：その他 7 

活動内容 

屋内外の清掃、整理整頓 

買い物雑用・庭の草取り、枝切り 

活動日時： 要相談 

活動場所： 主に沖野・六郷 

参加条件等：どなたでも参加可 性別不問  

要請者：若林健康友の会 暮らしの助け合いの会 

 

分野：その他 9 

活動内容 

食料支援のための 

・食品と活動日のご寄附のお願い 

・ボランティア募集 

 

活動日時：月・木・金 9：00～17：00  

 

活動場所：仙台市内 

参加条件等： どなたでも参加可 

要請者：フードバンク仙台 

 

活動分野「その他」 


