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No,市 31‐8 分野：高齢者 

高齢者デイサービスでのお手伝い 

活動内容： ① お話相手 

② 囲碁のお相手（真剣勝負ではなく、楽しみながら参加い

ただける方） 

活動日時：月～金曜日 10:00～16:00 

上記時間内で応相談 

活動場所：仙台市泉区将監 10‐18‐14  

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 ：有限会社あべりあ リハいらず将監 

問合せ先：仙台市ボランティアセンター 

TEL   ：022‐262‐7294 

 

No,泉 31‐2 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
ライヤーかけ 

活動内容： デイサービスの利用者様のお話し相手やお茶

出しの補助、入浴後のドライヤーかけをしていただける方を募

集しています。 

活動日時：月～土曜日 10:00～12:00 

活動場所：地下鉄八乙女駅より徒歩 10 分 

駐車場あり  

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 ：㈱ツクイ仙台八乙女営業所 

問合せ先：泉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐372‐1581 

 

No,泉 31‐4 分野：高齢者 

歌・楽器の演奏・踊り・朗読などをご披露してくださる
方、入居者の方のお話相手をしてくださる方の募集 

活動内容： ①老人ホーム入居者の方へ、歌・楽器の演

奏 ・ 踊 り ・ 朗 読 な ど を ご 披 露 し て い た だ く 活 動 で す 。                                                          

②老人ホーム入居者の方のお話し相手（おやつや飲み物を

飲みながら一緒にお話をしてくださる方） 

活動日時：月・火・木・金・土・日曜日 14:00～16:00 

活動場所：仙台市泉区上谷刈字赤坂６‐102 ５F・６F  

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 ：介護付き有料老人ホーム          

ギャラリー杜の音 四季彩館 

問合せ先：泉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐372‐1581 

 

No,泉 31‐6 分野：高齢者 

「脳の健康教室」のボランティアスタッフ 

活動内容： 公文のテキストに基づいて、60 歳以上の方に

簡単な読み書き・計算などとコミュニケーション（座談）を行う

事で、認知症の予防は基より心身の健康増進を行う事を目

的とした脳の健康教室の「学習サポーター」というボランティア

です。 

活動日時：金曜日 9:00～12:30 

活動場所： 仙台市泉区七北田字道 48‐12 

参加条件等：性別不問 30 才以上 60 才程度まで 

認知症サポーターを持っている方歓迎。持っていない方も OK

です。 

要請者 ： 仙台市泉社会福祉センター 

問合せ先：泉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐372‐1581 

 

No,泉 31‐7 分野：高齢者 

高齢者施設で演芸披露、教室の先生、話し相手、が
できる方 

活動内容：当施設では日常生活を一緒に楽しみながら盛り

上げてくださるボランティア（個人・団体）の方を募集しており

ます。例えば演芸披露、陶芸や手芸の実演指導、話し相手

など様々募集中です。 

急募！当施設内の「喫茶コーナー」にて、カフェ担当（ボラン

ティア）を募集しております。初心者の方でも外部講師による

コーヒーの淹れ方講習も予定しています。 

活動日時：月～日曜日 9:00～17:00 

活動場所： 仙台市泉区西田中字萱場中 37‐1 

参加条件等：どなたでも参加できます。性別不問 

18 才以上 80 才程度まで（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） 

要請者 ： 医療法人社団平成会              

介護老人保健施設 ファンコート泉 

問合せ先：泉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐372‐1581 

 

No,泉 31‐8 分野：高齢者 

杖を突いて歩いている方の外出支援 

活動内容： 杖を突いて歩いている高齢男性の外出支援の

ボランティアを募集します。 

病院や買い物に行く際に、支えていただけるようお願いしま

す。 

体重がかかることもありますので、力のある方の応募をお待ちし

ています。 

活動日：月～日曜日 時間は応相談 

活動場所：仙台市泉区  

参加条件等：未経験者歓迎 18 才以上 60 才程度まで 

 

要請者 ： 個人 

問合せ先：泉区ボランティアセンター 

TEL   ： 022‐372‐1581 

泉区の活動 活動分野「高齢者」 
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No,市 31‐25 分野：障害児・者 

視覚障害のある 60 歳代女性の移動のお手伝いを
してくださる方を募集します。 

活動内容： ・泉区南光台の自宅から仙台市内（泉区・青

葉区）での外出時の買い物等の付添い。 

・外出先から自宅までの付添い。 

活動日時：活動日、時間は応相談 

活動場所：仙台市泉区南光台  

参加条件等：女性のみ募集します。50 才代～60 才代 

ヘルパー２級、もしくはガイドの研修を受けた方。 

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,市 31‐33 分野：障害児・者 

発達障がいの子ども達が笑顔で楽しめる遊び相手の
募集 

活動内容： 子ども達と遊びを通して関わっていただき、見守

り支援のボランティア活動をお願いします。 

活動日時： 月～日曜日 13:30～18:30 

活動場所： 仙台市泉区北高森 

参加条件等： 未経験者歓迎 

18 才以上 60 才程度まで 

要請者 ： 運動療育と体験学習ぴーすの杜 北高森 

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：仙台市泉区  

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 

 

No,泉 31‐5 分野：障害児・者 

失語症の方とのお話し相手 

活動内容： 失語症によりコミュニケーションをとることが難しい

ため、訓練のために話し相手になってくださる方を募集します。 

 

活動日時： 月・木・土・日曜日 時間は応相談 

活動場所：仙台市泉区  

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：泉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐372‐1581 

 

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：泉区市名坂・南光台・泉中央  

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,泉 31‐1 分野：地域サロン 

地域の居場所づくりの学生ボランティア募集 

活動内容：カフェで地域の方と交流していただくことが主とし

た活動です。飲み物の準備・後片付けやイベントの際のお手

伝いもお願いします。 

活動日時：仙台市泉区高森７丁目－２ キャラウェイ内 

活動場所：仙台駅から泉中央駅 

泉中央駅から高森経由 宮城交通バス 

高森五丁目北 下車 徒歩５分  

参加条件等：月～金曜日 11:00～15:00 

学生のみ募集・上記時間内で応相談 

要請者 ：結の会・高森東 

問合せ先：泉区ボランティアセンター 

TEL   ：022‐372‐1581  

活動分野「その他」 活動分野「子ども」 

泉区の活動 活動分野「障害者・児」 


