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継続 No.5150 カラオケクラブの補助　

内容 カラオケクラブ（デイサービス）にて盛り上げ役

場所 さくらえん（桜堤2-8-31）

依頼 さくらえん

継続 No.5041 レクリエーション活動の補助

内容 演奏、趣味活動補助、踊りなどの活動補助もしくは披露

活動日 第4日曜　14：00～15：00

募集人数 1名

その他
動きやすい服装で、ボランティア保険加入必須
明るい方、人とかかわるのが好きな方募集！

その他
持ち物：上履き
駐車場あり、電子ピアノあり、控室あり

依頼 ジャパンケア武蔵野デイサービス

継続 No.5023 ベッドのシーツ交換

場所 ジャパンケア武蔵野デイサービス（吉祥寺南町2-38-7）

活動日
月曜～金曜
①10：30～11：30 ②14：00～15：00 ③15：30～16：30

募集人数 若干名

募集人数 ３名

その他 交通費あり（要相談）、駐車場あり、控え室あり

依頼 三鷹中央リハケアセンター

内容 ２～４階の入所者が利用するベッドのシーツ交換

場所 三鷹中央リハケアセンター（三鷹市下連雀9-2-7）

活動日 月～金曜 10：00～12：00の都合の良い時間帯
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活動日 第４水曜　13：30～15：30

募集人数 １名

その他
検便不要、動きやすい服装で、ボランティア保険加入必須
明るい方、人とかかわるのが好きな方募集！

継続 No.5002 料理クラブの補助

内容 料理クラブでの利用者の活動補助（簡単な調理の補助）

場所 さくらえん（桜堤2-8-31）

場所 さくらえん（桜堤2-8-31）

活動日 第３月曜　14：00～15：30

募集人数 １名

依頼 さくらえん

継続 No.5001 手工芸クラブの補助

内容
手工芸クラブでの利用者の活動補助
（縫い物・編み物・ペンケース等の作成の補助）

内容
園芸クラブでの利用者の補助
（プランターに寄せ植えする手伝い、野菜を植える手伝いなど）

場所 さくらえん（桜堤2-8-31）

活動日 第２月曜　14：00～15：00

その他
動きやすい服装で、ボランティア保険加入必須
明るい方、人とかかわるのが好きな方募集！

依頼 さくらえん

継続 No.5000 園芸クラブの補助

募集人数 １名

その他
動きやすい服装で、ボランティア保険加入必須
明るい方、人とかかわるのが好きな方募集！

依頼 さくらえん
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継続 No.4999 習字の指導・補助

内容
習字の指導・補助
（お手本を書いてくださる方を希望）

場所 さくらえん（桜堤2-8-31）

依頼 さくらえん

継続 No.4987 習字の指導

内容
書道サークル（8～10名程度）での指導
（施設職員の付添いあり、書道の材料は施設で用意）

活動日 第４月曜　14：00～16：00

募集人数 １名

その他
動きやすい服装で、ボランティア保険加入必須
明るい方、人とかかわるのが好きな方募集！

その他
交通費あり、駐車場あり、控え室あり、食事あり（必要に応じて）
持ち物：動きやすい服・運動靴（施設内土足のため）

依頼 ケアコート武蔵野

継続 No.4971 おやつの配膳等デイサービス補助

場所 ケアコート武蔵野（境南町5-10-7）

活動日 月１～２回程度（時間は要相談）

募集人数 ３名

募集人数 １名

その他
駐車場なし、動きやすい服装で
ボランティアへの食事・交通費なし、ボランティア保険加入必須

依頼 さくらえん

内容 おやつの配膳をはじめとするデイサービスのお手伝い

場所 さくらえん（桜堤2-8-31）

活動日 月曜～土曜　13：30～16：00の間で
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活動日 月曜～土曜　13：30～16：00の間で

募集人数 １名

その他
駐車場なし、動きやすい服装で
ボランティアへの食事・交通費なし、ボランティア保険加入必須

継続 No.4970 ピアノ演奏と合唱

内容
ピアノ演奏・利用者の歌の補助
（ピアノを弾ける方で、利用者と一緒に歌ってくれる方）

場所 さくらえん（桜堤2-8-31）

場所 三鷹中央リハケアセンター（三鷹市下連雀9-2-7）

活動日 木曜・金曜　13：30～14：45

募集人数 １名

依頼 さくらえん

継続 No.4967 俳句の指導

内容 利用者を対象とした俳句の指導

内容 デイサービスの日中プログラム等の補助・付添い

場所 ゆとりえ（吉祥寺南町4-25-5）

活動日 9：30～15：30の間で出来る時間（月１回から可）

その他
交通費あり（往復の費用実費支給）、駐車場あり、控え室あり
食事なし、上履き不要

依頼 三鷹中央リハケアセンター

継続 No.4936 デイサービス日中活動の付添い

募集人数 ４名

その他 食事あり（450円で提供）

依頼 ゆとりえ
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継続 No.4871 施設での手伝い

内容
利用者へのお茶出し、レクリエーションの手伝い、散歩の付添い
外出レクリエーションの付添い、お話の相手など

場所 武蔵野館（関前2-16-5）

依頼 武蔵野館

継続 No.4855 習字のサポート

内容 習字活動のサポート（主にお手本の作成）

活動日
月～金曜　①10：00～16：00 ②13：00～16：00
（特に、月曜、金曜を希望）

募集人数 １名

その他
一日活動は食事あり・半日活動はおやつあり
動きやすい服装で

その他
交通費あり（往復の費用実費支給）、エプロンの用意あり
駐車場あり、控え室あり

依頼 三鷹中央リハケアセンター

継続 No.4812 唱歌の演奏

場所 三鷹中央リハケアセンター（三鷹市下連雀9-2-7）

活動日 木曜・金曜　13：30～14：30

募集人数 １名

募集人数 若干名

その他 食事あり（200円で提供）

依頼 おとなりさん。小金井公園

内容 利用者と一緒に歌いながらの演奏

場所 おとなりさん。小金井公園（西東京市新町6-11-16）

活動日 要相談
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活動日 10：00～15：00の間（要相談）

募集人数 若干名

その他
交通費あり、駐車場あり、控室あり（事前に要相談）
持ち物：運動靴（施設内土足のため）

継続 No.4797 絵手紙レクの補助

内容
参加者３名～10名の絵手紙レクの補助
（題材、材料などは施設で用意）

場所 ケアコート武蔵野（境南町5-10-7）

場所 吉祥寺ナーシングホーム周辺（吉祥寺北町2-9-2）

活動日
月曜～土曜　13：30～15：00
（散歩時間は実質１時間程度）

募集人数 ５名

依頼 ケアコート武蔵野

継続 No.4783 散歩の付添い

内容
デイサービス利用者との散歩
（施設内および施設周辺、職員同行）

内容 ３名～５名の利用者とお話しながらの折り紙

場所 ケアコート武蔵野（境南町5-10-7）

活動日 月曜～金曜　10：00～15：00の間

その他 雨天中止

依頼 吉祥寺ナーシングホーム周辺

継続 No.4767 折り紙補助

募集人数 若干名

その他
交通費あり、駐車場あり、控室あり（事前に要相談）
持ち物：運動靴（施設内土足のため）

依頼 ケアコート武蔵野

6



継続 No.4761 レクリエーションの手伝い（工作・絵画）

内容
・手づくり工房（工作）の手伝い（季節に合ったもの）
・絵画の手伝い（主に絵具を使って行う）

場所 レストヴィラ武蔵境（三鷹市井口3-16-24）

依頼 レストヴィラ武蔵境

継続 No.4590 デイサービスの手伝い

内容
・お茶入れ、片づけ
・お話相手、プログラムの活動補助

活動日 14：00～15：30（曜日は要相談）

募集人数 若干名

その他 特になし

その他
動きやすく、汚れてもよい服装
（ホール内は裸足なので靴下が汚れる可能性あり）、ロッカーあり

依頼 高齢者総合センター

継続 No.4585 ベッドメイキング

場所 高齢者総合センター（緑町2-4-1）

活動日
土曜（１日の場合）10：00～15：30
　　（半日の場合）10：00～12：00、13：00～15：30

募集人数 若干名

募集人数 ２名

その他 活動終了後、施設内の喫茶でお茶を１杯サービス

依頼 吉祥寺ナーシングホーム

内容 ベッドメイキングの補助（職員同伴）

場所 吉祥寺ナーシングホーム（吉祥寺北町2-9-2）

活動日 水曜　10：00～11：30（できれば第二水曜以外）
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活動日 月１、２回程度　14：00以降（曜日は要相談）

募集人数 ①１名　②５～６名

その他 交通費実費

継続 No.4577 ①書道・②歌の講師

内容
①書道（道具は必要に応じて施設で準備）
②歌（マイク、CDデッキ、ラジカセは施設で準備）

場所 稲垣薬局デイサービス吉祥寺（吉祥寺本町1-38-3）

場所 おとなりさん。小金井公園（西東京市新町6-11-16）

活動日 要相談

募集人数 若干名

依頼 稲垣薬局デイサービス吉祥寺

継続 No.4389 習字の指導

内容 習字の指導

内容 デイサービスで利用者と手芸をする

場所 吉祥寺本町在宅介護支援センター（吉祥寺本町4-20-13）

活動日 2ヶ月に１回　水曜・金曜　13：30～15：30

その他 食事あり（200円）

依頼 おとなりさん。小金井公園

継続 No.4309 手芸プログラムの補助

募集人数 １名

その他 交通費実費（要相談）

依頼 吉祥寺本町在宅介護支援センター
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継続 No.4172 工作の補助

内容 わくわく倶楽部で利用者のペースに合わせ工作を一緒に楽しむ

場所 特別養護老人ホームゆとりえ（吉祥寺南町4-25-5）

依頼 特別養護老人ホームゆとりえ

継続 No.3953 入浴後の整容とフロア誘導など

内容 入浴後の利用者の整容（ドライヤーかけ）後、フロア誘導

活動日 毎月第１・３土曜　9：45～11：00

募集人数 ３名

その他
毎月参加できなくても可
希望者には450円で食事提供あり

その他

依頼 特別養護老人ホームゆとりえ

継続 No.3931 庭の手入れ

場所 特別養護老人ホームゆとりえ（吉祥寺南町4-25-5）

活動日 月曜～土曜　14：30～16：00

募集人数 女性４名

募集人数 ５名

その他
雨天中止
毎週の参加でなくても可

依頼 ゆとりえデイサービスセンター

内容 庭の草花の世話

場所 ゆとりえデイサービスセンター（吉祥寺南町4-25-5）

活動日 毎週水曜　10：00～11：30

9


