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No,若林 31‐4 分野：高齢者 

ふれあいサロンの送迎運転ボランティア募集 

活動内容： ふれあいサロンに来る利用者様の送迎の為の

運転(自家用車を使っていただきます) 

活動日時：月・水・金曜日 

活動場所：仙台市若林区遠見塚 1‐5‐35  

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 ：NPO 法人 あかねグループ 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 

 

No,若林 31‐5 分野：高齢者 

高齢者へお弁当配達の運転ボランティア募集 

活動内容： 昼食と夕食のお弁当を配達する時に、車を出

していただいて、運転してくれるボランティア 

活動日時：月～日曜日  11：00～18：00 

活動場所：仙台市若林区遠見塚 1‐5‐35  

参加条件等：性別不問・70 才程度まで 

要請者 ：NPO 法人 あかねグループ 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐282‐7971 

 

No,若林 31‐6 分野：高齢者 

ニチイのおじいさん、おばあさんを笑顔にしてくれる方
募集 

活動内容： ①話し相手、趣味を一緒にしてくれる方。習字

クラブ、カラオケクラブをそれぞれ月２回開催しています。その

他、ハーモニカ、民謡、コーラス、踊り、手品など、要相談。 

②夏祭りや、レクリエーションのお手伝い。 

活動日時：月～日曜日  10：00～15：00 

活動場所：仙台市若林区荒井 3 丁目 27‐7  

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 ：ニチイケアセンター若林 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐282‐7971 

 

No,若林 31‐7 分野：高齢者 

高齢者施設での入居者の皆様の話し相手・趣味活
動のお手伝い 

活動内容： お話し相手やお茶出しなどの簡単な作業のお

手伝いをしてくださる方、書道、歌、体操等、趣味活動の講

師となってくださる方を募集します。 

活動日時：月～日曜日  10：00～16：00 

活動場所：仙台市若林区蒲町 30‐22  

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 ：ソーレメディカルホーム蒲町 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐282‐7971 

 

No,若林 31‐8 分野：高齢者 

デイサービスでのお手伝いをして下さる方大募集しま
す 

活動内容： ①趣味活動を教えて下さる方。習字・絵手

紙・フラワーアレンジメント等々。 

②以下のお相手をして下さる方。将棋・囲碁・マージャン

等々。 

活動日時：月～日曜日  13：00～15：30 

活動場所：仙台市若林区荒井字中在家 51‐42  

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 ：ケアパートナー若林 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 

 

活動分野「高齢者」 若林区の活動 
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No,若林 31‐10 分野：高齢者 

高齢者施設でお手伝いしてくださる方を募集します 

活動内容： 利用者様のお話し相手や食器洗い・リネン交

換などの家事援助、外出行事の付き添い等、活動の形態は

様々でご希望に合わせて行っていただけます。 

活動日時：月～日曜日  10：00～17：00 

活動場所：仙台市若林区上飯田字天神 1‐1  

参加条件等：性別不問 

要請者 ：特別養護老人ホーム 萩の風          

地域密着型特別養護老人ホーム 萩の風サテライト                                   

萩の風デイサービスセンター 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971  

 

No,若林 31‐14 分野：高齢者 

デイサービスセンターでの趣味活動、家事活動支援
等 

活動内容： ①歌・お話し・踊り・楽器演奏・手芸・絵手紙

等、どのようなことでも結構です。利用者の趣味活動や、家事

活動等についてサポートしていただき、利用者の皆さまに笑顔

で過ごしていただけるようなお手伝いをしていただきます。 

②お茶を提供しながら利用者の皆さまと会話していただいた

り、利用者の見守り等のお手伝いをしていただきます。 

活動日時：月～土曜日 10:00～16:00 

活動場所：仙台市若林区沖野 7 丁目 34‐43 

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 ：仙台市沖野デイサービスセンター 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971  

 

No,若林 31‐9 分野：障害児・者 

障がいのある方々のお手伝いなど 

活動内容： ・土日の日中のお散歩 

・平日のお食事お手伝い 

・簡単な家事など 

活動日時：いつでも 

活動場所：仙台市若林区上飯田、沖野、泉区南光台  

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 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐282‐7971 

 

 

No,若林 31‐12 分野：障害児・者 

パソコンの専門知識をお持ちの方募集 

活動内容： パソコンの専門知識を教えてもらいたい。定期

的にパソコンのメンテナンスもお願いしたい。 

活動日時：お問い合わせ時にお知らせします。 

活動場所：お問い合わせ時にお知らせします。 

参加条件等：どなたでも参加できます。性別・年齢不問  

仙台市・名取市在住の方 

要請者 ：個人 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 

 

No,若林 31‐13 分野：障害児・者 

利用者の方のボランティア大募集！！ 

活動内容： ・利用者とのお話、食事介助 

・事業所の草むしりや掃除のお手伝い 

・家電の動作チェック、車両の整備点検 

・宿泊時の夕食、朝食の買出しや調理 

・自分の得意な事を活かした活動(料理教室、音遊び、講話

など) 

・利用者さんを車で送迎してくれる方 

活動日時：お問い合わせ時にお知らせします。 

活動場所：仙台市若林区遠見塚 2‐16‐15 

参加条件等：どなたでも参加できます。 

要請者 ：社会福祉法人 つどいの家 ピボット若林 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 

活動分野「障害者・児」 

若林区の活動 活動分野「高齢者」 
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No,若林 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。 

 宿題のサポートをしたり，話し相手になったりするなど，

様々な活動を通じて一緒に子どもの将来のことを考えていきま

す。子どもたちはインターネット教材を利用して自学自習を中

心に勉強していますので、学習指導の経験のない方のご参加

も歓迎しています。（各教室週 2 回活動） 

活動日時：月～金曜日  18:00～21:00 

活動場所：仙台市若林区南小泉・荒井・沖野  

参加条件等：高校生～60 才程度まで 中学生とコミュニケ

ーションがとれる方。原則３ヵ月以上継続可能な方。 

要請者 ：NPO 法人 アスイク 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 

 

No,若林 31‐2 分野：子ども 

乳幼児のお世話・簡単な生活補助・遊び相手 

活動内容： 保育園・小規模保育園にて、乳幼児の遊び相

手やお世話、簡単な生活補助(帽子をかぶせる、靴を履くお

世話、お散歩補助など)をして頂きます。 

活動日時：10:30～16:00 

活動場所：仙台市若林区沖野字高野南 197‐1  

参加条件等：性別不問・元気なおじいちゃん・おばあちゃん 

要請者 ：学校法人 ろりぽっぷ学園(保育園) 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971  

 

No,若林 31‐3 分野：子ども 

学童保育でボランティアしてくださる高校生募集！ 

活動内容： 学童保育で子どもたちと一緒に遊んだり、勉強

を教えて頂く活動です。 

活動日時：月～土曜日  8:00～18:30 

活動場所：仙台市若林区沖野字高野南 197‐1  

参加条件等：性別不問  高校 1 年生～3 年生 

要請者 ：学校法人 ろりぽっぷ学園(学童) 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 

 

No,若林 31‐11 分野：子ども 

手遊び、絵本の読み聞かせボランティア 

活動内容： のびすく若林のひろばで、手遊びや絵本の読み

聞かせを行います。対象は 0～3 歳までの乳幼児と保護者。

(土日、祝日の場合は対象年齢が 0～6 歳までと、平日幼

稚園、保育園に行っている子どもたちが来館するため、年齢

層が若干高めになります。) 

活動日時：火～日曜日  10:30～15:30 

活動場所：仙台市若林区保春院前丁 3‐1 若林区中央

市民センター別棟等複合施設 2 階  

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 ：仙台市子育てふれあいプラザ若林 のびすく若林 

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 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 
 

No,若林 31‐15 分野：病院 

病院に来院する患者さんの案内や支援 

活動内容： 来院した患者さんに受けつけの支援、外来案

内、院外処方の FAX、病院まわりの清掃など。 

活動日時： 月～金曜日 8:30～11:30 

活動場所： 仙台市若林区大和町 2‐29‐1 

参加条件等：女性のみ募集 20 歳以上 70 歳程度まで 

要請者 ： 東北医科薬科大学 若林病院 

 

問合せ先：若林区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐282‐7971 

 

若林区の活動 活動分野「子ども」 

活動分野「病院」 
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