
 
平成 30 年度  

船橋市ボランティアセンター  

 

 
 

日頃より、船橋市ボランティアセンターの活動にご理解・ご協力を 

賜りまして、誠にありがとうございます。 

さて、ボランティア募集のお知らせがございますので、ご案内をさせて 

いただきますと同時に、ご協力を宜しくお願い致します。募集内容が 

変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。 
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施設ボランティアの募集 
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◆「施設ボランティアセンターの募集」は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ボランティアを募集している活動先をご紹介します！ 

 

◆この冊子の使い方 

 

ボランティアを行いたい活動先を決めます。 

 

行きたい所が決まったら、ボランティアセンターか施設等の 

担当者に直接連絡し、活動に伴うご質問や見学について問い 

合わせます。 

(「ボランティアセンター 施設ボランティアの募集を見た」と 

お伝え下さい) 

 

活動先、活動開始日が決まったら、船橋市ボランティアセンター 

窓口でボランティア登録を行います。 

(登録対象とならないものもあるので、詳細は「ボランティアの 

しおり」４ページをご参照ください） 

 

登録が完了したら、活動を行いましょう。 

 

 

 

ボランティアを

してみたいけ

ど、行う場所が

ない… 

趣味の囲碁を生

かしてボランテ

ィアがしたい… 

ボランティアはよ

くわからないけど、

人のために何かし

てみたい… 

http://4.bp.blogspot.com/-4BAiAVIidOU/UxbLZftjOjI/AAAAAAAAd9U/SLisc1LNh6g/s800/ganko_oyaji.png
http://1.bp.blogspot.com/-FYWRJSiVIgI/UQuSUjfog0I/AAAAAAAALvE/-ZlEQ4pAnZk/s1600/shoes_32.png
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（１）宮本地区 

施設名 介護老人保健施設 やすらぎ 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日～金曜日（祝祭日と水曜日の午後を除く）の中でいずれか 

10：30～11：30 または 14：00～17：00（応相談） 

お風呂上りの高齢者にドライヤーをかける 

◆日時：随時いずれかの曜日 11：45～13：15 

昼食時の配膳・下膳、テーブル拭き等 

◆日時：月曜日～金曜日の中でいずれか 10：00～12：00 シーツ交換 

◆日時：毎月第 2 火曜日 10：30～11：30 フラワーアレンジメントの作

品作り補助 

◆日時：毎週火曜日 13：15～14：30 書道の補助 

◆日時：毎月 1～2 回水曜日（予定を事前にお知らせします） 

14：00～15：00 手工芸、作品作りの補助 

場所 市場３－３－１ 

（ＪＲ総武線東船橋駅より徒歩約 10 分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 月曜日～金曜日のみ要相談 

連絡先 047-426-5715 担当者 峯 

 

施設名 グループホーム ひかり千葉船橋 
（認知症対応型共同生活介護） 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

将棋の対局、草取り・植木の手入れ、傾聴・お話し相手 

場所 東船橋２－１７－１７ 

（ＪＲ総武線東船橋駅北口より徒歩約 5 分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-460-0381 担当者 東中村 

（ひがしなかむら） 
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施設名 家族の家 ひまわり船橋 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：火・土・日曜日 14：00～（１時間程度） 

囲碁・将棋の相手、マジック・歌・楽器演奏・紙芝居などを披露して下さ

る方（道具類は持参願います） 

場所 東船橋５－１７－１０ 

（ＪＲ総武線東船橋駅南口より徒歩約 12 分 ※船橋税務署近く） 

駐車場 ２台まで 送迎 なし 交通費 ２名程度 

その他 ※一団体２名程度（交通費等実費負担としてお一人様 1,000 円負担いたします） 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-422-8833 担当者 施設長 安部 

 

施設名 セントケア大神宮下（認知症対応型通所介護） 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日～日曜日 14：00～16：00（30 分～１時間程度） 

レクリエーション補助、大正琴、日本舞踊、ちぎり絵、ばか面踊り、絵、

手紙、華道などを披露して下さる方 

場所 宮本１－２３－２０（京成線大神宮下駅より徒歩５分） 

駐車場 ３台まで 送迎 なし 交通費 応相談 

その他 ※お茶とお菓子などの用意いたします 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-411-1016／411-1017（FAX） 担当者 石田 

 

施設名 ニチイホーム東船橋 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 14：00～（１ｈ程度） 

 ①太極拳・体操などお客様と一緒にやってくださる方 

 ②マジック・紙芝居など一芸をご披露してくださる方 

場所 市場４－４－３５ 

①総武線東船橋駅より徒歩約９分         （船橋駅北口発） 

 ②北習志野駅・古和釜十字路行バス９分「船橋警察署」下車徒歩 5 分 

駐車場 ６台まで 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-422-2111／422-2114（FAX） 担当者 
稲毛
いなげ

・余
よ

村
むら
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（２）本町地区 

施設名 NPO 法人ちば MDエコネット「ひなたぼっこ」 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：随時（日曜日と月曜日は休み）9：30～18：00（応相談） 

・障がいのある人への支援（カフェでの接客・調理補助・軽作業等） 

・商店街や公園の掃除などの活動での支援 

◆日時：水曜日 13：00～15：00 チラシの折り込み 

◆日時：木曜日 10：00～15：00 チラシ配布 

※就労を目指して、まずはボランティアをしてみたいという方も大歓迎です。

ぜひお問い合わせ下さい。 

場所 本町４－３１－２３ 

（ＪＲ船橋駅・京成船橋駅より徒歩１０分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 ※短期学生ボランティア、中学生の職場体験、実習やインタ

ーンシップも受け入れます 

連絡先 047-426-8825 担当者 山本 

 

施設名 介護付き有料老人ホーム きゃろっと 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：平日 週３～４回 ２～３時間程度。 

利用者様の衣類の洗濯と乾燥。 

（洗濯機と乾燥機の設備あり。時間帯等は相談に応じます。） 

◆日時：随時 

クラブ活動（花、習字、工作など）の手伝い。外出レクの付き添い。 

※2015 年９月１日開設いたしました。 

場所 本町４－８－３０ 

（ＪＲ・京成・東武アーバンパークライン船橋駅より徒歩５分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-774-3150 担当者 小林 裕治 
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（３）海神地区 

施設名 西おもちゃの図書館 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：原則として毎月第１水曜日、第３月曜日 13：00～15：00 

西おもちゃの図書館では、障がいのある幼児（未就学児）におもちゃの貸

し出しを行っています。 

おもちゃの整理や見守り、貸し出しのお手伝いの出来る方を募集します。

※原則として毎月２回とも活動可能な方 ※学生さんは不可 

場所 海神町 2-264-5 

（西簡易マザーズホーム内 京成線海神駅より徒歩約 15 分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

連絡先 047-431-8808 担当者 船橋市ボランティアセンター 

            

 

施設名 ツクイ海神デイサービスセンター 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

・30 分～１時間以内で楽器演奏、日本舞踊などを披露して下さる方を 

随時募集（広さの関係で３～４名まで） 

・40 分～45 分程度で踊り・リズム体操・マジック・民謡・童謡などを 

披露して下さる方を随時募集（１～１０名まで） 

・将棋の相手をして下さる方・民謡を歌って下さる方も募集しています。 

場所 海神 6－25－18 

（京成線海神駅徒歩５分、京成バス海神駅入口下車徒歩３分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-495-2032 担当者 守田 

 

 

施設名 JCHO 船橋中央病院 種別 医療 

希望内容 ◆日時：随時、時間は応相談。外来患者サービス（病院内の施設案内、再来

受付機の操作援助、診療申込書等の記入援助、車椅子利用者の介助、目の不

自由な方の介助、その他イベントボランティア等） 

場所 海神 6-13-10（京成線海神駅より徒歩約５分） 

駐車場 5 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ※お問い合わせは平日 14 時～16 時までに 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-433-2111/435-2655(FAX) 担当者 医事課 診療情報管理室 

村越 （内線 2506） 
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施設名 社会福祉法人愛誠会 リサ保育園 種別 児童 

希望内容 ◆日時：平日週 3 日程度 2 時間程度（曜日・時間は要相談） 

保育園内外の清掃 

場所 海神町南 1－728 

（総武線・東西線・武蔵野線西船橋駅より徒歩約８分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 要相談 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-404-5621/404-5631(FAX) 担当者 小林 

 

（４）葛飾地区 

施設名 船橋市朋松苑デイサービスセンター 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 10：00～12：00 

デイサービスご利用者への飲み物の提供、入浴後のケア（ドライヤーかけ）、

コップ洗い、配膳等、将棋の対局 

◆日時：随時 14：00～16：00 

レクリエーション補助 

場所 西船２－21－12 

①京成線海神駅より徒歩約１４分 

②ＪＲ・東西線西船橋駅より京成バス諏訪神社行き西船２丁目下車徒歩１分 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-410-0117 担当者 湯浅・茶園（ちゃえん） 

 

 

施設名 特別養護老人ホーム 朋松苑 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（時間は応相談） 

車椅子清掃（週 1～2 回） 

場所 西船２－21－12 

①京成線海神駅より徒歩約１４分 

②ＪＲ・東西線西船橋駅より京成バス諏訪神社行き西船２丁目下車徒歩１分 

駐車場 ３台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ※長期入所のご利用者様の車椅子清掃、ボランティア活動となります。 

レクリエーションのボランティアはご相談ください。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-410-0117 担当者 生活相談員 森岡 
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施設名 ソラスト西船橋 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（日曜日休み）週 1 回でも可。 

ご利用者と一緒に過ごしてくださる方。 

例：お話し相手、傾聴、レクリエーション（折り紙・囲碁・書道・将棋・

手芸・ゲームなど） 

場所 西船１－２４－１エクセル青山１Ｆ 

（ＪＲ・東京メトロ西船橋駅より徒歩７分または京成海神駅より徒歩１０分） 

駐車場 ２～３台 送迎 なし 交通費 応相談 

その他 披露して下さる方、控え室あり。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-410-1481 担当者 小村（おむら）・小林 

 

 

施設名 SOMPO ケアネクスト(株) 

SOMPO ケアラヴィーレ西船橋 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：要ご相談 主に 14：00～15：00（その間 30 分～1 時間程度） 

※この時間以外でも受け入れ可能な場合がありますのでご相談ください。 

マジック、大正琴、日本舞踊、玉すだれ、太鼓、演歌、童謡、ばか面おど

りなど、ご利用者様が見学・一緒に参加できるものを披露して下さる方 

場所 西船７－１１－８ 

①京成線東中山駅徒歩約５分。東中山駅北口より左方向を道なりに進み、

約３８０ｍ先の十字路を左折し、約２０ｍ先右側 

②ＪＲ・東京メトロ東西線・東葉高速鉄道西船橋駅北口２番乗り場より 

ちばレインボーバス「白井駅行」または「白井車庫駅行」バス約３分 

「東中山駅入口」バス停下車徒歩６分（４８０ｍ） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-302-4165 担当者 鈴木 
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（５）本中山地区 
施設名 ワークアイ・ジョブサポート（就労移行支援） 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：随時（月～金の間で、週に 1回程度～可（祝日は除く））13：00～15：

00 位まで（時間の短縮などご相談に応じます） 

・簡単な英会話やペン字など教えて頂ける方 

（ヨガや軽運動などジャンルは問いませんので一度お問い合わせ下さい） 

・ソーシャルスキルトレーニング（SST）、元気回復プラン（WRAP）、認知行動

療法（CBT）など専門的な事を教えて頂ける方歓迎します 

場所 本中山３－２２－１（ＪＲ線下総中山駅より徒歩約１分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 片道 500 円まで 

その他 ※身体・知的・精神障がい者に理解のある方 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-314-5286／314-5203（FAX） 担当者 渡邉・鶴岡 

 

 

施設名 デイサービス ココファン西船橋 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（日、月、金以外）9：00～12：00 

高齢者の話し相手、お茶出し、脳元気ゲーム参加、利用者様と一緒にやっ

て頂ける方 

◆日時：随時（日曜日以外）14：00～16：00（30～60 分程度） 

楽器演奏（ハーモニカ、ギター、大正琴等）、踊り（ハワイアンダンス、日

本舞踊、ばか面おどり等)、人形劇、ミュージックベル、マジック、玉すだ

れ等（利用者様が一緒に参加したり見学できるもの）      

場所 二子町 610 
（東西線、東葉高速鉄道、ＪＲ西船橋駅より徒歩 13 分） 

駐車場 有（要確認） 送迎 なし 交通費 なし 

その他 隣に保育園がありますので、15：30～16：00 の時間帯で多世代交流も

行っています。園児も一緒に参加、見学できるとうれしいです。 

短期学生ボランティア等 有（応相談） 

連絡先 047-302-2760/335-6380(FAX) 担当者 奥田 
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施設名 学研ココファン西船橋（サービス付高齢者住宅） 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（30～60 分程度） 

①カラオケ、体操、高齢者の話し相手 

②楽器演奏、踊り（ハワイアンダンス、日本舞踊、ばか面踊りなど） 

③将棋の相手  

④館内の掃除、洗濯物たたみ 

⑤囲碁・マージャンの相手 

場所 二子町 610 
（東西線、東葉高速鉄道、ＪＲ西船橋駅より徒歩 13 分） 

駐車場 有（要相談） 送迎 なし 交通費 なし 

その他 毎週土曜午後 2 時より体操、ストレッチ、カラオケなど行っています。 

お手伝いいただけるとありがたいです。 

短期学生ボランティア等 有（応相談） 

連絡先 047-302-2760/335-6380(FAX) 担当者 橋本 

 

 

（６）塚田地区 

施設名 ファミリーケア船橋 塚田さくら物語 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

話し相手、畑作り、植木の手入れ、折り紙を教えて下さる方、音楽・踊り 

などを披露して下さる方 

場所 前貝塚 1013－14 

（東武野田線塚田駅より徒歩約 10 分） 

駐車場 ２台 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-406-6262 担当者 梅原 

 

 

施設名 特別養護老人ホーム 船橋あさひ苑 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 10：00～12：00／14：00～16：00 

高齢者の話し相手、簡単な縫い物（手縫い・ミシンがけ）、洗濯物たたみ、 

館内清掃 

場所 旭町４－９－１ 

①アーバンパークライン馬込沢駅下車徒歩１５分 

②ＪＲ船橋駅北口新京成バス３番乗り場より馬込斎場前下車徒歩約３分 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-430-7781 担当者 辻 
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施設名 医療法人社団協友会 船橋総合病院 種別 医療 

希望内容 ◆日時：月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く） 

9：00～17：00（うち２時間～４時間程度）  

外来患者さまのご案内・サポート業務・植栽管理・車イス修理点検等 

※ユニフォーム（エプロン）貸与いたします。      

場所 北本町１－１３－１ 

（東武野田線新船橋駅より徒歩５分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-425-1151/425-1058(FAX) 担当者 加藤 洋二 

 

 

施設名 障害者通所施設 アトリエ プレジュ 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：月曜日～金曜日（土・日、年末年始は休み） 

10：00～12：00 または 13：30～15：00 の間で１時間程度    

・レクリエーションの手伝い ・水回り等の清掃 

・創作活動補助 

場所 行田２－９－１ 
①東武アーバンパークライン 塚田駅より徒歩約１５分 

②ＪＲ西船橋駅より ファイターズタウン市川営業所行きバス約１０分 

税務大学校入り口停留所下車すぐ 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 ご相談ください！ 

連絡先 047-401-7115/401-8771(FAX) 担当者 眞田（さなだ） 

 

 

 

    

施設名 社会福祉法人長寿の里 

つかだケアセンター 爽やかな風 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 9：30～17：00（時間要相談・何時間でも） 

・掃除 

・レクリエーション（折り紙や手工芸、体操、何でも OK） 

・コーラスやダンス、音楽関係、その他何でも OK 

場所 旭町 1-22-27 
（東武アーバンパークライン線塚田駅より徒歩約 10 分） 

駐車場 あり（4 台まで） 送迎 あり（馬込沢駅～船橋駅） 交通費 なし 

その他 ボランティア様大歓迎！（内容についてもご相談下さい） 

連絡先 047-401-3344／401-3990（FAX） 担当者 宮原 恵里花 
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（７）法典地区 

施設名 障害者支援施設 ローゼンヴィラ藤原 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：9 時～16 時（ご相談下さい） 

レクリエーションの手伝い、洗濯物たたみ、ミシンで繕い物、車イス清掃、

楽器演奏での慰問など 

場所 藤原８－１７－１ 

①東武野田線馬込沢駅より徒歩 20 分 

②京成バスドレミ号藤台第二公園下車徒歩５分 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-430-7900 担当者 永吉 

 

 

施設名 船橋市西老人デイサービスセンター 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（土・日曜・祝日は休み）10：00～12：00（１時間程度） 

話し相手 

場所 藤原３－２－１５ 

①東武野田線馬込沢駅下車徒歩 20 分 ②ＪＲ武蔵野線船橋法典駅より徒歩 15 分 

③ＪＲ西船橋駅より京成バス中沢行き又は桐畑行き上山二丁目下車徒歩１分 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-429-0485 担当者 小川 

 

 

施設名 ヴェルフ藤原デイサービスセンター 種別 高齢者  

希望内容 ◆日時：随時（日曜日は休み） 

マージャン（土曜日）13：30～15：00 くらいまで 

場所 藤原８－１７－２ 

①東武野田線馬込沢駅下車徒歩２０分 

②東武野田線馬込沢駅より新京成バス鎌ヶ谷グリーンハイツ行き藤台第２公園 

下車徒歩５分 

③ＪＲ西船橋駅より新京成バス桐畑行き中沢下車徒歩５分 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-430-0002 担当者 山本・村上 
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施設名 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（30 分から１時間程度） 

洗濯物たたみ、折り紙、短歌などを利用者と一緒に出来る方、マージャン

の相手、話し相手、歌・踊りなどを披露して下さる方 

場所 藤原８－17－３  

①東武野田線馬込沢駅より徒歩２０分 

②京成バスドレミ号藤台第二公園下車徒歩５分 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-430-7922 担当者 中原 

 

 

施設名 介護老人保健施設 ロータスケアセンター 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（14：00～15：00（応相談）） 

レクリエーションの出来る方（利用者様と制作・ゲーム・歌等で交流、歌・

楽器・踊り等披露して下さる方）など応相談 

場所 藤原５－23－１ 

（東武野田線馬込沢駅より徒歩 12 分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-439-6011 担当者 田中・小島 

 

 

（８）夏見地区 

施設名 ニチイケアセンター夏見台 

グループホームほほえみ 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（10：00～12：00／13：30～16：00 の間で応相談） 

・話し相手、折り紙・唱歌等を一緒に唄っていただける方 

・野菜作りの指導をしていただける方 

・草取り等、庭の手入れをしていただける方 

場所 夏見台４－15－50 

（船橋駅北口よりバス約５分、三軒屋バス停下車徒歩約５分） 

駐車場 ２台まで 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-430-6501／430-6502(ＦＡＸ) 担当者 近藤 
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施設名 セントケア夏見(小規模多機能・グループホーム) 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日～日曜日（13：30～15：00 の間で 45 分～50 分程度） 

日本舞踊、大正琴、ばか面踊り、楽器演奏、体操等一緒に楽しんで下さる方 

場所 夏見５－６－９ 

（船橋駅北口よりバス１０分、八栄小学校バス停下車徒歩３分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 応相談 

その他 ※お茶とお菓子などの用意いたします。 

連絡先 047-423-8651／423-8652(ＦＡＸ) 担当者 小規模多機能：内田 

グループホーム：森川 

 

 

施設名 船橋ケアセンターそよ風 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（８：00～17：00 の間なら１時間からＯＫ！） 

①デイサービスでの歌や踊りをやってくれる方 

②高齢の方の傾聴、お茶出し等をやってくれる方  

③センターの清掃、草取りをやってくれる方 

上記以外にも来てくれる方大歓迎です。お気軽にお問い合わせください！ 

場所 夏見４－35－９ 

①ＪＲ線船橋駅北口よりバス約 10 分七軒家停下車徒歩約５分 

②東武野田線塚田駅下車徒歩 20 分 

駐車場 ５台まで 送迎 応相談 交通費 応相談 

その他 出来て 4 年目の、職員の明るい施設です。お待ちしております。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-411-0361／411-0362(FAX) 担当者 島田・西河 

 

 

施設名 ㈱ベネッセスタイルケア 

有料老人ホーム ここち船橋夏見 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（14：00～16：00 の間） 

①絵手紙を教えてくれる方 ②朗読をしてくれる方 

③一緒に体操をしてくれる方 ④刺し子を教えてくれる方 

⑤囲碁・将棋をやってくれる方 ⑥短歌や俳句を教えてくれる方 

⑦一緒に庭の植木や花壇の整理 ⑧一緒に麻雀をやってくれる方 

⑨楽器や歌を披露してくれる方 ⑩話し相手 

場所 夏見 1-17-27 

①ＪＲ線船橋駅より徒歩 18 分 

②ＪＲ線船橋駅より新京成バス鎌ヶ谷大仏行き約 5 分 

 「ベネッセスタイルケア有料老人ホームここち船橋夏見バス停」下車 

駐車場 ５台まで 送迎 応相談 交通費 応相談 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-411-2072 ここち船橋夏見 担当者 ボランティア担当 



15 

 

（９）高根・金杉地区 

施設名 特別養護老人ホーム 

 船橋健恒会ケアセンター 南館 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：要相談 

花札できる方、手作りクラブ、オセロができる方、エアコン掃除（フィルタ

ー掃除）、折り紙、将棋、行事の飾りつけ（輪っか作り）、散歩、アニマルセ

ラピー、お話相手、ヨガ、紙芝居、美容（化粧）、昔遊び、生け花、茶道 

場所 金杉町 141－２ 

（ＪＲ船橋駅より医療センター行きバス北谷津川下車徒歩５分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-429-4165 担当者 古橋・高野 

 

 

施設名 船橋健恒会ケアセンター  種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：要相談、週１回程度  

入居者の方が植えている花や野菜への水やりを行なって頂きたいと思いま

す。花が枯れなければ良いので一定の間隔で来ていただければいつでも大

丈夫です。 

場所 金杉町 141-1 

（JR 線船橋駅より医療センター行きバス約 10 分下車 徒歩約 10 分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！（要相談） 

連絡先 047-429-4165／430-8165(FAX) 担当者 古橋・高野 

 

 

施設名 デイサービス すももの樹 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日から日曜日（14：00～15：30 の間で 30 分から 1 時間） 

①踊りや音楽の披露 

②書道や編み物、折り紙などレクリエーションの指導 

※職員も付きます 

場所 金杉台 1-1-5-102（ＪＲ船橋駅よりバス約 15 分） 

駐車場 あり 送迎 要相談 交通費 なし 

その他 ご利用者様の余暇の時間を一緒に楽しんでいただける方募集しています。 

開設してから 11 年が経ち、地域のイベントにも積極的に参加しています。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-440-5767 担当者 大畠 未来乃 
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施設名 なつみ平デイサービス 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日から土曜日（13：00～15：00 の間で 1 時間程度） 

①唄、踊り、着付け、書道、手芸、パッチワーク、絵手紙作り等を指導して

頂ける方 

②楽器演奏、手品、落語、そば打ち等の一芸を披露して頂ける方 

③囲碁や将棋の相手をして頂ける方 

場所 金杉町 139－2 

（ＪＲ船橋駅より医療センター行きバス 北谷津川停留所下車徒歩約 5 分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他 利用者の方々と楽しく時間を過ごせます。ピアノあります。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-430-8765／439-3465(FAX) 担当者 小柳・安田 

 

 

（10）高根台地区 

施設名 コープみらい高根台デイサービスセンター 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（土日以外）10：00～16：00（時間は応相談） 

・傾聴ボランティア ご利用者さんの話し相手  

・園芸ボランティア 花を植えたり草取りをしてくださる方 

◆日時：月曜日～金曜日 13：30～14：30 

トランプ等テーブルゲームを一緒にやってくださる方 

場所 場所：高根台１－７－10（新京成線高根公団駅より徒歩約１分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ※天気の良い日はお散歩の付き添いとなることもあります 

連絡先 047-496-5394 担当者 佐藤 

 

施設名 グループホーム つどいの家 高根台 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：来て下さる方の都合に合わせます 

ご利用者様とのお話し相手、レクリエーション補助、調理の準備と片付け 

補助 

場所 高根台２－２－17（新京成線高根台駅徒歩７分） 

駐車場 要相談 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-467-2561／467-2571（FAX） 担当者 高橋 歩 
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施設名 社会福祉法人 秀心会 

高根台複合施設 たか音の杜 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日～金曜日（9：30～16：00 の間で応相談） 

演奏、演芸、清掃、傾聴、その他ご相談ください。 

場所 高根台２－10－30 

①新京成線高根公団駅より徒歩約５分、千葉徳洲会病院となり 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他 当施設のご利用者様と地域の皆様との交流機会を沢山増やしたいと考えて

おります。ぜひご協力・ご支援ください。 

短期学生ボランティア等 お待ちしております。 

是非当施設をご覧になってみて下さい。 

連絡先 047-468-8808 担当者 小川 

 

施設名 千葉徳洲会病院 種別 医療 

希望内容 ◆日時：随時 

【緩和ケア病棟でのボランティア活動】 

傾聴・朗読、買い物代行、パフォーマンス(音楽・舞踊など)、イベントの 

お手伝い、病棟の飾り付け、縫物、樹木の手入れ、有資格者による施術提供

(アロマテラピー・リフレクソロジー・マッサージ・ヘアカット) 

場所 高根台２－11－１(新京成線高根公団駅より徒歩約 3 分) 

駐車場 有料 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ※活動前に当院で開催するボランティア養成講座を受講していただきます 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！(養成講座受講後より活動開始) 

連絡先 047-466-7111/774-0404(FAX) 担当者 緩和ケア病棟 

伊東 

 

施設名 デイサービス虹の家 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（9：00～12：00／13：00～15：00） 

午前 ドライヤーかけ、お茶出し、話し相手、レクリエーション 

午後 近くまでの散歩同行、お茶出し、話し相手 

場所 高根台６－９－８（新京成線高根木戸駅より徒歩 3 分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-496-0024/496-0039(FAX) 担当者 黒澤 陽子 
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（11）高芝地区 

施設名 (有)アシストひだまりの家デイサービス 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（13：30～15：30 の間で 30 分～１時間（日曜日以外）） 

玉すだれ・ばか面踊り・大正琴・オカリナなどを披露して下さる方 

場所 芝山７－22－10（東葉高速鉄道 飯山満駅より徒歩 20 分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-496-0311 担当者 桑原・小谷（こたに） 

 

 

施設名 特別養護老人ホーム オレンジガーデン 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：毎週水曜日（8：30～11：00 の間で応相談） 

シーツ交換 

◆日時：随時（9：00～17：00 で都合の良い時間） 

お話し相手、お茶出し、清掃、エプロン・食器洗い、洗濯物たたみ等 

レクリエーション→利用者様と制作、ゲーム、歌等で交流＝個人 

        →歌、楽器、踊り等披露出来る方＝団体 

場所 芝山７－41－２（東葉高速鉄道飯山満駅より徒歩約８分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 年齢問わず待っています！ 

連絡先 047-461-5356 担当者 髙橋 

 

施設名 社会福祉法人 康和会 

デイサービスセンター オレンジガーデン 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（９：30～11：30 の間で応相談） 

傾聴、レクリエーションのお手伝い、体操への参加 

◆日時：随時（12：30～14：00 の間で応相談） 

傾聴、レクリエーションのお手伝い、囲碁・将棋の相手(１日１名程度) 

場所 芝山７－41－２（東葉高速鉄道飯山満駅より徒歩約 10 分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-461-5081 担当者 澤山 
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施設名 介護老人保健施設 

オレンジガーデン・ケアセンター 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：毎週水曜日（９：00～11：30 の間で応相談）シーツ交換 

 ◆日時：月～金曜日で都合の良い日（9：00～11：30）傾聴 

場所 芝山７－41－１ 

①東葉高速鉄道飯山満駅より徒歩約８分 

②東船橋から飯山満行きバス約 20 分 下車約８分 

駐車場 多数あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 要相談 

連絡先 047-461-6865 担当者 西川 洋子 

 

施設名 ケアパートナー飯山満 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（14：00～15：30 の間で 1 時間程度） 

日本舞踊や楽器演奏などを披露してくださる方、ご自身の特技を披露して

くださる方を募集 

◆日時：随時（月曜日～土曜日（10：00～15：00 の間）） 

利用者様に書道、囲碁、手作業などを教えてくださる方 

場所 芝山３－２－１（東葉高速線飯山満駅より徒歩約５分） 

駐車場 ８台まで 送迎 東葉高速線 飯山満駅まで 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-461-3330／461-3225(FAX) 担当者 内藤 

 

（12）前原地区 

施設名 NPO 法人 とまりぎ 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：随時 

スポーツ・料理・絵画・手芸・音楽などのクラブ活動に一緒に参加できる

方、教えられる方 

場所 【事務局】前原西８－24－23 コーポキヨミ 

（新京成線前原駅より徒歩約 10 分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 応相談 

連絡先 047-462-1886 担当者 國峰 
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施設名 ささえ愛デイホーム 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

食事作り・散歩・折り紙・レクリエーション補助、見守り、傾聴など 

ハーモニカ・踊りなど演芸なら何でも歓迎します 

場所 前原西６－６－30 アネックス津田沼 101 

（新京成線前原駅より徒歩約 10 分） 

駐車場 なし 送迎 場合により可 交通費  

短期学生ボランティア等 月曜日～金曜日の間で応相談（水曜日はお休みです） 

連絡先 TEL047-409-6003／080-5021-6862 

FAX047-409-3738 

担当者 川口 

 

 

施設名 福楽園前原デイサービスセンター 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（10：00～16：00（日曜日以外）） 

高齢者の話し相手、囲碁・将棋の相手、楽器演奏・踊り、お風呂上がりの

高齢者にドライヤーをかけるなどをして下さる方、折り紙や小物作りなど

を教えてくださる方を随時募集 

場所 前原西６－１－72 

①ＪＲ津田沼駅５番乗り場より千葉病院行きバス デュオヒルズ前下車徒歩２分 

②新京成線前原駅より徒歩１５分 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 応相談 

連絡先 047-403-3381 担当者 大津・渡辺 

 

 

施設名 住宅型有料老人ホーム ここち東船橋 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

（10：00～11：20／13：50～15：00（この間 1 時間程度）） 

施設の一部を無料で開放しています！ 

地域で活動している教室、サークルを施設内で開きませんか？ 

（（例）書道教室、手芸教室、ギター教室、フラダンスサークルなど…） 

ジャンルは問いませんので、お気軽にお問い合わせください 

場所 中野木１－６－１ 

①JR 総武線 東船橋駅より 徒歩１４分 

②飯山満駅行き バス約５分 東船橋三丁目停留所下車 徒歩約３分 

駐車場 ３台まで 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！（アクティビティのお手伝い等） 

連絡先 047-470-5171／470-5172(FAX) 担当者 吉田・後藤 
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施設名 NPO 法人 カム・トゥルー 石陶房 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：曜日・時間はご相談下さい 

陶芸作業の補佐（陶芸経験者歓迎。もちろん初めての方でも大丈夫です） 

下請け作業の補佐、情報誌配布の補佐（週１回） ほか 

場所 前原東４－２１－９ 
①新京成線前原駅から徒歩 5 分 ②ＪＲ線津田沼駅から徒歩約 15分 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他 昼食はこちらでご用意いたします。（無料） 

短期学生ボランティア等 要確認 

連絡先 047-477-0669/405-2490(FAX) 担当者 荒木 直也 

 

（13）二宮・飯山満地区 

施設名 介護老人保健施設 フェルマータ船橋 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：日曜日の午前中もしくは午後 

マジック、ハワイアンダンス、大正琴、人形劇、日本舞踊、新舞踊、 

玉すだれ、太鼓、民謡、演歌、童謡、ばか面おどり、ミュージックベル 

などを披露して下さる方（※利用者様が見学または一緒に参加出来るもの） 

場所 飯山満町１－822 

（ＪＲ船橋駅北口より飯山満駅行きバス船橋整形外科下車徒歩３分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 不可 

連絡先 047-425-5581 担当者 塩原 

 

施設名 特別養護老人ホーム 

第２ワールドナーシングホーム 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：水曜日 1４：00～1５：00 

芸能の披露 

場所 飯山満町２－518－１ 
①新京成線前原駅より徒歩約 15 分 

②津田沼・千葉病院行きバス約 10 分 停留所下車徒歩約３分 

駐車場 2 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-461-9111／461-7010（FAX） 担当者 藤谷（ふじたに） 
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施設名 特別養護老人ホーム 

ワールドナーシングホーム 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時   

・食器洗い・館内清掃・シーツ交換・傾聴・歌・踊り・マジック（慰問） 

場所 飯山満町 2－681 
①新京成線前原駅より徒歩約 15 分 

②東船橋駅行きバス約 15 分 飯山満２丁目自治会館下車徒歩約 3分 

駐車場 有 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 有（要相談） 

連絡先 047-467-6111／467-6123(FAX) 担当者 中田（なかた） 

 

 

施設名 ケアサービス船橋デイホーム 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月～土曜日 12：30～14：00 

・音楽や踊り、手品を披露して下さる方 

・お話し相手をして下さる方 

・折り紙を指導して下さる方 

場所 滝台 1－12－37 
（新京成線 薬円台駅から徒歩約 5分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 福祉を学ぶ学生さんを希望します。 

連絡先 047-461-1423／461-1444(FAX) 担当者 佐久間 

 

（14）薬円台地区 

施設名 東おもちゃの図書館 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：原則毎月第２木曜日、第４木曜日 13：00～15：00 

東おもちゃの図書館では、障がいのある幼児（未就園児）におもちゃの整

理や見守り、貸し出しのお手伝いのできる方を募集しています。 

場所 薬円台 5－31－1（東簡易マザーズホーム 社会福祉会館内） 
新京成習志野駅より徒歩１分 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ※原則として、毎月、２回とも活動可能な方（学生不可） 

連絡先 047-431-8808 担当者 船橋市ボランティアセンター 
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施設名 在宅ケアサービス ソラスト薬園台デイサービス 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（土曜・祝日を含めいつでも可。日曜は休み） 

8：30～17：30 の間で応相談 

お風呂上がりのご利用者様にドライヤーをかける、昼食前・おやつ時など

のテーブル拭き、湯のみやコップなどの食器洗い、洗濯物たたみ、来所時・

入浴後などのご利用者様へのお茶出し、ご利用者様とのお話し相手 

場所 薬円台６－16－８（新京成線薬園台または習志野駅より徒歩約５分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-496-3211 担当者 所長 古賀 

 

 

（15）三田習地区 

施設名 星の子三山校まなびや（デイサービス） 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 10：00～15：00 

話し相手、レクリエーションの出来る方（折り紙・手芸・うた・踊りなど）、

食事作り補助、野菜作り（園芸）、散歩の付き添いなど 

場所 三山５－17－４ 

（ＪＲ津田沼駅北口より二宮神社行きバス約 25分 二宮神社前下車徒歩約３分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 応相談 

連絡先 047-455-6001 担当者 水野 

 

 

（16）習志野台地区 

 施設名 デイサービスセンター ツクイ習志野台 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（14：15～15：30 の間で 30 分～１時間程度） 

音楽関係、ダンス関係、手品、玉すだれ、劇等 

場所 習志野台４丁目 58－６（新京成線習志野駅より徒歩約 15分） 

駐車場 ３台まで 送迎 応相談 交通費 なし 

その他 ※利用者様はどのような内容でも楽しんでくださいますので、ボランティ 

アの皆様の練習の場などとして是非ご利用ください。 

３６５日営業しているので、いつでも利用して下さい。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-496-3155 担当者 松尾 
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施設名 放課後等デイサービス とれいる  種別 障がい者 

希望内容 ◆夏休み中・9：30～13：30 

     ・14：00～17：00 のうち１～3 時間程度 

知的障がいまたは身体障がいのあるお子様の生活の介助、レクリエーショ

ンの補助  

※３時間以上の方は謝礼金 1000 円お渡しします。（交通費・食事代として） 

場所 船橋市習志野台 2－16－10（新京成線高根木戸駅より徒歩約５分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他 長期休暇中のボランティア募集中です。 

短期学生ボランティア等 有（高校生不可／年齢 18 歳～30 歳くらいまで） 

連絡先 047-419-1643／419-1643(FAX) 担当者 山下・岡村 

    

 

施設名 パナソニックエイジフリー 

ケアセンター船橋 習志野台 

種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：応相談（都合の良い日で構いません） 

    10：00～12：00／13：00～16：00 

・お話し相手、唱歌などを一緒に唄っていただける方 

・お散歩など付き添っていただける方 

・駐車場、玄関など外まわりを一緒におそうじしていただける方 

・書道、華道などを教えていただける方 

場所 習志野台８－４１－１０ 
（東葉高速鉄道 北習志野駅・船橋日大前より徒歩約 10 分） 

駐車場 ２台まで 送迎 要相談 交通費 なし 

その他 開設してまもなく 1 年を迎える施設です。 

ご利用者様と地域の皆様との交流機会を増やしていきたいと考えており

ます。ご協力よろしくお願いします。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-490-2102／464-1311(FAX) 担当者 川島 

 

（17）二和地区 

施設名 特別養護老人ホーム ひかりの郷 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（午前午後にわたる場合は、昼食あり） 

クラブ活動補助、話し相手、見守り、将棋の対局、洗濯物たたみ、車椅子

清掃、シーツ交換等 

場所 二和西 6－3－20 

①新京成線二和向台駅より徒歩約 20分 ②新京成線鎌ヶ谷大仏駅より徒歩約 15 分 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

連絡先 047-440-4165 担当者 浅川 
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施設名 サポートハウスまなび 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日～土曜日 10：00～12：00／14：00～16：00 

（その間、30 分～1 時間程度） 

ミニ体操や歌、体操など（イスに座って行えるもの）、手話（歌を合わせるな

ど）、大人向けの紙芝居、大工仕事等（物作り、花壇づくり） 

場所 二和西 4－5－14（新京成線二和向台駅より徒歩約 15 分） 

駐車場 ３台まで 送迎 なし 交通費 応相談 

その他 ※お茶とお菓子などの用意いたします 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-440-7810 担当者 伊藤 

 

 

施設名 社会福祉法人さざんか会 けいよう 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：平日 10：00～12：00／13：00～15：00 

お散歩の付き添い、作業補助（地域新聞・内職・ビーズ・手芸など）、 

余暇のお話し相手やキャッチボールの相手など 

場所 二和西 5－10－1 

①新京成線二和向台駅より徒歩約 20分 

②鎌ヶ谷大仏行きバス約 30 分 鎌ヶ谷停留所下車徒歩約 13 分 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-411-8177／411-8180(FAX) 担当者 野島 

 

 

（18）三咲地区 

施設名 特別養護老人ホーム 南三咲 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：いつでも可（活動内容と時間もご本人の希望・都合のいい時に） 

利用者様の趣味活動支援・話し相手・散歩付き添い・お茶出し、施設内 

行事への協力、喫茶コーナー手伝い、施設内外の環境整備（除草作業・ 

掃除）、朗読、洗濯・洗濯物たたみ、シーツ交換、下膳・食器洗い、楽器 

演奏・踊りなどの交流など 

場所 南三咲３丁目 27－１ 

（新京成線滝不動駅より大穴方面へ向かって徒歩３分、自家用車不可、 

徒歩または自転車で通える方） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-401-3666 担当者 生活相談員 三山・菅野（かんの） 
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施設名 介護老人保健施設 みさきの郷 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（9：00～11：00 の間で応相談） 

お風呂上がりのご利用者様にドライヤーをかける・お茶出し、食前の時 

などのテーブル拭き、食器洗い・洗濯物たたみなど 

場所 三咲４－23－15 

①新京成線三咲駅より徒歩約 10 分 

②小室駅行きバス約３分、停留所下車徒歩約１分 

駐車場 ３台まで 送迎 なし 交通費 応相談 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-407-7888 担当者 大竹 

 

 

（19）八木が谷地区 

施設名 あったかホーム八木が谷 種別 高齢者 

希望内容 日時：いつでも可（10：00～15：00） 

◆話し相手 

◆30 分～１時間以内で踊り・マジック・民謡・体操等を披露して下さる方 

場所 八木が谷２－32－３ 
（新京成線二和向台駅より徒歩約２０分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-404-5901 担当者 石神 

 

 

 

 

 

 

施設名 特別養護老人ホーム みやぎ台南生苑 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

洗濯・清掃・レクリエーション・話し相手・囲碁・将棋等 

場所 みやぎ台４－18－１ 
①新京成線三咲駅より徒歩約 30 分 

②小室行きバス約 10 分 須賀神社停留所下車徒歩約５分） 

駐車場 5 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さんに限らず、募集しております。ご連絡ください。 

連絡先 047-447-5800/447-5801(FAX) 担当者 小井土 
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（20）松が丘地区 

施設名 NPO 法人 カム・トゥルー 

color‘ｓ（カラーズ） 

種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：平日 14：00～17：00／土曜日 10：00～16：00 

知的に障害のある児童の余暇活動（レクリエーション、散歩や遊び） 

生活面での援助（食事のサポートなど） 

◆日時：イベント時（基本 10：00～16：00） 

イベントのお手伝いなど 

場所 船橋市大穴南 2－6－7 
（新京成滝不動駅より徒歩 15 分） 

駐車場 自転車・バイクのみ 送迎 要相談 交通費 なし 

その他 ※短時間でも可能です。 

※子ども達と楽しく遊んで頂ける方、ぜひお待ちしています。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-496-0191／496-0192(FAX) 担当者 櫻井 

 

 

（21）大穴地区 

設名 介護老人保健施設 大穴さくら苑 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：毎週水曜日 10：00～11：30 

シーツ交換、ベッド周りの簡単なお仕事 

◆日時：随時 9：00～12：00／13：00～17：00（応相談） 

話し相手、おしぼりたたみ、お茶配り、テーブル拭き等 

◆日時：随時 14：00～15：30 

レクリエーションの出来る方 

（利用者と折り紙、歌、ゲーム、絵本の読み聞かせ等で交流） 

◆日時：随時 14：00～15：00 

歌・踊り・ハーモニカなどを披露して下さる方 

◆日時：毎週火・金曜日 9：30～11：30／14：00～15：30 

お風呂上りの利用者へのドライヤーかけ 

場所 大穴北８－41－1 
（新京成線高根公団駅よりさつき台行きバス 公民館前下車徒歩約２分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 応相談 

連絡先 047-457-1177 担当者 藤沢 
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施設名 介護老人保健施設 千葉徳洲苑 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

（10：00～12：00、13：00～16：00 の間で 1 時間程度） 

シーツ交換、誘導、入浴後のご利用者様へのドライヤーかけ等 

場所 大穴北７－22－１ 

（新京成線北習志野駅より古和釜十字路・セコメディック病院行きバス約 25 分 

古和釜十字路停留所下車徒歩約 10 分）  

駐車場 ３台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ※お年寄りの介護や介護老人保健施設に興味のある方、環境の良い場所 

です。ボランティアしてみませんか？ 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-457-8411／457-9800(FAX) 担当者 渡部 安彦 

 

施設名 船橋笑寿苑デイサービスセンター 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時（水・日曜日以外） 

14：20～15：10 の間で 30～50 分程度 

・踊りや楽器演奏などを披露して下さる方 

・折り紙や編み物・野菜の作り方など教えて下さる方も募集しています。

宜しくお願いします！ 

場所 大穴北 4－25－15 

（新京成線・東葉高速鉄道 北習志野駅より小室・セコメディック病院行きバス 

約 15 分 古和釜十字路停留所下車徒歩約 15 分）  

駐車場 2 台まで（相談可） 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ※現在 2 か月に 1回オカリナのグループ、民謡のグループ、南京玉すだれ・マジ

ックのグループ、ウクレレ・ギター演奏のグループが来演しています。 

※毎月や２～3 か月に１回など定期的に来て下さる方希望します。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-410-8414 担当者 丸山 有喜 
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（22）豊富地区 

施設名 大久保学園グループホーム 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：土曜日・日曜日 ９：00～16：00 ぐらいまで 

知的障がい者の外出の付き添い（行き先は、その時により異なりますが、大

きなスーパー・映画館・ボーリング場・動物園・カラオケなどへ行きます。

（交通費・食事代あり）） 

場所 金堀町 499－１ 

（新京成線・東葉高速鉄道北習志野駅より新京成バス 

セコメディック病院、豊富農協行きバス プレーゲ船橋下車徒歩約５分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 要確認 

その他 ※ご利用者様１人に対し、ボランティア１人の付き添いを希望します。 

(グループでも歓迎いたします) 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-457-2462 担当者 中島（なかしま） 

 

施設名 特別養護老人ホーム 南生苑 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 10：00～16：00 の間で随時 

レクリエーション（話し相手・折り紙・ちぎり絵・絵本の読み聞かせ・唱

歌）、外出付添い 

場所 古和釜町 430－１ 

（新京成線北習志野駅よりバス約 25分 古和釜十字路下車徒歩約５分） 

駐車場 ５台まで 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-457-8660 担当者 小川 

 

 

設名 社会福祉法人 南生会グループホームハピネス 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：随時 

衣類の名札付け・ほつれ・ボタン等の補修、傾聴、畑の野菜の手入れ、散

歩の付き添い、囲碁・将棋・マージャン・オセロなどの相手、絵手紙・華

道など何か教えられる方、楽器演奏・踊りなどを披露して下さる方 

場所 古和釜町 207 

（新京成線北習志野駅よりバス約 25 分 古和釜十字路下車徒歩約５分）  

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 応相談 

連絡先 047-410-8001 担当者 竹井 
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施設名 デイサービスセンター 南生苑 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月曜日～土曜日（週１回でも可）で随時 10：00～12：30 

コミュニケーション・レクリエーション等・昼食準備までの手伝い 

◆日時：月曜日～土曜日（週１回でも可）で随時 10：00～14：30 

コミュニケーション・レクリエーション等、昼食準備までの手伝い、 

利用者と一緒に昼食・利用者のおやつ中の見守り・下膳まで 

（※南生苑にて昼食の用意あり） 

◆日時：月曜日～土曜日（週１回でも可）で随時 10：00～16：00 

（土曜日は 15：00 まで） 

コミュニケーション・レクリエーション等、昼食準備までの手伝い、利用者

と一緒に昼食・利用者のおやつ中の見守り・下膳、帰宅手伝いまで 

（※南生苑にて昼食の用意あり） 

場所 古和釜町２０７（新京成線北習志野駅よりバス約 25 分 古和釜十字路下車徒歩約５分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 応相談 

連絡先 047-410-8002 担当者 星田・小川 

 

 

 

施設名 介護老人保健施設 ふなばし光陽 種別 高齢者 

希望内容 ◆平日 月曜日～金曜日 9：00～17：00 間要相談 

レクリエーション補佐、手芸 

場所 船橋市豊富町 644-12 
（新京成線三咲駅 セコメディック行きバス約 15 分 県民の森下車徒歩約 2 分） 

駐車場 あり 送迎 要相談 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-456-2661／456-2665(FAX) 担当者 柴谷・杉山 

施設名 社会福祉法人朋友会 デイサービス いこいの森 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：月～金曜日 13：30～15：00 の間 

・レクリエーション補助（音楽・演芸・書道・折り紙等の指導） 

・コミュニケーション 

・畑作業の補助 

場所 船橋市大神保町 700－5 

（新京成線三咲駅よりセコメディック病院行き 県民の森停留所下車徒歩約 10 分） 

駐車場 あり 送迎 要相談 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-457-3700／457-3701(FAX) 担当者 櫻木 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 社会福祉法人さざんか会 ゆたか福祉苑 種別 障がい者 

希望内容 ◆日時：平日 10：00～15：00（お時間のある時いつでも） 

知的に障害のある方との語らい。 

散歩や手遊び、軽作業などを通じ、季節感やリラクゼーションの共有。 

◆日時：平日 11：00～13：30（応相談） 

昼食の配膳、ご利用者様のお食事のサポート。 

場所 車方町 400（新京成線三咲駅より小室行きバス約 15 分 停留所下車徒歩約 10 分） 

駐車場 あり 送迎 要相談 交通費 なし 

その他 ※ご利用者様の傍で微笑んでいて下さるだけでも充分です。 

いつでもお待ちしております。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

連絡先 047-457-6444／457-9168(FAX) 担当者 尾村 

施設名 特別養護老人ホーム プレーゲ船橋 種別 高齢者 

希望内容 ◆日時：平日（月曜日～金曜日） 

午前又は午後の 1.5 時間～2 時間（相談可） 

・リハビリのお手伝いをして下さる方（散歩・軽体操など） 

・趣味活動、レクリエーションを一緒に行って下さる方 

・入居者の方とたくさんお話しをして下さる方 

場所 金堀町 195 
（新京成・東葉高速線 北習志野駅から「小室駅」又は「セコメディック病院」 

行きバス約 20 分「特別養護老人ホームプレーゲ船橋」停留所下車徒歩約 2 分） 

駐車場 あり 送迎 あり（北習志野駅） 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

その他 入居者の多くは何かしらの認知症症状を呈する方です。 

認知症の方とのコミュニケーションが楽しめる方を希望します。 

連絡先 047-410-8611／457-2207(FAX) 担当者 清水 
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★お問い合わせ先★ 
 

社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会 船橋市ボランティアセンター  

☎０４７（４３１）８８０８ FAX（４３１）２６７８ 

受付時間：９：００～１７：００ （土日祝日・年末年始を除く） 

施設名 医療法人社団健仁会 船橋北病院 種別 医療 

希望内容 ◆日時：月、火、水、金、土曜日 10 時～16 時（2 時間程度でも可） 

・傾聴、見守りボランティア（病棟やデイケアでの活動） 

・介助ボランティア（認知症治療病棟での活動） 

・環境美化ボランティア（院内・外の活動） 

場所 金堀町 521-36（新京成線三咲駅より病院送迎バス約 10 分） 

駐車場 あり 送迎 病院送迎バスあり（三咲駅） 交通費 なし 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

その他 診療科：精神科、心療内科 

病院ホームページ：http://www.kenjin.or.jp/funabashikita/ 

連絡先 047-457-7153（FAX も同じ） 担当者 地域連携室 髙橋 
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