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皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今年のゴールデンウイークは、３年ぶりに行動制限のない連休となり、
感染予防をしながら多くのイベントが復活しました。
ご家族や友人知人との楽しい企画、地域のイベントや福祉系のイベント等

も企画され、人と人の繋がる機会がたくさんあったことでしょう。

私も、この機会にボランティア企画へ参加し、多くの人と一緒に活動する
中で、たくさんの人とお話できました。久しぶりで緊張しつつも、楽しい時
間でした！

同じボランティア企画の参加者の中に、高校の友達同士で参加した生徒さ
んたちがいました。
このご時世でもボランティアがしたいと、自分たちでSNSを使ってこのイ

ベントを探し出したそうです。参加にあたって、学校の先生にイベント参加
の可否を相談。相談を受けた先生は、コロナ禍で心配しつつも、生徒たちの
前向きな気持ちや自発的な個人活動を応援し、見守ることにしたそうです。
生徒の皆さんの気持ちや行動力、そんな生徒たちを応援する先生の気持ち

に胸が熱くなりました。

ボランティアはまず気持ち、そして小さな一歩から始まります。
ボランティアに関するご相談・お問い合わせは、是非下記へご連絡くださ

いませ。

熱田区社会福祉協議会
【TEL０５２-６７１－２８７５】

アッツとタックとアマビエ（疫病の神様）
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名古屋市･区社協ボランティア情報サイト｢なごやボラねっと｣は、名古屋市内のボラン

ティアに関する情報がまとまっているサイトです。ボランティアに興味･関心のある個人や

活動中のボランティア団体、ボランティア募集をしている福祉施設の方にもご利用いただ

けます（いずれも利用料は無料）。ぜひご活用ください！

名古屋市・区社協ボランティア情報サイト「なごやボラねっと」

http://www.mimiline.jp/nagoya_svc/

＜「なごやボラねっと」の３つの機能＞

① ボランティア募集情報の検索

・登録ボランティア団体や福祉施設(事業所)が投稿するボランティアの募集情報をご覧いただけ

ます。情報は、｢新着順｣｢日にち(活動日)順｣で並べたり、｢地図上に表示｣して検索できます。

・気になった情報は、各情報詳細ページの｢お気に入り追加｣ボタンを押すと、｢お気に入り表示｣

のページで一覧にして見ることができます。

② ボランティア関係のイベント・講座情報の検索

・登録ボランティア団体が主催するイベント・行事や講座の情報をご覧いただけます。情報は、

｢新着順｣｢日にち(開催日)順｣で並べて、あるいは｢地図上に表示｣して検索することができま

すので、ご自分の都合に合わせた情報を探してみてください。

・イベントや講座に協力するボランティア募集が行われている場合は、｢ボランティア募集情報｣

にも情報が掲載されています。そのイベントや行事で参加できるボランティアを探している場

合は、｢ボランティア募集情報｣をご覧ください。

・気になった情報は、各情報詳細ページの｢お気に入り追加｣ボタンを押すと、｢お気に入り表示」

のページで一覧にして見ることができます。

③ 登録ボランティア団体の情報検索

・名古屋市･区社協の登録ボランティア団体の情報(団体が｢公開可｣とした情報)を検索、閲覧で

きます。団体に仲間入りして活動をしたい場合や自分の興味のある活動をしている団体を探し

たい場合などにご活用ください。写真も一部掲載されていますので、活動の様子やメンバーの

顔触れも見ることができます。

・連絡先が公開されている団体には、直接連絡を取っていただくことができます。連絡先が掲載

されていない場合は、その団体の登録社協にご連絡ください。
裏面に続く…



★ ボランティア団体の皆さま

  名古屋市･区社協に登録しているボランティア団体は、以下のことができます。是非
ご活用ください！

※ ボランティア登録後、｢なごやボラねっと ID｣の発行が必要です。
※ 福祉施設も、登録していただくと、｢ボランティア募集｣が掲載できます。

★ ボランティア(個人)の皆さま

  名古屋市･区社協に登録していただくと、ボランティア関係情報がメールで受け取れます。
是非ご登録ください！

  ボランティア登録について、また｢なごやボラねっと ID｣発行、メール配信などの手続
きについては、下記までお問い合わせください。

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒456-0031 名古屋市熱田区神宮３丁目１番１５号区役所等複合施設６階
TEL：052-671-２８７５ FAX：052-671-4019 E-mail：atutaVC@nagoya-shakyo.or.jp
URL： エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。atuta-shakyo.jp/

または、名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター(TEL：052-911-3180)

名古屋市･区社協のボラン
ティア登録の情報(団体名､
活動内容､活動日など)のう
ち｢公開｣と選択された情報
は､このサイトで誰でも検
索･閲覧できます。団体 PR
のために写真を 1 枚掲載で
きます。

団体主催のイベントや講座
で参加者を募集する場合、
その情報の PR を行うこと
ができます。掲載希望日の
６ヶ月先のものまでであれ
ば､回数制限などはありま
せん。

※掲載した情報は、個人ボラン
ティアにメール配信されま
す(下記参照)。

①登録ボランティア団体の
情報公開、情報検索

団体がボランティア募集情
報を掲載することができま
す。常時･随時募集の情報と
イベントや行事の協力など
の単発(１回限り)の情報い
ずれも掲載できます。

※掲載した情報は、個人ボラン
ティアにメール配信されま
す(下記参照)。

②ボランティア募集情報の
掲載

③ボランティア関係のイベン
トや講座情報のPR

｢なごやボラねっと｣の｢ボランティア募集情報｣｢イベント情報｣｢講座情報｣にあなたのボラ
ンティア登録内容(希望活動分野･地域)に合った情報が掲載された場合、Ｅメールで情報を
受け取ることができます(一部地域外の情報が届く可能性もあります)。メールは、1 日  
１回正午に配信しています(希望に合った情報がない日は、配信されません)。

※ メールを受信するためには、Eメールアドレスが必要です。
※ メールは、｢nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp｣のアドレスから配信されるので、この

アドレスから受信できるよう設定をお願いします。

希望に合ったボランティア募集情報、イベント情報、講座情報のメールの受信



〈募集日時〉

　ご都合のよい時間

〈募集日時〉

　毎月第４木曜日

　14：00～16：00のうちご都合のよい時間

短時間でも構いませんので、お気軽にお越しください。

〇認知症カフェのお手伝い

〒456-0022 熱田区横田二丁目4-22
【担当：岡野・中西】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〈募集日時〉

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
〒456-0031　熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F   電話 052-671-2875　FAX 052-671-4019

〒456-0062 熱田区大宝1丁目1-3
【担当：水上・仲井】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

知的に障がいのある方が働き、日中活動として作業

介護老人福祉施設　グレイスフル熱田

ツクイ名古屋熱田

〒456-0033　熱田区花表町1-26
【担当：芹澤】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

　名身連第一ワークス・第一デイサービス

してくださる方。

2022（令和4）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

　　なごやかハウス横田　デイサービスセンター

　外出行事は不定期。ご都合のよい時間

障がいのある方が通所している施設です。

〈募集日時〉

〒456-0022　熱田区横田二丁目3-35
【担当：上村】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0057 熱田区五番町13-8
【担当：岩本】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〇話し相手
〇将棋の相手
〇マージャンの相手
〇折り紙等の作品づくり

　お越しいただける日時で相談

   オーネストひびの大宝(たから) サポートセンターbeingあつた

〇話し相手
〇将棋・オセロの相手
〇折り紙やパソコンを教えてくださる方
〇簡単な作業のお手伝いをしてくださる方
〇一緒に散歩・外出してくださる方。

〇障がいのある方と一緒に昼食やお話してくださる方
〇障がいのある方と一緒に作業をしてくださる方

〒456-0031 熱田区神宮4丁目4-5
【担当：川村】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〇話し相手
〇外出行事で一緒に楽しんで参加いただける方
〇特に将棋、マージャンのお相手をしていただける方
　　　　お気軽にお立ち寄りください。

〈募集日時〉 〈募集日時〉

　平日10：00～15：30のうちご都合のよい時間

〇話し相手
〇レクリエーションの見守り・参加
〇ユニット内の洗い物補助、清掃

　平日10：00～11：30、１3：00～15：30

〇ボランティアとして大宝（たから）カフェに参加 や療育活動を行っています。

熱田区★福祉ボランティア募集情報★

発 行
編 集



（麻雀、囲碁、将棋、園芸、日曜大工など）
②喫茶のお手伝い（13：30～15：30）

〈募集日時〉

①お話相手
②小物づくり等作品づくりをしていただける方
③歌、楽器演奏をしていただける方

〈募集日時〉

マジックショーを開催
実績：高齢者施設、認知症カフェ、老人クラブ等

〈活動日時〉平日13：00～16：00（約40分間）

〈活動場所〉名古屋市全域

健遊館ひびのデイサービスセンター ひびのファミリア

【担当：ぱんぷきんふじわら（藤原）】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

〈募集日時〉　月～土のいつでも構いません。

〈募集日時〉　月～土のうち、都合の良い曜日

　10：00～15：00頃までの間で、1～2時間ほど

④シーツ交換

お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

2022（令和4）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

介護老人保健施設　あつたの森

①趣味活動のお手伝い

特別養護老人ホーム
オーネスト熱田の杜

〒456-0031　熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F   電話 052-671-2875　FAX 052-671-4019

③散歩のお手伝い（13：30～15：00）

　〈募集日時〉

〒456-0076
熱田区切戸町3-73
【担当：山田】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0074
熱田区比々野町27番地
【担当：川瀬・大塚】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0056
熱田区五番町3番16号　【担当：花木】

　月～土の13：30～14：30くらい 　要相談

　　　　特別養護老人ホーム　なごやかハウス横田　

①シーツ交換
②掃除（居室、トイレ、浴室等）
③食器洗い
④お話相手
⑤認知症カフェの手伝い
（月1回第2水　14：00～16：00）

　要相談

〒456-0052
熱田区二番一丁目5番8号
【担当：加藤】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

①お話相手
②趣味を生かして楽しませてくださる方
③清掃
④散歩、外出の支援（屋外庭園等）

⑥車椅子清掃・整備

短時間でも構いませんので、いつでもお越しください。

ぱんぷきんふじわらマジックショー

〒456-0022 熱田区横田二丁目3番35号
【担当：桑原】
お問い合せは熱田区社会福祉協議会まで

①話し相手

②入浴後の整髪

③レクリエーションの準備、補助

④清掃のお手伝い（車いす清掃など）

⑤演奏、歌を披露してくれる方

熱田区★福祉ボランティア募集情報

発 行



　　〇レクリエーションを行っていただける方

〈募集日時〉 〈募集日時〉
　月・火・水・金　13：30～14：45

〈募集日時〉 〈募集日時〉
　①　水・金　ご都合の良い時間（見学可能） 　2か月に1回程度。要相談。

〇主に小中学生を中心に子どもと関わる活動をして
います。
〇行事は、キャンプやクリスマス会、お祭りのゲーム

〇子どもと一緒にキャンプやゲームで楽しみたい方　　　　　　その他依頼に応じて活動

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
〒456-0031　熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F   電話 052-671-2875　FAX 052-671-4019

〒456-0031 熱田区神宮3丁目1-15
　　　　　熱田区社会福祉協議会内
【担当：小泉】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0051　熱田区四番2丁目10-10　熱田児童館
内
【担当：加藤】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

　（定例会）原則第2土曜日午後2～4時

2022（令和4）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

　②、③　月～土　14時～15時（見学可能）

〇歌、楽器演奏で楽しませてくださる
方。

　火、水　13:30～14:30くらい

〇小物づくり等作品作りをして下さる方。

    あつた災害ボランティアネットワーク     熱田区子ども会ボランティアいずみ会

〇平常時における防災・減災についての啓発活動
現在のボランティア数＝15名〇発災時における災害ボランティアセンターの立上げ

〇災害ボランティアの受け入れと調整

〈募集日時〉

【メンバー大募集】　

コーナーなど多種多様です。

癒しのデイサービス名古屋　熱田

〒456-0057
熱田区大宝4-9-27　イノアック日比野ビル1F
【担当：角谷】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〇レクレーションの時間に1時間程度、趣味を活か
して披露してくださる方。

〇習字を教えてくださる方。
（歌、音楽、マジック、演劇など）

グループホーム
フレンズハウス古新町

①マージャンのお相手
②手品、歌、ダンス、楽器演奏等で楽しませて下さ
る方
③小物づくり等作品作りをしていただける方

〒456-0056
熱田区三番町6-26
【担当：菊池】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0064
熱田区古新町2丁目72番地
【担当：水谷】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

パナソニックエイジフリーケアセンター
あつたデイサービス

サン太陽ショートステイ熱田

〒456-0059
熱田区八番二丁目10-16
【担当：馬場、神野】
お問合せは熱田区社会福祉協議会まで

熱田区★福祉ボランティア募集情報★

発 行
編 集

他



　毎週（水）13:30～15:30 　4の倍数の日　13：00～16：30

　熱田区六番二丁目7-6（見学可能）

〈活動場所〉書店が中心です。

お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〈募集日時〉

　平日10：00～15：00のうち１～２時間程度

トで癒しのひとときを提供しています。

2022（令和4）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

サークルぐーちょきぱー 　　本の修理屋さん

　ペガサス会

〇介護や福祉に携わる方たちにハンドトリートメン

お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〈活動場所〉

〈活動日〉

　熱田区いきいき支援センターおもちゃ図書館　ぴーかぶうのおうち

お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

いちごっちくらぶ

〈活動日〉
　月5回程度

　本の修理　本を修理することでで、子どもに物を大
切にする心を育みたいと思って活動しています。
　令和４年からは「まちライブラリーなかよし」の活
動も手伝っています。
〇本の修理
〇「まちライブラリーなかよし」の貸出作業、本の整
理等

〇「障がい」について知り、コミュニケーション方
法を学んでいます。
〇レクリエーション・交流を通して地域の行事に参
加しています。

　　　　　　ボランティアルーム（見学可能）

〈活動日〉

〒456-0031　熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F   電話 052-671-2875　FAX 052-671-4019

〈活動場所〉

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

〒456-0051　熱田区四番2丁目10-10　熱田児童館内
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

　

〈活動日〉　※日・祝は休み

〇絵本の読み聞かせ＆絵本カバーで作るエコバック
他、絵本とワークショップや絵本カフェを行います。
〇子育て中のお母様やお子さんだけでなく、私たちも
楽しい絵本で豊かな心を育み、ホッとしたやさしい気
持ちになります。　　　　　　ぜひご一緒に。

　月1回の絵本カフェは毎月変わりますのでそのたび
に連絡します。

〇乳幼児向けに玩具を貸出するお手伝い
〇遊びの場所を提供するお手伝い

　孤立しがちな高齢者に対する安否確認や孤独感の解
消のため、定期的に見守り電話相談（いきいきコー
ル）をしています。
〇話し相手をしてくださる方

〈活動日〉

〈活動場所〉

〈活動場所〉熱田区在宅サービスセンター

お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

　毎月第2水曜日10：00～12：00

　熱田児童館内（見学可能） 〒456-0031 熱田区神宮3丁目1-15
　熱田区いきいき支援センター内
【担当：岡本】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

　月1回

　熱田区、昭和区（見学可能）

熱田区★福祉ボランティア募集情報★
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ご近所ボランティアさんを募集しています。

　月～金でご都合の良い日

〈活動場所〉

　熱田区社会福祉協議会（見学可能）

〈募集日時〉 〈募集日時〉

　平日の午後・都合の良い頻度で要相談（見学可能） 　月～土　14：00～15：00　1～２か月に１度

〈募集日時〉 〈募集日時〉

　月・火・木・金 9:30～15:00（見学可能）

　初回は、9:30～11:30

〒456-0066
熱田区野立町1-77
【担当：岡平】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0031 熱田区神宮4丁目9-12
【担当：尾藤・原田】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0031 熱田区神宮4丁目9-12
【担当：尾藤・原田】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

2022（令和4）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

〒456-0031　熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F   電話 052-671-2875　FAX 052-671-4019

　　　熱田区社会福祉協議会

　月・火・木・金 14:30～17:30（見学可能）

〒456-0057
熱田区五番町3-6
【担当：武藤】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

熱田区社会福祉協議会

〒456-0031 熱田区神宮3丁目1-15
【担当：長谷部】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〒456-0031 熱田区神宮3丁目1-15
【担当：玉置】
お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

 介護付有料老人ホーム　虹の郷  デイサービスセンター　おかひら

〇小中高生の障がいのある子どもたちの放課後、余暇
支援
〇近隣の公園に行ったり、公共交通機関を使ったりし
てお出掛けすることもあります

〇通園している2～5歳までの障がいがある子どもたちと
遊んでくれる方
〇行事等のお手伝いをお願いすることもあります

〈募集日時〉

〇ちょっとした困りごと（ゴミ出し、電球取替えな
ど）をお助けくださる方
〇地域での見守り、お話相手やサロンのお手伝いをし
てくださる方

〇衣装のほつれを縫いなおしていただける方
〇着物の生地等をリメイクして小物を作っていただけ
る方

デイサービスあつた 発達センターあつた

①習字を教えてくださる方　　　　　　

②花壇等お花のお世話をしてくださる方

〇手品、歌、ダンス、楽器演奏など趣味を生かし楽し
ませてくださる方
〇漫談、説法、落語など、利用者、スタッフに笑いを
届けてくださる方

熱田区★福祉ボランティア募集情報★
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〈活動日時〉

　毎月7，17，27日　14：30～19：30（応相談）

　熱田区六番町（見学可能）

お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〈活動日時〉 〈活動日時〉

　火・金　午前中（見学可能） 不定期

例）学校、トワイライトスクール

お問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

　　　子ども食堂なかよしごはん

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
〒456-0031　熱田区神宮3-1-15 区役所等複合施設6F   電話 052-671-2875　FAX 052-671-4019

ハッピーデイサービス

〇子ども食堂での調理、配膳、片付け等全般

〒456-0016 熱田区五本松町9番22号
【担当：加藤・盛内】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

〇小物つくりをしていただける方
〇マジックで楽しませてくれる方

〈活動場所〉〒456-0002
熱田区金山町2-8-3ミスミビル１階
【担当：塚原・山科】
問い合わせは熱田区社会福祉協議会まで

2022（令和4）年6月発行
★★★ 希望する活動がある場合は、熱田区社会福祉協議会までお問合せください ★★★

　　　重症児デイサービスlieto

　　　「和だいこ」体験

まつりばやしの笛に合わせて和だいこをたたきます。

〈活動場所〉

熱田区六番町にて子ども食堂を月３回行っています。
子どもが好きな方、料理が好きな方お待ちしていま
す。

時間内で、１時間だけ、２時間のみの活動でも嬉しい
です。

　定員は5名の小規模なディサービスですので、子ど
も一人ひとりに専任のスタッフがつき、安心して活動
していただけます。

2～18歳までの重症心身障がい児と一緒に
〇レクリエーションのサポート
〇行事等のお手伝い
〇外出時のサポートなどをしてくださる方

〈募集日時〉

　土曜、祝日（日曜のぞく）
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