
1 

 

 

分野：地域・イベント 1 

活動内容  

・サロン喫茶室でのサービスの補助（７/12 と 7/22） 

・参加者の方々とのお話し相手 

・子育て支援活動での準備作業などの補助 

・未就学児童など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 2  

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 

 

分野：地域・イベント 3  

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” 

 

  

活動分野「地域・イベント」 
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分野：高齢者 1  

活動内容 

音楽、ダンス等 

活動日時：日曜日以外 14:00～15:00 の間 

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 性別不問 

要請者：はあとふるケアサービス 

 

分野：高齢者 2 

活動内容 

職員補助（話し相手、入浴後のドライヤーがけ、お茶出し、

レク参加、食事準備、フロア、洗面所等の掃除等） 

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 3 

活動内容 

唄、マジック、手芸、茶道、フラワーアレンジメント、将棋、コー

ラス、川柳、短歌、落語 

 

活動日時： 月曜日～金曜日 14:00～15:00 

活動場所： 時のかけはし 

 

参加条件等： どなたでも参加可 

要請者： 株式会社太長会  

Wellness.Casa 時のかけはし 

 

分野：高齢者 4  

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、宮城野区の一部地域  

（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 5 

活動内容 

高齢者の方へ歌や体操等の活動 

習字の講師、 

貼り絵・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 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 

 

分野：高齢者 6  

活動内容 

①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、

外出行事における動向介助など利用者様に寄り添った支援

活動。 

②機能訓練における利用者様の誘導や補助などの支援活

動（時間は要相談） 

活動日時：月曜日～土曜日 ① 9:00～12:00 

                   ②13:30～15:30 

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：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 

仙台市郡山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 7 

活動内容 

演奏を披露していただく。 

活動日時：要相談 

活動場所：ふくし住宅安心館 施設内ホール 

（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： 有料老人ホーム ふくし住宅安心館 

 

分野：高齢者 8  

活動内容 

特養内での家事支援（洗濯物たたみ、食器洗い等） 

利用者様のお話相手 

 

活動日時：随時 

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：社会福祉法人ライフの学校 

 

分野：障害児・者 1 

活動内容 

視覚に障害のある方のスマホ、タブレット等の操作講習の支

援 

 

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  

普段スマホやタブレットをお使いの方 

要請者：宮城県視覚障害者情報センター 

 

分野：障害児・者 2  

・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） 

・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：社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会 

大野田はぎの苑 

 

分野：障害児・者 3  

活動内容 

知的障害者の支援（外出活動や創作活動の援助など） 

活動日時：月曜日～金曜日 9:30～15:30 

時間は要相談 

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 4  

活動内容  

障害のあるお子さんの活動補助 

 

 

活動日時：随時 

活動場所：おり～ぶ鈎取事業所内 

（仙台市太白区鈎取 2-4-2） 

（外出活動の際は外出先の可能性あり） 

参加条件等：18 歳以上（経験の有無、資格の有無は問

いません。明るく元気な方お待ちしております） 

要請者：仙台市手をつなぐ育成会 おり～ぶ鈎取 

活動分野「高齢者」 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 5 

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。 

活動例：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 

 

分野：障害児・者 6 

活動内容  

知的障害のある利用者さんとの簡単なかかわり。 

活動日時：平日 9:30～15:40 

活動場所：ゆう貝ヶ森内 

（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 

 

分野：障害児・者 7 

活動内容 

障害のある方のサポートを行い、一緒に活動する。 

活動日時：平日 10:00～15:00 

活動場所：若林区新寺 2-3-1 にある事業所内外 

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 

アトリエぶどうの木 

 

分野：障害児・者 8 

活動内容 

・障害をお持ちの方へ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、ビジネスマナーや企業講座・運動活動・創

作活動等の講師 

 

 

活動日時：月曜日～金曜日 10:00～16:00 

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：18 歳以上 

要請者：特定非営利活動法人 ほっぷの森 

 

分野：障害児・者 9 

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 10 

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 

活動分野「障害児・者」 
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分野：障害児・者 11 

活動内容 

レクリエーション、食事介助等 

活動日時：9:30～15:30 

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：子ども 1 

活動内容  

・子どもたちと一緒に遊ぶ 

 

活動日時：要相談（希望の時間で） 

活動場所：仙台市立町マイスクール児童館内・校庭 

（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 2 

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 3  

活動内容 

施設環境整備 

子どもの水遊び援助等の補助 

活動日時：7 月 20 日（火）～8 月 10 日（火）のうち

希望日   

10:00～16:00 

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：性別不問 16 歳～22 歳 

要請者：仙台市折立保育所 

 

分野：子ども 4 

活動内容  

児童館業務の補助 

活動日時：月曜日～土曜日 

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：性別不問 13 歳以上（中学生以上） 

健康な方 

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 5 

活動内容 

中学生対象の学習支援です。 

宿題のサポートや話し相手になってくれる方。 

 

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：性別不問 高校生以上 

要請者： NPO 法人 アスイク 

活動分野「障害児・者」 活動分野「子ども」 
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分野：子ども 6  

活動内容 

保育：保育教材準備 

掃除：消毒等 

活動日時:令和 3 年 8 月 2 日（月）～8 月 7 日（土） 

8 月 16 日（月）～8 月 20 日（金） 

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：高校生以上  

要請者：仙台市東仙台保育所 

 

分野：子ども 7 

活動内容 

学習支援 

活動日時：月・金曜日 18:30～21:30 

水曜日 17:00～20:30 

土曜日 13:30～16:30 

日曜日 10:30～18:30  12:30～17:45 

活動場所：キッズドア事務所または生涯学習支援センター

（日曜日のみ） 

（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 歳以上 

要請者：特定非営利活動法人キッズドア 

 

分野：子ども 8 

活動内容 

子どもとのふれあい 

環境整備 

活動日時：9:00～12:30 

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 9 

活動内容 

乳幼児親子や小学生とのかかわり・行事のお手伝い 

清掃活動 

活動日時：平日 8:50～17:00 日にちは応相談 

活動場所：仙台市八本松児童館内  

(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  

仙台市八本松児童館 

 

分野：子ども 10 

活動内容 

行事・行事準備・保育室準備など。 

活動日時：7 月 12 日（月）～7 月 16 日（金） 

日時応相談 

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：社会福祉法人仙台 YMCA 社福会 

YMCA 南大野田保育園 

 

分野：子ども 11  

活動内容 

小学生の遊びの支援 

活動日時：平日 15:00～17:00  

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：特定非営利活動法人 MIYAGI 子どもネットワーク 

仙台市小松島児童館 

活動分野「子ども」 
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分野：病院 1  

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 

 

分野：その他 1  

活動内容 

布の絵本、おもちゃの製作 

活動日時：毎月第 1、2、4 水曜日 10:00～15:00 

活動場所：旭ヶ丘市民センター4F 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 2 

活動内容 

高齢者用弁当調理 

活動日時：月・水・金曜日  8:30～13:30 

火・木・土曜日 12:00～18:00 

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：どなたでも参加可 75 歳程度まで 

要請者：食事サービス ふたばの会 

 

分野：その他 3 

活動内容 

1.食料配達（私有車での配達・仙台市内） 

2.事務所内作業（書類整理やデータ入力、寄付受付対応 

食品検査、在庫整理、食品運搬、掃除） 

活動日時：1.月・木・金曜日 12:30 頃～17:30 頃内 

2.月・木・金曜日 13:00 頃～17:00 頃内 

活動場所:団体事務所 

（仙台市青葉区八幡 3-5-3）および仙台市内 

参加条件等：どなたでも参加可  

要請者：フードバンク仙台 

 

分野：その他 4 

活動内容 

屋内外の掃除・整理整頓 

買い物、ごみ出し、草取り、ポストイン 

活動日時：要相談 

活動場所:主に沖野・六郷地域 

参加条件等：どなたでも参加可 

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 5 

活動内容 

悩み相談（電話または面談） 

活動日時： 毎日（水曜日定休） 

①13:00～16:00 または②18:00～20:00 

活動場所：仙台駆け込み寺 

（仙台市青葉区一番町 2-3-28 いろは横丁） 

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 

活動分野「その他」 活動分野「病院」 


