
No 地域 活　動　場　所 対象 内  容 曜日 時  間

1796 ハッピーデイズ矢向 レクリエーション
月1，2
回

14：30～15：30

1860 NPO法人ふれあい友の会 その他 送迎サービスの運転手 月～土 8：00～17：00

1797 江ヶ崎 江ヶ崎生活介護事業所 障害 ①作業準備 ②検品 ③館内掃除 月～金 10：00～16：00(応相談）

1786 市場 ハートフルキッチンゆうづる お弁当の調理、買い物、後片付け 土 12：00～15：00

1789 平安町 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ八重子さんち ①話し相手 ②レクの手伝い ③体操補助 月～土
①10:00～12:00
②13:00～16：00(1時間OK)

1787 栄町通 小規模デイサービスサルビア ①話し相手 ②手芸補助 ③配茶 随時
① 9：00～12：00
②13:00～16:00(1時間OK)

1827 つるみ元気塾
施設での小/中学生の生活援助（学習支
援、話し相手など）、簡単な調理

月、水 15：00～18：00

1802 ビーンズ保育園 園児のふとん/シーツの取り替え 金 9：30～10：30

1868 うしおだ塾 小学生の学習指導 金・土
(金）14：50～16：40
(土）14：20～16：15

1788
じゃりんまんも
潮田地域ケアプラザ（４丁目）

障害 障がい者の余暇活動（外出） 第3日 10：00～15：00

1800 末広町
フロム・ワン
（ふれーゆ)

障害
成人脳性マヒ者（全身性障害）の水泳訓練、
介助及び着替えの介助

月1回
土

14：00～17：00

休止中

1775
銀河の詩デイサービス

デイサービス手伝い(ﾄﾞﾗｲﾔｰ、囲碁将棋、
配膳配茶、話し相手など）

随時 10：00～16：00

1865
「ともだち」
国際交流ラウンジ(ｼｰｸﾚｲﾝ2F）

外国籍の子ども達に学習支援 第2,4土 9：20～12：45

1778 デイキッズアジャスト 障がい 放課後デイサービスでのレク、外出同行
土or長
期休

10：00～17：00応相談

1776
YMCAﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
鶴見

簡単な食事作り（食材ｷｯﾄﾞあり）、
後片付け、話し相手など

月～
日、祝

9：00～18：00

1853 （社）ふれんど2号館 その他 昼食弁当の配達 月～金 10:30～12：00

1863 ことのはの会 障がい 失語症当事者活動のサポート 第4木 13：00～15：30

1825 つみれなかまちﾘﾋﾞﾝｸﾞ ①昼食調理②運営補助 木 10：00～13：30

1850 ランチ末吉「つむぎ」
（末吉地区センター）

お弁当の配達 第１,3木 10:30～13：00

1790 ウェルネスシップ三世 イベント時やデイサービスレクの手伝い 随時
① 9：30～10：45
②13：00～15：30

※

現在募集中のボランティア  　　       　　　　  (2022年6月1日更新）

矢向

本町通

中央

上末吉

コロナウィルス感染防止のため、受け入れを休止している場合があります。



No 地域 活　動　場　所 対象 内　容 曜日 時　間

休止中

1792
一歩舎 昼食作り補助 水 10：00～12：00

1791 サニーライフ三ッ池公園 レクリエーション
水、土、
日

14：00～16：00の1時間程度

1835 ＷＥ21ジャパン・つるみ その他
①衣類・雑貨の整理 ②衣類アイロンかけ
③食器の洗浄・整理
④店内の整理・清掃 ⑤受付・レジ

月～金
①10：00～17：00（月～金）
※2時間以上で応相談

1846 manaby鶴見駅前事業所 その他
レクリエーション（体操、音楽など気分転換に
なるもの）

土 13：00～14：00

1869 佃野 かえで子ども食堂 子ども食堂の手伝い
月1回
日

14：30～18：30

1780 生麦
エンゼルの会保育部
（ふれあいの家）

障害 3～4才児の保育 火、木 9：50～13：00

1794 ケアサポートつるみ デイサービスレク（特技の披露）
月～
土、祝

14：00～15：00の
30分～1時間程度

1793 AST（アシスト･ファイト） 障害 バスケットボールの補助
月1，2
回　日

9：00～12：00

1795 県立鶴見養護学校 障害
①給食の運搬と配膳　②片付け
③授業のサポート

月～金
①11：20～12：00　②12：30～
13：00　③9：00～15：00

1784 エクセレント横濱北寺尾 レクリエーション 毎日 14:00～14：50

休止中

1838
ｴｸｾﾚﾝﾄ北寺尾ｱﾈｯｸｽ レクリエーション 毎日 13：30～14：30

1785 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽわが家鶴見 レクリエーション 毎日 14：00～15：00

1862 雑貨工房大地 障害 作業手伝い＆車運転 月～金 9：00～16：00

1834 サードプレイス 中学生対象学習支援 火、木
17：00～18：30
16：00～17：30

1849
キッチンさくらんぼ
（寺尾地域ケアプラザ）

配食サービスの調理、配達 火
調理 9：00～13：00
配達11：00～12：30

1831
ひびきの会
（寺尾地域ケアプラザ）

①ミニデイサービス　会場設営、レク
②お茶サロン手伝い　配食配茶、受付など

金
①9:00～15:00（第1・2）
②9:00～12:30（第3）

1851 サンライズ・ヴィラ横浜東寺尾 レクリエーション 日 14：00～15：00

1870 Café de amie その他 サロン（準備片付け、保育、話し相手、手芸） 第４金 9：00～12：00

1807 ｽﾏｰﾄｷｯｽﾞﾌﾟﾗｽ鶴見 障害 放課後デイサービスでのレク
土
長期休

13：00～15：00（1時間OK）

1781 元宮
にこにこ会
（鶴見スポーツセンター）

障害 中途障がい者とローリングバレーボール 木 13:00～14：50

1798 葵の園・川崎 デイサービスレク（技能披露） 随時 14:00～15:00応相談

1833
NPO法人まなひろ
(鶴見中央/鶴見市場/港北）

障害 学習支援（特別支援学級） 不定期 16：00～18：00

1857
全国ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ依存症家族会
（神奈川区他）

一時保育 第2日曜 10：00～13：00

なし 区内 送迎ボランティア 運転 随時

1867 区内 ガイドボランティア 障害 通学の付添いなど 随時 各ケースにより相談

マーク説明 高齢者に関わる活動 子どもに関わる活動

※

東寺尾

その他

食事に関わる活動

コロナウィルス感染防止のため、受け入れを休止している場合があります。

下末吉

豊岡

駒岡

北寺尾


