
☆施設から寄せられる様々なボランティア活動依頼を施設編として年４回発行しています☆ 

この情報紙は市社協登録個人ボランティア、市内の公共施設や学校等に配布しています 
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萩園ケアセンター（デイサービス） 
【萩園 1215-4 2階 ☎88-7511】 ※中高生可 

内 容  ①体操や太極拳などを教えてくださる方 

 ②お話し相手、囲碁、将棋の相手 

 ③書道を教えてくださる方 

 ④外出、歩行訓練、 

   ポールウオーキングの付き添い 

日 時  月曜～土曜 

  ①10:00～11:30  ②③13:00～14:30 

④10:00～14:30（応相談） 

※要支援 1～要介護 5までの方、車いす、認知症の

方もいらっしゃいますが、スタッフがフォローし

ます。 

スマイルコート円蔵（有料老人ホーム） 
【円蔵 2-7-6 ☎50-1388】      ※中高生可 

内 容 お話し相手やレクリエレーションのお手伝いをお願

いします。 

日 時 月曜～日曜 9:30～12:00、 

または、13:00～17:00で応相談 

※要介護 1～5までの方、車いす、認知症の方も 

いらっしゃいます。（介助等はお願いしません） 

※車での来所不可 

ふれあいの麗寿（特別養護老人ホーム） 
         【南湖 1-6-15 ☎85-1122】   ※中高生可 

内 容 お話し相手やレクリエーションのお手伝いをお願い

します。（囲碁・将棋・麻雀・折り紙・手芸・編み物・

書道・体操・カラオケ等） 

日 時 月曜～金曜 10:00～12:00 

または､14:00～16:00で応相談 

※要介護 1～5までの方、車いす、杖歩行、 

認知症の方もいらっしゃいます。 

※車での来所可 

ネオサミット茅ヶ崎(住宅型有料老人ホーム) 
【東海岸南 4-3-3 ☎83-3310】    ※中高生不可 

内 容 ①書道を教えてくださる方 

②麻雀の相手、または教えてくださる方 

日 時 応相談（月 1～2回、1～2時間程度） 

※①は資格がなくても教えたことがある方 

※②は初心者対象 

※車での来所可 ※交通費支給可 

デイサービス ふる里 
【松浪 2-2-74 ☎53-9922】    ※中高生可 

内 容 要支援 1～要介護 5の方々への活動です。 

①お茶出し、入浴後のドライヤーかけ 

②お話し相手 

③楽器演奏、囲碁、書道、その他特技の披露 

日 時 月曜～土曜（祝日含む） 

①10:30～11:30  

②10:30～11:30または 12:30～13:30 

③14:00～15:00 

※可能な日時でご相談ください。 

カトレアホーム（特別養護老人ホーム） 
【下寺尾 1835-2 ☎52-8711】  ※中高生可 

内 容 お話し相手やレクリエーションのお手伝い 

（カラオケ・紙芝居・塗り絵・折り紙・特技の披露等） 

日 時 10:00～16:30の間で応相談（短時間でも可） 

※要介護 3以上の方が多くいらっしゃいます。 

※車での来所可 

茅ヶ崎浜之郷（介護老人保健施設） 
【浜之郷 8-1 ☎57-2666】    ※高校生可 

内 容 ①入浴後のドライヤーかけをしてくださる方 

 ②お茶やおしぼり配りをしてくださる方 

日 時 月曜～土曜 8:30～16:00の間で応相談 

※要介護 1～5までの方がいらっしゃいます。 

※直接の身体介護はありません。 

※車での来所は応相談 

生活リハビリクラブ茅ヶ崎（デイサービス） 
      【茅ヶ崎 234-1 ☎55-1716】    ※中高生可 

内 容 要支援 1～要介護 5の方々への活動です。 

①お茶出し、ドライヤーかけ、お話し相手 

②囲碁、将棋、麻雀の相手や、物作り、カラオケの

お手伝い 

日 時 月曜～土曜（祝日含む） 

①9:30～13:30  

②13:30～15:00 

※可能な日時でご相談ください。 

※事前に一度来所して頂きます。 

※車での来所不可 

 

デイサービス快優館 茅ヶ崎 
【富士見町 15-7 ☎84-7751】    ※中高生可 

内 容 囲碁の相手をしてくださる方 

日 時 水曜・土曜 ①13:00～14:00 ②15:30～16:30 

    ※車での来所は応相談 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1489820331/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5rdW5pc2FraS13ZWwub3IuanAva3VuaXNha2ktd2ZjL3phaXRha3UvS0YxOV8xMy5naWY-/RS=^ADByVCgNIql6XH8wqzolHyWnKprIiY-;_ylt=A2RCKw4rictYGWcACjKU3uV7
http://1.bp.blogspot.com/-XBCQ48Vi03w/VsGsXOnkAmI/AAAAAAAA3_8/xrPb4YqWUVA/s800/syuuji_syodou_woman.png
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お気軽にご相談下さい 

【問い合わせ先】 
 
 

（ボランティアセンター） 
月曜日～金曜日(土・日・祝日休み) 

８時３０分～１７時１５分 

〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-44 さがみ農協ビル 2 階 

TEL：0467（85）9650 FAX：0467（85）9651      

E-mail：vc@shakyo-chigasaki.or.jp 

ホームページ：http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/ 

ボランティア担当まで 

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会 

 

ちがさきの木魂(生活介護) 
【松が丘 1-6-35☎58-0700】  ※①高校生可 

内 容 知的、身体に障害を持つ方への活動です。 

 ①日中活動のお手伝いをしてください。 

軽作業の見守り、補助、散歩同行、おやつ作り補

助など。慣れてきて可能であれば水族館、外食、

一泊旅行など外出イベントの付き添いもお願いし

ます。 

②将棋を教えてくださる方 

日 時 ①月曜～土曜 10:00～15:00の間で応相談 

月 1回～、イベント時のみも可 

②水曜日 10:30～12:00,13:30～14:20 の間で

応相談、月 1回～活動できます。 

※②対象は男性です。活動時は見守りのスタッフが

付きます。 

※可能な日時でご相談ください。 

※車での来所は応相談 

-----ボランティアセンターから----- 

ボランティア活動をしてみたいという個人や団体

の方には、登録用紙に氏名（団体名）、住所、活動

内容等のご記入をしていただき、ボランティアセン

ターに登録をお願いしています。また、ボランティ

ア活動保険の加入手続きも受け付けています。 

施設などは事前に見学を受け入れている所も多く

ありますので、安心して活動を始めることができま

す。ぜひ一度、ボランティアセンターに足をお運び

ください。 

地域生活支援センター 元町の家 
【元町 16-3アイプラザ元町ビル 2、3階☎82-1685】 

※中高生不可 

内 容 精神障害をお持ちの方で自宅以外に通う場所がな

く、地域の活動先へ結びつかない方、人と関わるこ

とが苦手な方を対象にしたプログラム活動のお手

伝いをお願いします。（調理、書道、絵画、海岸や

公園の散策、地域の見学など） 

日 時 火曜日（月 3回）10:30～12:30 

※精神障害について理解のある方 

※車での来所不可 

湘南東部総合病院 
【西久保 500☎83-9091】   ※中高生不可 

内 容 ①緩和ケア・ホスピス病棟での活動 

（お話し相手、お茶出し、散歩、イベント準備） 

②一般病棟での巡回図書活動 

日 時 ①月～土 10:00～16:00の間で応相談 

②月～金 14:00～2時間程度で応相談 

※①傾聴ボランティア経験のある方を希望します。 

※お話できない方や寝たきりの方もいらっしゃい

ます。 

※事前に面談をさせていただきます。 

※車での来所可 

グリーングラス(生活介護) 
【堤 438☎54-5527】     ※中高校生可 

内 容 知的障害を伴う自閉症の方が多く在籍しています。 

日中活動のお手伝いや見守りをしてください。 

チラシ折り、ポスティング、缶つぶし、クッション作

りなど。 

日 時 月曜～金曜 10:00～16:00の間で応相談 

 

※車での来所可 

アマポーラ湘南（介護付き有料老人ホーム） 
      【松が丘 2-13-5☎87-8965】   ※中高生可 

内 容 自立、要支援 1～要介護 5までの方への活動です。 

    ①踊り、マジック等の披露 

②お話し相手や、体操、レクリエーションのお手伝い            

日 時 9:00～17:00の間（30分～1時間程度） 

 可能な日時でご相談ください。 

    ※交通費の支給あり ※お礼品あり 

    ※食事の提供あり（事前予約で 3名まで） 

    ※車での来所可 

http://1.bp.blogspot.com/-CjfJHrc6EaU/UsZt-Iu9EWI/AAAAAAAAc1E/jZmkaDYalP8/s800/friends_man_woman.png
https://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%80%80%e6%8a%98%e3%82%8a%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&qpvt=%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%80%80%e6%8a%98%e3%82%8a%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&id=497DB8CA831560DC07DEDEE625001817F31464AA&selectedIndex=16&ccid=6z/7GF0O&simid=607991164952970717&thid=OIP.Meb3ffb185d0e1f74fa21bff399d69cd1o0

