
ボランティアを依頼したい・・・！

趣味や特技を活かして

春日部市内には、たくさんのボランティア活動者がいます！

社会福祉協議会に登録している団体・個人をご紹介します

ボランティアをしてみたい・・・！

ぜひご相談ください♪

２０２０．６現在

２０２２年10月現在
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・ ボランティアとは、見返りを求めずに社会貢献する活動です。

・ 大切なことは人に言われて活動するのではなく、自分が何かをしたいと思う心です。

・ ただ自己満足でやるのではなく、社会や相手に必要とされている活動をすることが大事です。

・ 自分ができる範囲で行う活動なので、資格は必要ありません。

・ しかし、自分の行動には責任をもって活動する必要があります。

① 無理をしない
出来ることから出来る範囲で始めましょう。

② 安全面に気を配る
責任を持って行動しましょう。

また万が一に備えてボランティア保険に加入

しましょう。

③ ルールを守る
受け入れ先の指示に従い、約束を守りましょう。

④ 善意の押しつけに気をつける
相手の立場になって活動しましょう。

⑤ 楽しむ心を忘れず積極的に取り組む
楽しむことが長続きの秘訣です。

⑥ 自分も成長する
常に学習する心を持って活動に取り組み

ましょう。

⑦ 身近な人へ伝える
体験で学んだことを伝えましょう。
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3

…春日部市ボランティア活動推進連絡会加入団体

No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

1 桜樹会

・車イス散歩、レクリエーション、洗濯物

整理

・社会福祉協議会、ボランティア活動

推進連絡会の依頼による行事への労

力ボランティア

・市内福祉施設の行事の手伝い

養護老人ホーム、彩

光苑、清寿園、さくら

デイサービス、ふくしの

まち他

定例会…第1週木曜日

10:00～11:00

 　　　　　　第2週水曜日

10:30～11:00

 　　　　　　第3週木曜日

13:00～15:00

無 ○

・彩光苑では車イスでの苑外散歩、洗濯物整

理、レクリエーション

・清寿園ではカラオケ、レクリレーション等

　私達のグループは労力ボランティアを中心にした

活動をしております。

　出来ることを出来る時間で無理をせず、長くつ

づけることをモットーに活動をしております。

2 春日部188の会
消費者被害防止のための寸劇及びカ

ルタ

庄和社会福祉セン

ター、牛島ボランティア

センター

定例会…第2金曜日

13:30～15:30 500円/年 ○

　消費者被害防止サポーターの集まりです。

　高齢者の被害防止に役立つ寸劇やクイズで

周知活動を行なっています。被害防止のカルタを

作りました(50音)。貸出しもいたします。

　興味のある方一緒に活動しましょう。

高齢者福祉活動

新型コロナウイルス集団発生防止に努めましょう

３つの密を避けましょう！
① 密閉空間（換気の悪い密閉空間であること）

② 密集場所（多くの人が密集していること）

③ 密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発話が行われる）

（厚生労働省HPより抜粋）



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

3
春日部市回想法ボランティア

（ふれあい幸齢倶楽部）

・回想法はアメリカの精神科医ロバート

バトラー氏により提唱され高齢者を対

象とした心理療法です。音楽や映像を

鑑賞し、昔の記憶を想起し、語りあうこ

とで脳を活性化させ、認知症予防や改

善等に活用されています。

・詳しくは「NHK回想法ライブラリー」を

検索。

・市教育センター、公

民館、

・介護施設（特養、

デイサービス）

・オレンジカフェ、地域

交流サロン

・自治会など

【随時】介護施設等からの依頼

【不定期】年2回　映画で回想

法 武里南地区公民館

無 ○

・昔の歌（懐メロ）や映画を鑑賞しながら思い

出を語り合い、認知症の予防や改善を目指す

「回想法」を紹介しています。

・男女別や年齢層別に各種プログラムを用意し

ていますので、ご相談ください。地域交流サロン、

自治会向けに「映画で回想法」を用意していま

す。

・団体活動の詳細はWeb「春日部市回想法」

で検索。出前講座の依頼は「かすかべし出前講

座」からWebで。

・問合せは熊谷（090-8114-3063）まで。

4
給食ボランティア

モンキーポート粕壁地区

70歳以上の単身世帯の方を対象に

給食ボランティアの活動

・あしすと春日部

・粕壁南公民館

第2週及び第4週土曜日

9:00～14:00

1,000円/

年
○

　モンキーポート粕壁は上地区があしすと春日部

で、下地区が粕壁南公民館で6回ずつ、合計

年に12回活動しています。70歳以上の単身世

帯の方でご希望される方を対象にしています。

 季節に合った手作りの料理と歌などで楽しんで

頂いております。

5
給食ボランティア

モンキーポート武里地区

月1回70才以上の単身老人に給食

（手作り）を提供している
武里市民センター 水曜日8：30～14：00 無 ○

　70歳以上の単身者に月一回昼食を作ってい

ます。

　手作りなので皆様に喜ばれています。
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

6
給食ボランティア

モンキーポート豊野地区

毎月第4木曜日に単身高齢者を対象

に昼食会を実施

①前日（水）9：00～買い物（食

材の準備）

②当日(木)9：30～調理、12：00

～会食、お誕生月の方へ花束のプレゼ

ント、予防介護レク、14：00～16：

00終了後、反省会、次回メニュー等

打合せ

藤塚公民館

定例会…年間5、6、7、

9、10、12、1、2、3月の第

4週木曜日9:30～16:00

準備…第4週水曜日9:00

～11:00

無 ○

　単身高齢者にとって1回でも多く、外出し、交

流できる場を提供し、介護予防の一助にしてほ

しい。

　食後の1時間は、介護予防レクを実施し楽し

んでいただきます。

　ボランティア会員は常時募集中で、認知症予

防に最適の活動です。

7
給食ボランティアモンキーポート

豊春東地区
70歳以上単身高齢者対象の給食会 豊春第二公民館

給食会…第1週水曜日

（8月・1月と第1水曜日が

祝日と重なる月はお休み）

無 ○
　豊春東地区内・70歳未満の方で一緒に活動

してくれる方を募集しています。

8
傾聴ボランティア

ピアサポートかすかべ

活動場所に直接伺い、約1時間きちん

とお話しを聴かせて頂く。
高齢者施設、個人宅

定例会…第4週土曜日

13:30～15:30

1,200円/

年 ×

　相手の話を否定せずにありのままに受け止めて

お聴きする「聴く」というボランティアです。

　話し手の心に寄り添いきちんと聴くことで心の援

助をします。

　聴くことで出来る社会貢献を目指しています。

9 会食会こすもす

・月に1回高齢者とボランティアが食事

を作りながらふれあう。

・午後は脳トレ、ゲーム、体操などで楽

しむ。

庄和社会福祉セン

ター

会食会…第2週火曜日

9:00～15:30

1,200円/

年

会費300円

/月（参加

月のみ）

○

・月に1回高齢者とボランティアが食事を作りなが

らふれあう。

・午後は脳トレ、ゲーム、体操などを楽しむ。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

10 新ふれあい会食会

毎月1回高齢者との食事会（手づくり

会食）のあとふれあい事業（唄、おど

り、ゲーム、お話等）和と健康で自立

生活が出来るようにしている。

正風館
定例会…第4週木曜日

8:30～16:00
300円/月 ○

11 セラピューティック・ケア
手のぬくもりを伝えるやさしいマッサージ

で心身を癒すメンタルケアの活動です。

定例会・練習は豊春

地区公民館

慰問は主に豊潤館

定例会…第3週木曜日or

金曜日10:00～12:00

施設訪問…第3週木曜日

or金曜日13:30～15:30

3,000円/

年
○

　セラピューテッィク・ケアは英国赤十字社で生ま

れたメンタルケアを目的としたスキル

　首・肩・手・足を両手のぬくもりで癒していくこの

ケアは認知症やターミナル期の介護にも生かされ

ています。

　スキルを覚えて一緒にボランティア始めません

か。

12 ハンドセラピー輪 介護施設等でのボランティア活動
市内または近隣の介

護施設での活動

定例勉強会…第4日曜日

10：00～12：00

1,000円/

年
○

　手のひらの温もりをつたえるハンドセラピーとリラ

クゼーションを行っている団体です。

13 藤内牧ボランティア 散歩介助、話し相手 彩光苑
第1～3週水曜日

10:30～11:30
無 ×

6
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

14 ふれあい倶楽部

施設にて、傾聴や遊び相手（トランプ・

花札などのゲーム・折り紙・将棋な

ど）、失語症会話パートナーも可能

ロイヤルケアセンター、

あしすと、ゆっく武里な

ど

定例会…毎月第二金曜日

13：30～

活動日…土曜日12:45～

13:45など

火・水・木曜日10:00～

12:00

500円/年 ○

　V連の他、春日部市市民活動センター・春日

部まちづくり応援団の企画活動等にも積極的に

参加。藤塚小学校放課後子ども教室手伝いな

ど。

15 V.Gきぼう
特別養護の高齢者施設でのコーヒー

サービス、洗濯物整理
彩光苑、清寿園

定例会…第2週月曜日第

4週木曜日9:50～

11:00、第4週水曜日

14:30～15:30、第3,5

週金曜日13:30～

無 ○
　コーヒーサービス、洗濯物整理の労力奉仕サー

クルです。

16 舞美ボランティア

大正琴の伴奏にて合唱と歌体操による

老人施設でのレクリエーションやリハビ

リ、軽介助の労力奉仕並びにハンドセ

ラピー等々

市内の老人施設他

定例会や練習は内谷

区画整理記念館

定例会…年4回（3月、6

月、9月、12月）第3火曜日

10:00～12:00

練習日…定例会後13:00～

15:00必要に応じてその都度

・フラワーヒル：毎月第3火曜

日

・勝彩園：（特養）第1木曜

日、第3金曜日または第2火

曜日の月2回（ケアハウス）

第1木曜日

・まきば園：奇数月の水曜日

・ゆたか：偶数月第1火曜

日、奇数月第3金曜日

・ご長寿：毎月第2金曜日、

第4水曜日

・ちとせ：偶数月第3土曜日、

奇数月第2水曜日

・豊潤館：月1回

・彩光苑：毎月第1・第3水

曜日

無 ○

　施設での労力奉仕を行うと共に大正琴の伴奏

で合唱し歌体操等をみなさんと明るく楽しく元気

に活動しております。

　無理せず細く長くをモットーとしております。ぜひ

見学にいらして下さい。

　ハンドセラピーもやっております。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

17 友愛電話「桐の会」

・単身老人及老夫婦世帯への友愛電

話

・電話による安否確認

春日部市ボランティア

センター

定例会…月1回。概ね第

2，4週月、火、水、木、金

曜日10:00～12:00

1,200円/

年
○

　ご紹介ください

　あなたの周りでひとりさみしく生活をしている方は

いませんか？本人が希望すれば桐の会から月２

回、「お元気でいますか」と電話をいたします。

　みんなで住みよい地域にしていきましょう。

No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

18
春日部おもちゃの図書館

「うさぎとかめ」

障がいのある子供達にたくさんのおも

ちゃを用意して、気に入ったおもちゃを選

んで楽しく遊ぶ機会を提供する場所で

す。（健常児も一緒に遊べます。）

月2回（開館）

第2土曜日あしすと春

日部（プレイルーム）

第4土曜日エンゼル

ドーム（第一児童セ

ンター）

左記参照

10:00～15:00
無 ○

　「おもちゃの図書館」は子ども達に沢山のおも

ちゃを用意して、気に入ったおもちゃを選んで楽し

く遊んでもらっています。

　障がい児のお子さんには、家でも遊べるようおも

ちゃの貸し出しもするのが「おもちゃの図書館」で

す。

　子どもさんが好きな方一緒にボランティアをして

みませんか。

19 春日部手話サークル

手話を学ぶことを通じて聴覚障がい者

と健聴者との交流を深め、さらに聴覚

障がい者の福祉向上を図る。

[定例会]春日部コ

ミュニティセンター・あし

すと春日部

[福祉体験学習への

協力]市内の小・中

学校

定例会昼の部…毎週木曜

日10:00～13:00

定例会夜の部…毎週金曜

日19:00～21:00

2,400円/

年
○

　手話の学習だけでなく、各種イベントの参加と

交流、市主催の手話講習会及び学校等の手

話体験への協力・機関紙の発行など様々な活

動を行っています。

　見学はいつでも大歓迎。お気軽にご連絡下さ

い。

20 春日部点字サークル 視覚障がい者への点訳
春日部市立中央図

書館2F集会室

定例会…火曜日10:00～

12:00

1,200円/

年
×

・毎週火曜日は定例会

・中途失明者への触読指導

・その他点訳依頼の点訳

障がい児・者福祉活動

8
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

21
障害者の為の市民・大学モノ作

りネットワーク

・コロナ禍の中、展示実演の停止。

・ふじ学園への手作り道具の提供。

・教育センターでのロボットの実演。

春日部市（あしすと、

ぽぽら春日部）、教

育センター、生涯教育

定例会…第2週金曜日

13:00～17:00
無 ○

　センサー・電子回路と人工知能を結び付け、

重い障がいを持つ子の機能の回復アシストを目

指す。

　市内の老人施設・地域交流カフェにおいてロ

ボットカフェを開催。様々のリハビリ目的のロボット

と親子の交流の場を設けている。

22 手のひらの会

手話を学ぶことを通じてろうあ者と健聴

者の交流を深め、更に一般社会に社

会福祉の向上を図る

庄和福祉センター

定例会…毎週火曜日

19:30～21:00、毎週土

曜日14:00～16:00

2,400円/

年
○

　勉強しながら楽しくろうあ者の方々と交流を深

めています。

　一度遊びに来てください。

23
朗読ボランティア

花しょうぶの会

・「広報かすかべ」毎号音訳・編集して

CDにコピーし、リスナー（視覚障がい

者）に送付（庄和地区）

・自主CDを作成しリスナーに送付（毎

月中旬、8月12月を除いて）

・庄和図書館内対面

朗読室

・庄和支所内会議室

及び正風館

定例会…毎月「広報かすか

べ」のゲラ割り振りの後実施

9:00～12:00

活動日…基本的にはゲラの

翌々日に収録9:15～

17:00、その翌日が編集

13:00～17:00

1,500円/

年
○

　「広報かすかべ」を音訳し、CDにして視覚障が

い者の方々へ送付しています。

　朗読に関心のある方はぜひ一緒に活動しませ

んか？

24
朗読奉仕グループ

藤の会

・毎月「声の広報かすかべ」を製作（年

12回）

・年2回、独自制作の情報誌「藤だよ

り」を発行

・視覚障がい者から依頼された録音図

書などの作成

・視覚障がい者との交流会

広報ゲラ…あしすと・

教育センター

勉強会、定例会、広

報吹き込み…教育セ

ンター

定例会…毎月第3水曜日

広報ゲラ読み・吹込み…毎

月　月末の3日間

300円/月

（朗読勉

強会講師

謝礼など）

○

　視覚障がい者に感謝され、アットホームな団体

です。

　興味のある方は、是非ご連絡ください。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

25 おもしろ彩エンスクラブ

幼小中学生と保護者を対象にした「お

もしろ科学体験教室」、大人の科学教

室の開催（材料費は実費となるものも

あります）

春日部児童センター、

市内小中学校、公民

館、放課後児童クラ

ブなど

第2週土曜日13:30～

15:00

第3週日曜日13:30～

15:00

1,000円/

年
×

26 学習支援の会ドルトン

小学校高学年～中学3年生までの子

供に対する無償の学習支援※対象の

子供は①本人に学習意欲があること、

②経済的理由から十分な学びが得ら

れないこと、の2点が条件となります。

あしすと春日部
原則毎週水曜日16:30～

21:00
無 ○

学習支援の会ドルトンでは、本人に学習意欲が

あるが、経済的な理由で十分な学習機関が得

られない子供に(小学生高学年～中学3年生

まで)に対し、無償で学習を支援します。

27 春日部おもちゃの病院 おもちゃの修理

第1土曜日…スマイル

しょうわ　第2日曜日

…グー春日部　第3

火曜日…イオンモール

春日部　第4土曜日

…エンゼルドーム

10:00～15:00 500円/年 ○

　こわれたおもちゃを活動場所へお持ち下さい。

機械いじりの好きなドクターが修理に挑戦しま

す。

　機械・おもちゃ・子供が好きな方、トイドクターを

めざしませんか、一度見学に来てください。

28 パネルっこの会

乳幼児から高齢者までを対象に、より

多くの人が生活の時間の一部を楽しく

過ごすことが出来るように、対象者

（児）、季節に応じてパネルシアター、

人形劇、ブラックパネルシアター、手遊

び等工夫して行っている。

子育て支援センター、

保育所(園)、学校、

学童保育、高齢者施

設、自治会、行事支

援等公演慰問。

定例会・練習は月２

回庄和福祉センター

にて。（総会有）

第１・３木曜日

（第1週）10：00～

12：00

（第3週）10：00～

15：00

1,500円/

年
○

児童福祉活動

10



11

No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

29 フレンド庄和
各小学校へ行き車イスについての説明

と体験

（旧）庄和町の小

学校
隋時 無 ×

　体験する事により、一人一人に何ができるか何

をしてあげるかを気づき行動していけるように願っ

ています。

30 昔の遊び本舗

・ベーゴマ遊び等の指導

・綿あめの提供

・ホタル飼育、鑑賞会

児童施設等

障がい者施設等
不定期 無 ×

　児童・高齢者施設等の要請により出向いてい

ます。

31 昔の子ども遊びいちごの会

昔のあそびを子ども達と一緒に楽しむ

「むかしのあそび教室」「ものつくり教室」

を開催

児童センター、幼稚

園、公民館、ハーモ

ニー春日部、市民活

動センターなど

不定期 無 ○
　「子どもの声が聞こえる街つくり」がスローガン。

　昔のあそびを通して子ども達とふれあいましょう。

32 わくわく科学クラブ

青少年に「科学好きになってほしい」と

科学体験教室を開催している。体験

教室では身近な材料でオモチャを作り、

もの作りの楽しさを実感し、オモチャで遊

び、動きや変化を観察し、仕組みなどを

調べる。

児童センター、小学

校、公民館などの市

の施設

コロナの影響で検討中
2,000円/

年
○

　子どもたちと楽しい科学遊びをしませんか。

　私たちは子どもたちとオモチャを作って遊び、楽

しく自然を理解することで科学のおもしろさを実

感する体験活動をしています。

　会員募集中で、子ども好きな人の入会歓迎で

す。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

33 川辺スポーツクラブ

毎週土曜日、川辺小学校体育館・校

庭にて市内小学生を対象に軽スポーツ

の指導を実施

川辺小学校体育館・

校庭

毎週土曜日9:30～

12:00
無 ○

春日部市内小学生を対象にしたスポーツクラブ

です。指導員募集中です。

No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

34 牛島花いっぱいの会
花を育て花プランターを公共施設に提

供したり、老人施設の花壇作り。

牛島ボランティアセン

ター、勝彩園

定例会及び作業…第3週

木曜日10:00～13:00

活動日…第4週木曜日

13:30～15:30※変更の

場合あり

500円/年 ○

　花好きな仲間が集まってプランター栽培を中心

に花を育て公共施設に届けたり、老人施設の花

壇作りをしています。

　花を通して人と人との交流を図りたいと皆で楽

しく月2回活動しています。仲間になりませんか！

35 春日部市ふれあい大学校友会
市内彫刻清掃、大凧マラソンボランティ

ア

市民活動センターぽ

ぽら春日部

定例会…第2月曜9:30～

12:00

1,500円/

年
× 　ふれあい大学卒業後、地域社会に貢献したい

No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

36 赤とんぼ
楽器演奏（ハーモニカ、キーボード、ギ

ター）と歌、手品による施設の慰問

慰問は市内施設及

近隣の市町村の施設

定例会…不定期（隋時）

練習日…特になし
無 ○

　月に6～7回施設への慰問を行っています。

　楽器の演奏や歌うことの好きな方ならどなた

でも歓迎します。

環境美化活動

行事支援活動

12
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

37 いきがい南京玉すだれ

玉すだれ・どじょうすくい・オカリナ、・ウク

レレ・手品・歌をもって施設や学童保育

室を訪問している。

定例会・練習は春日

部市文化会館

訪問は主に高齢者施

設

練習日…第2・4金曜日

9：30～12：00

1,500円/

年

○

（卒

業生

の

み）

　いきがい大学終了者のグループです。

　習得した特技を社会に還元していきましょう。

38 ウクレレ・ヴィレッジ 楽器演奏（ウクレレなど）と昭和歌謡

練習は武里南公民

館

慰問は市内外の施設

練習日…水・土曜日

10:00～16:00
1000円/月 ○

昔なつかしい昭和歌謡をフォークソングなど女性

を中心に楽しく練習しています。また、会員も募

集しています。

39 S.S. MOANA

楽器演奏（キーボード・ギター・ウクレ

レ・ベース）の演奏と歌による施設の慰

問

練習は春日部市米

崎　庄和社会福祉セ

ンター　慰問は市内の

病院・介護施設等

練習日…毎週木曜日

13:00～16:00
無 ○

40
大池婦人会ボランティアグループ

たんぽぽ会

・春日部市民踊連盟で踊っている民

踊、ソーラン節、花笠音頭

・紙芝居、歌いながら体操（青い山

脈、富士山）、折り紙、なぞなぞ等

練習は大池集会所

慰問は市内と近隣市

町村の施設

練習日…主に月曜日

9:30～11:30

13:00～15:00

18:00~20:00

無 ○
　踊りの好きな人大募集。

　男女参加で男子もどうぞ。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

41 春日太鼓 和太鼓を通した奉仕活動、他

育成活動は豊野地

区公民館・庄和南公

民館

依頼を含む太鼓演奏

活動・他

定例会…不定期

育成日…不定期（おもに

日曜日10:00～12:00）

2,000円/

月(器材使

用料金）

○

「太鼓叩いてボランティア」会員募集中！

施設訪問等を目的として月１～2回のゆっくり

練習をしましょう！

42
春日部市連合婦人会（仲間

づくり）
踊り（民踊）、手品、歌、紙芝居 彩光苑

第1週金曜日10:00～

11:30
無 ○

　月に1回、第1週目の金曜日に慰問に行って

います。楽しくやりましょう。

43
ＫＢＳ（春日部ビューティシス

ターズ）

レクダンス・手品・民謡・歌による施設の

慰問
市内施設 不定期 無 ×

デイサービス、老人ホームの利用者様が笑顔で

手拍子したり、一緒に歌ったり踊ったり、とても

楽しんでくださいます。

44 コミセンファンタジー
手品・玉すだれ・クラフト・古切手・プル

トップ集め、着物リフォーム

庄和社会福祉セン

ター、めだかの学校、

庄和和合へ月1回訪

問

コミセン第3土曜日

（12:00～

13:00）

定例会…第2・4木曜日

13:30～15:30
300円/年 ○ 　笑顔で楽しく活動しています。

14
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

45 ザ・昭和歌謡団
1960年代～1970年代の昭和歌謡

の演奏と歌による施設の慰問
慰問は市内施設等

定例会…第1週木曜日

20:00～22:00

練習日…第3週木曜日

20:00～22:00

1,000円/

年（楽譜

代）

×

46 薩摩琵琶芝水会 薩摩琵琶演奏 ○

　古典物から「耳なし芳一」や「東京大空襲」

「文福茶釜」等、その場にあった演奏をしていま

す。

47 幸せグループ
楽器（ハンドベル）の演奏と歌による

施設慰問

定例会・練習は空い

ている公民館　慰問

は市内施設

定例会…年に2回木曜日

13:00～15:00

練習日…慰問のある時に

練習を行う。木曜日13:00

～16:00

300円 ×
　高齢者施設で演芸慰問を行い、要望のあると

ころにも行っております。

48 紫藤太鼓 和太鼓の演奏による施設の慰問

練習は庄和南公民

館又は宝珠花小学

校体育館

慰問は市内施設

公民館まつりに参加

練習日…木曜日15：00

～18：00

3,500円/

月（太鼓

使用料・会

場費等）

〇

　私たちは埼玉県の外郭団体いきいき埼玉が主

催する、いきがい大学の卒業生で、ボランティア

活動の一環として、高齢者施設での演奏を行っ

ています。

　その他、演奏をする機会があれば、どこでも行っ

て演奏を行います。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

49 手話ダンス 花咲み
老人ホーム、デイサービス、病院等への

ボランティア

大沼区画整理記念

館

ハーモニー春日部

庄和南公民館　など

定例会・練習日…火・木・

土（第1週～4週）

10:00～15:00

500円～

1,000円
○

　小学生・中学生・障がい者・高齢者と共に手

話ダンスを通して交流し、地域のボランティアに努

める。

50 手話ダンス「フレンズ」

・手話ダンス

・他の団体（オカリナ演奏）等の共同

でのボランティアも行います。

練習場所は大沼区

画整理記念館

慰問は市内および岩

槻・越谷等

練習日…第2・4日曜日

9:30～12:00
600円/年 ○

　手話が出来なくてもOK。一曲の詩を通して沢

山の手話が覚えられます。

　初心者歓迎。見学・体験も出来ます。

51 庄和マジッククラブ

手品（マジック）による高齢者施設へ

の訪問（ボランティア）、マジックの体

験等の活動

例：藤まつりパレード、平和フェスティバ

ル（バルーン）

定例会…庄和福祉

センター

ボランティアについては

市内及近隣市町村

の保育園、幼稚園、

学童施設、高齢者施

設でのマジック披露

定例会…第1週土曜日

14:00～16:00

練習日…第3週月曜日

14:00～16:00

3,000円/3

ケ月
○

　希望に応じてボランティアに伺います。

　マジック体験も相談に応じます。

52 梅川洋子一座

民謡・カラオケ・腹話術等を演じて、振

り込詐欺・地域の安全・交通事故等の

防止、公民館等諸施設を借用して、

地域の学術・文化・芸術又はスポーツ

の振興事業、高齢者等に対する支援

（車いす等の関連物品の贈呈）事

業。

春日部市及び近隣

市町村（栗橋市・蓮

田市・さいたま市）ほ

か活動要請市町村の

施設・自治会

定例会…第1週 無 ○

　要請施設へ慰問を行っております。カラオケ・民

謡・三味線・民舞・詩吟・寸劇等を演じ、施設

利用者・地域住民の皆様と一緒に活動できる

方がおりましたら、一緒に活動してみませんか。

　楽器の演奏や歌を唄うことが好きな方はどなた

でも大歓迎いたします。一度見学にいらしてくだ

さい。

16
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

53 童謡を歌う会ラルゴ

ピアノ伴奏で童謡をソロや二重唱で歌

います。ピアノ設備の無い場合は、キー

ボード持参します。

練習は市内公民館

（中央公民館、コミュ

ニティセンター）

慰問は春日部市の老

人施設、その他市内

の施設、オレンジカフェ

※月2～3回訪問し

ています。

定例会…不定期（月1

回）

練習日…皆さんの都合に合

わせて決定

無 ○
　童謡を歌って各施設を慰問しています。

　一緒に歌ったりといつも楽しく活動しています。

54 DROPS.
子供達による歌・ダンス・折り紙などの

製作など
正風館

定例会…必要に応じて

練習日…毎週火・水・金曜

日

16:00～21:00

3,000円/

月
○

　春日部を代表するキッズダンスチームです。見

ている皆さんを笑顔に出来る様頑張ります!!!

　季節に施設へ出向き、歌やダンス・折り紙など

を通じて交流を深めます。

　子供達のパワーあふれる笑顔と元気をお届けし

ます。

55 ないすはっつ
ハーモニカ・オカリナ・ギターでの演奏で

歌っていただく。

有

（1,000円

程度/月）

×
　皆さんがご存知の童謡や懐かしい歌謡曲等々

を演奏し、歌ってもらったりします。

56 ハッピーコンサートの会

・歌（ソプラノ）、キーボード演奏などで

施設訪問をしております。

・みんなで歌おうのコーナーが人気で

す。

×

・施設訪問を主として活動しています。

・施設の担当者様からの問い合わせをお待ちし

ています。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

57 ぱる
器楽（マンドリン、マンドラ、ギター他）

演奏と歌の伴奏。

病院、診療所、特

養、デイケア施設、学

童施設　他

定例会・練習日…第3週

金曜日10：00～13：00

必要時に徴

収
×

58 藤萩会 施設の慰問（日舞）

練習：中央公民館・

豊春地区公民館

慰問：市内施設

練習日…第1・3水曜日

13:00～16:00

　　　　　　第2・4金曜日

19:00～21:00

2000円/月 ○
　春日部を中心に日本舞踊を楽しく踊ったり、盆

踊りは皆で踊ってます。

59 ふれあいハーモニーサークル
ハーモニカの演奏と歌の伴奏による施

設の訪問

定例会・練習は中央

公民館、その他の施

設

慰問は市内施設

定例会・練習日…水曜日

14:00～16:00

2,400円/

年
○

　結成より、毎月2回の練習をしてきました。

　平成27年11月末から、ハーモニカ演奏・歌の

伴奏のボランティア活動をしていきたい。

60 フレンドリーＴＢＧ
踊り・ハーモニカ・合唱による施設の慰

問

練習はウィングハット

3F

慰問は市内施設

毎月第2月曜日（合同練

習）

13:00～16:00

1,200円/

年（保険・

資料代）

×

・月に2～3回施設への慰問を行っています。

・募集はターゲットバードゴルフ（ＴＢＧ）会員

のみ
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

61 ボランティア集団「花」（影絵）

・市内施設を訪問し、影絵「花さき山」

「ふき」「半日村」「モチモチの木」「おこり

じぞう」を上演する。

・他は依頼主と相談の上、歌・ゲーム・

皿まわし・懐かしの昭和クイズ・体操な

どを楽しむ。

・時間は1時間程度である。

屋内

広い場所・暗所

定例会…不定期　練習日

…依頼日の前、不定期

3,000円/

年

（保険代

含む）

△

　いきがい大学専攻2期福祉・環境科卒業生を

中心に構成された。

　いきがい大学学園祭の他、3年で30回近く切

り絵の影絵を上演し好評を得ている。題材として

「花さき山」「おこりじぞう」他をOHPを用いて影

絵で上演する。

　その前後にクイズ、歌、皿回し、回想法、カウン

セリング等を入れてみんなで楽しめるよう構成して

いる。

62 マジック１２
手品の披露による介護老人ホーム施

設の慰問

定例会、練習は中央

公民館　慰問は市内

施設

第2週火曜日9:30～

11:30

第4週火曜日9:30～

11:30

500円/月 ○

　どなたにも出来る易しい手品、和気あいあい賑

やかな楽しいマジック教室です。

　又、ボランティア活動も月2回～3回行っていま

す。

63 マハロ　ウクレレ

楽器演奏（キーボード・ギター・ウクレ

レ）の演奏とフラダンスによる施設等へ

の慰問

幸松公民館にて練習

慰問は市内近郊施

設

定例会・練習日…第1・3

土曜9:00～12:00

1,500円/

月
○

　ウクレレの練習をし、各施設での慰問を現在年

間6～7回しています。今後月1回のペースで回

数を増やしたいと思っています。

　ウクレレは気軽に楽しめる楽器です。仲間に

なってください。歌がうたえますよ。

64 リズム＆マジックSTクラブ
学童や施設等に行って、皆様と楽しい

ひとときを過ごす

児童クラブ、高齢者

施設、サロン等

第３水曜日14:00～

16:00
1,000円 ○

　手作り紙芝居、マジック、リズム体操等、観客

と一体となって、その時間を楽しんでいます。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

65 笑いヨガジョイカクテル会 笑いヨガ

定例会…ぽぽら春日

部

慰問…市内施設

定例会…第2.4火曜日、

14：00～16：00

慰問は毎月2回程度

参加費

500円/1回
○

　笑って、笑って、わらって健康笑いヨガ

　さぁ～皆さんの中にある子供の頃の遊び心をく

すぐってみませんか？

　私達の身体は血液を通して幸福感や暖かさや

無条件の愛、絆、忍耐力、思いやりの感性を生

み出します。

　あなたが笑えばみんなも笑う　笑いを通してつな

がる心。

No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

66 NPO法人くらしの相談室 行政書士による無料相談

市民活動センター、宮

代町進修館、くらしの

相談室事務所

第2・4週金曜日、第3,4週

水曜日14:00～16:00

12,000円/

年
×

　無料相談を通じて地域社会に貢献し、行政

書士事務の質的向上を図ることを目的としてい

る。併せて相談内容の解決に貢献する

67 かすかべ案内人の会

①観光客および市民等へのガイド活動

②歴史講演会と文化財講座の開催

（年13回）

③観光事業および農・工・商業への協

力と参加

④中学・高校・大学生案内人の拡充・

育成

春日部市内

定例会…第3週水曜日

9:30～11:30

定期案内日…最終土曜日

9:30～12:00（又は～

15:00）

春日部の歴史講演会…年

6回

春日部の文化財講座…年

7回

1,000円/

年
○

【かすかべ探訪】～かすかべをもっと知りたい～

・春日部市の歴史や文化、産業および民俗等

のガイド活動、各種事業への協力・参加をとおし

春日部市を内外に広くPRし、イメージアップを図

る事業を行っています。

・会員には市内の学区で育った学生案内人もお

ります。また、案内対象者の年齢幅（幼児・小

学生・中学生・成人・高齢者）も広いです。

・かすかべを歩いてみませんか？一緒に楽しい発

見をしましょう！！

啓発・その他の活動
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

68
春日部子ども日本語学習室

「たけのこ」

外国人の子供達（主に小・中学校

生）の日本語と学習の支援を行うボラ

ンティア

武里南公民館
学習日…日曜10:00～

13:00
無 ○

　外国人の子供達のための日本語と学習の支

援を行うボランティアグループです。

　ボランティア募集しています。まずは見学にお越

しください。

69 春日部市華道連盟庄和

生け花展示、児童（小学校）に指

導、文化祭（公民館）、南桜井駅構

内展示　イオンモール 春日部市民文

化会館

公民館、駅、中野

小、桜川小、武里小

一年を通じて活動しておりま

す

3,600円/

年

（保険代、

資料代）

○

70 春日部市国際交流協会

春日部市の姉妹都市・友好都市との

交流、海外教育支援活動ボランティア

通訳の派遣、英会話教室・外国語サ

ロンの開講、日本語教室の開講、日

本語スピーチコンテストの開催、会報誌

の発行

中央公民館、庄和市

民センター正風館、市

民活動センターなど

定例会…月２～３回（不定

期）

○日本語教室（中央公民

館）

毎週木曜日19:00～21:00

毎週土曜日14:00～16:00

○日本語教室（庄和正風

館）

毎週火曜日10:15～11:45

毎週水曜日19:15～20:45

○英会話教室（市民活動セ

ンター）

4/13～6/22毎週水曜日

19:00～20:00

会費

個人：

2,000円/

年

家族：

5,000円/

年

団体：

5,000円/

年

法人：

10,000円/

年

○

　外国人に日本語を教える教室のスタッフを随

時募集しています。

　詳しい内容は協会事務局までご連絡ください。

その他のボランティアについても募集しています。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 定期活動日 会費
会員

募集
団体PR

71 かすかべ　ひつじ食堂 給食サービス、学習支援
カトリック春日部教会

内１階
第2土曜日12:00～15:00 無 ×

　春日部カトリック教会の有志で活動している団

体です。

　こどもがひとりでも気軽に入ることのできるこども

食堂を目指しています。

72 春日部市赤十字奉仕団

ふれあい広場参加、募金活動、献血

奉仕、日赤救急法等の研修参加、市

民向け講習会、古利根川清掃等

役員定例会はあしす

と春日部

慰問は市内福祉施

設。募金及び献血の

手伝い活動について

は市内開設場所

役員定例会…第1週火曜

日10:00～12：00
無 ○

　私たちは地域密着型のボランティア団体です。

　“明るく・楽しく”をモットーに地域社会への貢献

を目指しています。

＜主な活動＞

①日本赤十字社が実施する献血への協力の呼

びかけ。

②特別養護老人ホームで利用者との交流などを

通した、高齢社会への貢献。

③災害による被災者のための募金活動

④災害時に役立つ調理体験講習

⑤赤十字の活動資金への協力・募集

など、さまざまな活動を行っています。

　活動への参加・見学も随時お待ちしています。

73 庄和「日本語サロン」

・庄和地区在住の外国人の方々への

日常日本語学習の支援を行う。

・はなしことば、ひらがな、カタカナ、漢字

を覚えさせている。

正風館２Ｆ
火曜日10:00～12:00

水曜日19:00～21:00

2,000円/

年
○

　日本語サロンは市内在住の外国人に対して、

日本語の学習を通じて、住民との相互理解と社

会参加を促すことを目的として活動を行なってい

ます。

　いつでも気軽に立寄れ居心地のよい場所作り

に努力しています。
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 会費 会費
会員

募集
団体PR

74
春日部市食生活改善推進員

協議会

「自分達の健康は自分達の手で」のス

ローガンでバランスの取れた献立で市民

の皆様に伝達しています

保健センター、各地区

公民館

第1週月曜日9:30～

13:00

1,000円/

年
○

　「自分達の健康は自分達で」のスローガンのも

とバランスの取れた献立で地域の皆様に伝達し

ています

75 春日部ラグビースクール ラグビー・タグラグビーを子供達に広める

ウイングハット芝生広

場、まきば園まきば

コート、余熱利用施

設暫定広場

練習日…毎週日曜日

9:00～12:00火曜夕方、

土曜9:00～12:00、木曜

17:00～19:00

9,600円/

年（幼

児）

12,000円/

年（小学

生）

13,000円/

年（中学

生）

○

　女の子もたくさん所属しています。ラグビー・タグ

ラグビーに興味がある方は、お気軽に連絡くださ

い。

76 グローバルファミリー

・言葉、生活習慣に慣れない外国人の

サポート及びサロンの開催

・外国文化、料理の紹介

ぽぽら春日部

公民館

第3週土曜日

19：00～21：00

2,000円/

年

（半期

1,000円）

○

　春日部を中心に外国籍の人、日本人が互い

の文化を知り、認め合い、楽しく交流を深めてい

ます。



No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 会費 会費
会員

募集
団体PR

77
JHＷN一般社団法人日本保

健福祉ネイリスト協会

訪問ネイル、ハンドトリートメント、爪磨

き、カラーリング

デイサービスなど介護

施設
不定期

3,000円/

年
○

〈ネイルをして笑顔になりませんか〉

・指先（爪）がきれいになると自然と笑顔になり

ます。

・きれいなネイルをながめたり、色を選ぶことで、

日々”きれい”を意識して、心が元気になってきま

す。認知症も予防・改善も期待できる！との研

究結果も出てきました。

・依頼があれば訪問させていただきます。

78 白い恋人の会 折紙製作・展示
春日部中央総合病

院

第2・4月曜14:00～

17:00
無 ○ 　折紙製作等行なっています。

79 武里日本語教室
地域在住の外国人に日本語を教え、

生活の相談も対応する
武里大枝公民館 毎週日曜10:30～12:30 無 ○

詳細はホームページへ

takesato-

japaneseclass.amebaownd.com

(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)

facebook.com/JapaneseClassTakesato

(facebook)

80
特定非営利活動法人アグリドッ

グレスキュー

各動物センター、保健所より犬を引出

し一旦各預かり宅にてケアをし一般家

庭に譲渡しています。

埼玉、千葉、東京、

茨城

譲渡会　第4週日曜日

11:00～14:00
無 ×

保護・譲渡事業を基盤とし、さらに多くの動物の

命を救い動物愛護の精神を広く伝え、子供たち

に命の大切さを伝え情緒豊かな子供を育て、人

間と犬とが共生出来る社会の実現を目指してい

きたいと考えます。
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No 団体名 活動内容（詳細） 主な活動場所 会費 会費
会員

募集
団体PR

81 ひまわりグループ

古切手（使用済）を収集・整理の上

埼玉県深谷市にあります「養護盲老人

ホームひとみ園」に寄贈しております。

毎月2回水曜日武里

ボランティアセンター

定例会…毎月2回水曜日

13:00～16:00
無 ×

82
ふれあい大学寺子屋パソコンク

ラブ

パソコンを通じてコミュニケーションを共

有し、コミュニティーの活性化とボランティ

ア活動への積極的参画活動

春日部市民活動セン

ター（ぽぽら）

定例会…第１水、第3水

曜日9:00～12:00
300円/月 ○

　パソコン寺子屋スタイルでの学習を通じて「ふれ

あい」を大事にして地域社会の活性化と、ボラン

ティア活動推進に積極的参加

83 ほっこり虹の会
・子供の町の夏祭り・さつまいも作り

・市内公園の草刈、花工房の手伝い

子供の町、庄和運動

公園

定例会…第2火曜日

14:00～16:00

活動日…毎週土曜日

10:00～12:00

500円/年 ○
・子供の町への協力

・庄和運動公園の清掃活動

84 ボランティアキャラバン　オクト

衣食に関わる支援

子どもの虐待防止（オレンジリボン運

動）の活動

女性の悩みに対する傾聴

ワークショップ・イベントなどの開催

市内施設

フードパントリー　月1回程

度

ワークショップ開催　不定期

オレンジリボン運動キャンペー

ン　不定期

傾聴など　応相談

無 ○

子どもから高齢者まで豊かに暮らせるよう、「困っ

た時はお互いさま」の精神で、それぞれの気持ち

に寄り添った活動を目指します。また、人と人を

結びつける基地的な場所になれるよう努めます。



No 氏名 活動内容（詳細） 主な活動場所

1 二束亭三文（大内明）
落語・漫談

希望により、ウクレレ（歌謡曲）
越谷、春日部

2 みー先生のおかしな世界 お笑い腹話術・マジックショー
春日部市周辺市町

村

3 東京鉛筆 工作（手造鉛筆、竹笛、箸置など）
春日部市周辺市町

村及び都内

4 哀愁のオカリナ吹き夢追い人
オカリナ演奏、詩の朗読、ボッチャ、ラジ

オ体操、救命講習

5 アイネット
高齢者・障がい者対象のパソコン利用

相談・指導

春日部市内(自宅訪

問、教育センター)

6 オオタケ　アキオ
ナツメロ、昭和歌謡等の歌による施設

慰問
春日部市内

個人ボランティア

PR

・出し物は漫談、落語、ウクレレ漫談（あ、あーやんなっちゃった）

・漫談は自作（きみまろネタが多い）OBAさんの品格、ご苦格、ご苦道の妻たち、愛の酸化

・落語は古典、新作、ともに有ります。「そこつ長屋」、「金明竹」、「さかな根問い」、「湯屋番」、「出

来ごころ」、「牛ほめ」、「紙入れ」、「義眼」、「新作・裕次郎物語」、「結婚相談所」、「時そば」、

「紙入れ」、「長短」などです。どの作品も25～30分です。

・その後、ウクレレのナツメロ皆で歌おう歌謡曲も好評です。

　みー先生のおかしな世界～お笑い腹話術マジックショー～の30分～60分間の公演です。

　保育園から高齢者施設までの公演等が、令和元年12月に500回を超えました。

　道具の取扱い方が習得できます。

　リピーターの方が多いです。上手くはないですが心を込めて演奏します。

　要望があればサックス奏者も同行します。

視覚障がい者専用ソフト利用のご相談

　ナツメロ、昭和歌謡等の歌による施設の慰問。
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No 氏名 活動内容（詳細） 主な活動場所

7 還暦亭生一本 落語
春日部・杉戸・宮代・

石巻・気仙沼

8 カオル なんでもOK 特定せず

9 こばと♪ 童謡・映画音楽
岩槻区・春日部市

（豊春・武里）

10 猪山　吉徳 地方に伝わる話を語る

11 くーみん 乳幼児の悩み相談 市内

12 ノートテイク 要約筆記奉仕活動（筆記代行）
春日部市周辺市町

村及び都内

その他　個人登録者　１8名（イベント手伝い、話し相手、趣味の相手、軽作業など）

　還暦60歳で落語を始めました。

　いつも一所懸命です。

　英語の読み書き、イタリア語は日常会話ができます。

　技術計算や、パソコンの活用について支援することも可能です。

　オカリナ演奏で、童謡・映画音楽

・地元に伝わる昔話の世界を分かりやすく解説します

・座布団に座って、皆様に話しかけます

・飲み物は持って、水分補給をお忘れなく！！

どうしたらいいかわからない、自分の時間がない等、不安なことをお聞きして少しでも安心につなげら

れたらと思います。

聞こえに悩みを抱えている方のお手伝いをいたします。

・映画鑑賞会（図書館、公民館などのミニシアター）、講義、漫談、落語、トークショー

・講演会、パネルディスカッションの聴講等

耳の聞こえが充分でなく、気になるトークイベントや交流会、発表会に出席できないというお悩みにお

力添えができるようにお手伝いいたします。

私は５月中旬から毎週土曜日に要約筆記者養成講座を受講します。講座で学んだことをアウト

プットし聞こえに悩みをお持ちの方々の問題解決に協力いたします。お問い合わせページのURLはこ

ちら

https://jmty.jp/saitama/coop-whlp/article-uv8k2
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① 社会福祉協議会へご連絡ください。

依頼内容を確認の上、ボランティア依頼

票をお送りします。

② 依頼したい日程とボランティア団体等を決め

てください。

③ ボランティア依頼票記入後、社協へ提出

してください（ＦＡＸ可）。

④ 社協で調整し、後日結果をお知らせします。

⑤ 詳細については直接ボランティア団体等と

打ち合わせをしていただきます。

① 社協窓口・社協ホームページ内で、ボランティア募集

記事を掲載します。

② 個人ボランティア登録者あてにメールで情報配信をします。

※ 活動希望者から直接、担当者に連絡が入りますので、

各施設で対応をお願いします。

・ 原則市内の施設・団体が対象です。

・ 団体への依頼は希望団体を絞ってから、依頼をお願いし

ます。

・ 月に１団体までの紹介となります。

・ 依頼は実施日の２ヶ月前までにお願いします。

・ 行事の補助等の場合は、派遣依頼票に内容を具体的に

記入してください。

・ ボランティア活動の趣旨に合わないものはお受けできない

場合がありますので、ご了承ください。

・ 地域のサロンや会食会でボランティアを

依頼したい…

・ 福祉施設で開催するイベントでボラン

ティアを依頼したい… など

登録ボランティアをご紹介いたします。

まずはご相談ください♪
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これからボランティアを受け入れる施設・団体の関係者の方へ

ボランティアの受け入れが決まったけれど、

『ボランティアの対応の仕方が分からない…』

『どんなことに気を付けたら良いのだろう…』

といった疑問や不安はありませんか？

下記を参考にして依頼者・活動者ともに気持ちよく過ごしましょう。

打ち合わせをしていただきます。

① ボランティア依頼の意味

なぜボランティアさんを依頼するのかを関係者全体で考え、目的を明確にして

おきましょう。

② 事前打ち合わせ

当日の依頼内容、流れ、交通費等の負担、事故が起きた場合の対応等について、

必ず確認しましょう。また、必ず連絡先を伝え、連絡ミスやトラブルを防ぎましょう。

③ 当日のサポートとアフターフォロー

活動中も心遣いを忘れずに。終了後は感謝の気持ちを伝えましょう。ボランティア

さんにとって次回の活動の活力となり、継続した活動に繋がります。

ボランティア活動は支え合いによって成り立っています。

ボランティアさんはボランティア活動をいきがいとしている方が多く

いらっしゃいます。

施設はボランティアさんを依頼することにより、施設利用者と社

会との繋がりをつくることができるのと同時に、地域社会との相互

理解を深めることができます。

お互いにマナーとルールを守り、信頼関係を築くことが大切です。



ボランティア活動に興味を持ったり、実際に継続的に活動をしてみたいと思ったら、お住まいの地域のボランティアセンターに

相談してみましょう。

ボランティアセンターは住民の皆さんに対し、ボランティア活動への理解と参加を広く呼びかけるとともに、ボランティア活動者

とボランティアを必要とする人たちの架け橋として、また活動者の仲間づくりとしての役割を担っています。

最新のボランティア情報、講座などは、

春日部市社会福祉協議会ホームページ

からご覧いただけます！

～ 春日部・牛島・浜川戸ボランティアセンター 貸館～

利用受付を再開しておりますが、活動内容・活動人数等、制限を

設けさせていただいております。

詳細につきましては、春日部市社会福祉協議会までお問い合わせ

ください。

～牛島・浜川戸・武里ボランティアセンター相談業務～

相談受付日：原則毎週月～金曜日（牛島・武里）

原則毎週 月・水・金曜日（浜川戸）

※ 日にちによってはお休みとなる場合もありますので、

ご了承ください。
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