
令和４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いたします。 

なお、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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        2022.8.26 

施設ボランティアの募集 

新型コロナウィルス感染症の感染状況等によりボランティアの受入れを 

見合わせている施設があります 



「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、船橋市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。 

 

ボランティア活動をするにあたり 

手指の消毒、マスクの着用、三密の回避を心がけてください 
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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… 
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宮本地区 1 

施設名 
グループホーム ひかり千葉船橋乾 

（認知症対応型共同生活介護） 
種別 高齢者 

電話番号 047-460-0381 FAX 番号 047-460-0384 

担当者 渋谷 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間： 

内 容：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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

宮本地区 2 

施設名 家族の家 ひまわり船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-422-8833 FAX 番号 047-460-6108 

担当者  所属部署  

希望内容 1 

日にち：火曜日・土曜日・日曜日 

時 間：14：00－（1時間程度） 

内 容：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くださ

る方（道具類は持参下さい） 

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） 

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 
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宮本地区 3 

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 

電話番号 047-411-1016 FAX 番号 047-411-1017 

担当者 
海藤 みゆき 

（かいとう みゆき） 
所属部署  

希望内容 

1 

日にち：月曜日～日曜日 

時 間：14：00－16：00（30 分～1時間程度） 

内 容：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くださる方 

２ 

日にち： 

時 間： 

内 容：本の読み聞かせをしてくださる方 

３ 

日にち： 

時 間： 

内 容：お客様とのお話をしてくださる方 

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 お茶とお菓子などを用意いたします 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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宮本地区 4 

施設名 ニチイホーム東船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-422-2111 FAX 番号 047-422-2114 

担当者 
稲毛・高橋 

（いなげ・たかはし） 
所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－（1時間程度） 

内 容：歌や楽器の演奏をしてくださる方 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－（1時間程度） 

内 容：マジック・太極拳などの一芸をご披露してくださる方  

場所 

市場 4-4-35 

（JR 総武線東船橋駅より徒歩約 9分） 

（JR 船橋駅北口より北習志野駅・古和釜十字路行きバス約 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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

できることから始めましょう！ 
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宮本地区 5 

施設名 デイサービス七草 種別 高齢者 

電話番号 047-779-3284 FAX 番号 047-779-3284 

担当者 里見（さとみ） 所属部署  

希望内容 1 

日にち：水曜日（定休日）以外随時 

時 間：9：00-16：15 

お好きな時間でどうぞ！ 

内 容：ご利用者様と楽しくおしゃべり。レクリエーション補助・お茶出し・体操・

フラダンス・楽器・マジック・マージャン・将棋・囲碁・オセロ等、お手伝いしてく

ださる方を募集しています 

場所 
宮本 8-37-4 

（京成線船橋競馬場駅より徒歩 4 分） 

 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 あり 

その他 
9：00-13：00 洋食、和食、イタリアン等のランチ付き 

13：00-16：00 おやつ付き 

短期学生ボランティア等 中・高・大学生、ボランティア証明書発行します 

相手の立場にたって考え行動し

ましょう 
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本町地区 6 

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 

電話番号 047-426-8825 FAX 番号 047-426-8825 

担当者 山本 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：日曜日・月曜日、第 1 土曜日以外随時 

時 間：9：30－17：00（応相談） 

内 容：障がいのある人への支援（接客、調理補助、寄贈品整理等） 

2 

日にち：第 2・第 4土曜日 

時 間：10：00－11：30  （7～9 月は 9：00～10：30） 

内 容：馬込団地広場の清掃 

3 

日にち：水曜日 

時 間：12：30-14：30 

内 容：チラシの折り込み 

4 

日にち：木曜日 

時 間：10：00-12：00 

内 容：新聞配布 

場所 
本町 4-31-23 

（JR 船橋駅・京成線船橋駅より徒歩 10 分） 

 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他 新型コロナウイルス感染症の感染状況により受け入れを休止する場合があります。 

短期学生ボランティア等 
大学生のボランティア、インターンシップも大歓迎です。 

中学生、高校生の職場体験や実習も受け入れています。 
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本町地区 7 

施設名 介護付き有料老人ホーム きゃろっと 種別 高齢者 

電話番号 047-774-3150 FAX 番号 047-774-3151 

担当者 渡邊 英範 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：平日 週３～４回 

時 間：２～３時間程度（応相談） 

内 容：ご利用者様の衣類の洗濯と乾燥（設備有） 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：応相談 

内 容：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 

場所 
本町 4-8-10 

（JR・京成線・東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟ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 

その他  

短期学生ボランティア等 要相談 

無理せずゆっくり

はじめましょう！ 

そして長く続けま

しょう！ 
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本町地区 8 

施設名 デイサービス 星に願いを 種別 高齢者 

電話番号 047-779-4642 FAX 番号 047-779-4642 

担当者 本間（ほんま） 所属部署  

希望内容 1 

日にち：日曜日（定休日）以外随時 

時 間：9：00－16：15 

お好きな時間でどうぞ!! 

内 容：ご利用者様と楽しくおしゃべり。レクリエーション補助・お茶出し・体操・

フラダンス・楽器・マジック・マージャン・将棋・囲碁・オセロ等、お手伝いしてく

ださる方を募集しています 

場所 
本町 2-4-4 

（京成線船橋駅より徒歩 6 分） 

 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 あり 

その他 
9：00-13：00 洋食、和食、イタリアン等のランチ付き 

13：00-16：00 おやつ付き 

短期学生ボランティア等 中・高・大学生、ボランティア証明書発行します 

 

約束は必ず守りましょう！ 
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海神地区 9 

施設名 西おもちゃの図書館 種別 障がい者 

電話番号 047-431-8808 FAX 番号  

担当者 船橋市ボランティアセンター 所属部署  

希望内容 1 

日にち：原則 毎月第１水曜日、第３月曜日 

時 間：13：00－15：00 

内 容：障がいのある幼児（未就学児）におもちゃの貸出を行っています。おもちゃ

貸出のお手伝い、おもちゃの整理・見守り等出来る方を募集します 

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 

その他  

短期学生ボランティア等  

活動にけじめをつけましょう！ 
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海神地区 10 

施設名 ツクイ海神デイサービスセンター 種別 高齢者 

電話番号 047-495-2032 FAX 番号 047-495-2033 

担当者 竹内 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：30分～1 時間以内 

内 容：楽器演奏・日本舞踊などを披露してくださる方を随時募集（広さの関係で 3

～4 名まで） 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：40分～45 分程度 

内 容：リズム体操・マジック・民謡・童謡などを披露してくださる方を随時募集（１

～10 名まで） 

3 

日にち：随時（応相談） 

時 間： 

内 容：将棋の相手・民謡を歌ってくださる方も募集しています 

場所 
海神 6-25-18 

（京成線海神駅より徒歩 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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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葛飾地区 11 

施設名 船橋市朋松苑デイサービスセンター 種別 高齢者 

電話番号 047-410-0117 FAX 番号 047-410-0750 

担当者 湯浅・茶園（ちゃえん） 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－12：00 

内 容：ご利用者様への飲み物の提供、入浴後のケア（ドライヤーかけ）、コップ洗

い、配膳等 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：30－15：30 

内 容：楽器演奏などを披露してくださる団体 

3 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－15：00 

内 容：趣味活動（書道・フラワーアレンジメント・短歌・俳句・絵画等）の講師 

場所 

西船 2-21-12 

（京成線海神駅より徒歩約 14 分） 

（JR 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 

その他 

･体調管理にご留意ください 

･入館時は検温および消毒を必ず行っていただき、マスク着用（場合によってはフェ

ースシールド着用）で活動していただきます 

･緊急事態宣言、まん延防止中は受け入れをを見合わせます 

短期学生ボランティア等 大歓迎です 
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葛飾地区 12 

施設名 船橋市特別養護老人ホーム 朋松苑 種別 高齢者 

電話番号 047-410-0117 FAX 番号 047-410-0750 

担当者 副施設長 臼井 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：応相談 

内 容：車椅子清掃（週 1～2 回） 

場所 

西船 2-21-12 

（京成線海神駅より徒歩約 14 分） 

（JR・東西線西船橋駅より京成バス行田団地方面「行田西小学校」下車徒歩 10 分、

京成トランジットバス諏訪神社行き「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 当日は、検温および体調確認のご協力をお願いしております。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

葛飾地区 13 

施設名 ソラスト西船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-410-1481 FAX 番号 047-410-1482 

担当者  所属部署  

希望内容 1 

日にち：日曜日（休み）以外随時 週 1 回でも可 

時 間： 

内 容：ご利用者様と一緒に過ごしてくださる方（お話し相手・傾聴、折り紙・囲碁・

書道・将棋・手芸・ゲーム等） 

場所 
西船 1-24-1 エクセル青山 1F 

（JR・東西線西船橋駅より徒歩 7分、京成線海神駅より徒歩 10分） 

駐車場 2～3 台 送迎 なし 交通費 応相談 

その他 披露してくださる方の控室あり 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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葛飾地区 14 

施設名 
SOMPO ケア㈱ 

 SOMPO ケアラヴィーレ西船橋 
種別 高齢者 

電話番号 047-302-4165 FAX 番号 047-302-4166 

担当者  所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－15：00（30 分～1時間程度）その他時間は応相談 

内 容：ご利用者様が見学・参加できるものを披露してくださる方（マジック・大正

琴・日本舞踊・玉すだれ・太鼓・演歌・ばか面おどり等） 

場所 

西船 7-11-8 

（京成線東中山駅徒歩 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） 

（JR・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 

その他  

短期学生ボランティア等 要相談 

活動を点検し振り返りまし

ょう！ 
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葛飾地区 15 

施設名 あずみ苑西船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-431-6541 FAX 番号 047-431-6581 

担当者 染谷 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時 

時 間：14：00－15：00（30 分～1時間程度） 

内 容：音楽・マジック・リズム体操・三味線・ハーモニカ・アニマルセラピー 

場所 
西船 2-17-7 

（京成線西船駅より徒歩約 15～20 分） 

（JR・東西線西船橋駅より徒歩約 15～20 分） 

駐車場 あり 送迎 あり 交通費 なし 

その他 控室、着替え室あります 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

葛飾地区 16 

施設名 
ニチイケアセンター西船橋 

（グループホーム） 
種別 高齢者 

電話番号 047-495-1071 FAX 番号 047-495-1072 

担当者 渡邉（わたなべ） 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～金曜日（祝日・火曜日除く） 月１回～週１回 

時 間：10：30－15：00（1 時間～2 時間程度） 

内 容：認知高齢者のお話し相手、ろう唖の方のお話し相手、お庭の草取り等なんで

も 

場所 
西船 3-7-33 

（京成線西船駅より徒歩約 10～15 分） 

（JR・東西線西船橋駅より徒歩約 10～15 分） 

駐車場 1 台 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 あり／応相談 

14 



本中山地区 17 

施設名 デイサービス ココファン西船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-302-2760 FAX 番号 047-335-6380 

担当者 鈴木 所属部署 デイサービス ココファン西船橋 

希望内容 1 

日にち：日曜日（休み）以外随時 

時 間：15：00－16：00（30 分～1時間程度） 

内 容：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 

（JR・東西線・東葉高速鉄道西船橋駅より徒歩約 13 分） 

駐車場 あり（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、15：00-16：00 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 ※開催日変動あり 

短期学生ボランティア等 応相談 

活動を通して学びましょう！ 
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本中山地区 18 

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 

電話番号 047-302-2760 FAX 番号 047-335-6380 

担当者 高津 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：30分～1 時間程度 

内 容：➀体操  ②楽器演奏  ③踊り（フラダンス等、ダンスなら何でも OK！） 

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

駐車場 あり（要確認） 送迎 なし 交通費 なし 

その他 入館時は検温および消毒を必ず行っていただきます 

短期学生ボランティア等 あり／応相談 

本中山地区 19 

施設名 ワークアイ・船橋 種別 障がい者 

電話番号 047-336-5112 FAX 番号 047-336-5114 

担当者 橋本 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－16：00 の間で応相談 

内 容：軽作業の支援、データ入力のチェックなど、パソコン、点字、手話等のでき

る方大歓迎 

場所 本中山 3-21-5 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 要相談 

その他 障がいに理解のある方 

短期学生ボランティア等 あり 
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塚田地区 20 

施設名 医療法人社団協友会 船橋総合病院 種別 医療 

電話番号 047-425-1151 FAX 番号 047-425-1058 

担当者 福田様 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～土曜日（祝日・年末年始除く） 

時 間：9：00－17：00（うち 2 時間～4 時間程度） 

内 容：外来患者様のご案内、サポート業務、植栽管理、車イス修理点検等 

場所 
北本町 1-13-1 

（東武アーバンパークライン新船橋駅より徒歩 5 分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他 ユニフォーム（エプロン）貸与いたします 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

塚田地区 21 

施設名 障害者通所施設 アトリエ プレジュ 種別 障がい者 

電話番号 047-401-7115 FAX 番号 047-401-8771 

担当者 眞田（さなだ） 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～金曜日（年末年始除く） 

時 間：10：00－12：00／13：30－15：00 の間で 1 時間程度 

内 容：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 

（東武アーバンパークライン塚田駅より徒歩約 15 分） 

（JR 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」下車すぐ） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 応相談 
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塚田地区 22 

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 

電話番号 047-401-3344 FAX 番号 047-401-3990 

担当者 伊藤 理彩 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：30－17：00 の間で応相談 

内 容：掃除、レクリエーション（折り紙・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塚田駅より徒歩 10分） 

駐車場 4 台まで 送迎 
あり（馬込沢駅～船

橋駅） 
交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 ボランティア様大歓迎！（内容についてもご相談ください） 

安全にも配慮しましょう！ 
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法典地区 23 

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 

電話番号 047-430-7900 FAX 番号 047-430-3611 

担当者 永吉 一公 所属部署 生活サービス課 

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－16：00 の間で応相談 

内 容：散髪のボランティア（理美容のできる方） 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－16：00 の間で応相談 

内 容：レクリェーションの手伝い、洗濯物たたみ、ミシンで縫い物、演奏など 

3 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－16：00 の間で応相談 

内 容：定期的に行うサークル活動の講師として活動頂ける方。（書道・折り紙・創

作活動） 

場所 

藤原 8-17-1 

（東武アーバンパークライン馬込沢駅より徒歩 20 分） 

（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 

その他 
現在、新型ウイルス感染症予防対策として、ボランティアの受け入れを中止させて頂

いております。活動再開時やオンライン等でご協力頂けるボランティアの方がいら

っしゃいましたら、是非ご連絡ください。 

短期学生ボランティア等 要相談 
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法典地区 24 

施設名 ヴェルフ藤原デイサービスセンター 種別 高齢者 

電話番号 047-430-0002 FAX 番号 047-429-6755 

担当者 山本・能村 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：日曜日（休み）以外随時 

時 間：時間：応相談 

内 容： 

2 

日にち：火曜日 

時 間：13：30-15：30 

内 容：マージャン（第４、第５火曜日募集中）他の火曜日も随時募集 

場所 

藤原 8-17-2 

（東武アーバンパークライン馬込沢駅より徒歩 20 分） 

（東武アーバンパークライン馬込沢駅より新京成バス鎌ヶ谷グリーンハイツ行き「藤

台第二公園」下車徒歩 5 分） 

（JR 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 

その他  

短期学生ボランティア等 要相 
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法典地区 25 

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 

電話番号 047-430-7922 FAX 番号 047-430-7931 

担当者 中澤・中原・加藤・掛川 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：30分～1 時間程度 

内 容：洗濯物たたみ、折り紙、短歌などをご利用者様と一緒にできる方、マージャ

ンの相手、話し相手、歌・踊りなどを披露してくださる方 

場所 
藤原 8-17-3 

（東武アーバンパークライン馬込沢駅より徒歩約 20 分） 

（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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

法典地区 26 

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 

電話番号 047-439-6011 FAX 番号 047-439-6037 

担当者 渡部・小島 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－15：00（応相談） 

内 容：レクリエーションの出来る方（ご利用者様と制作・ゲーム・歌等で交流、歌・

楽器・踊り等披露してくださる方）など応相談 

場所 
藤原 5-23-1 

（東武アーバンパークライン馬込沢駅より徒歩約 12 分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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法典地区 27 

施設名 関西中央福祉会 ケアホーム船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-406-6200 FAX 番号 047-406-6600 

担当者 
水野 健太郎 

（みずの けんたろう） 
所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－17：00（1 時間程度） 

内 容：老人施設内での傾聴ボランティアをお願いいたします 

場所 馬込町 899-2（東武アーバンパークライン馬込沢駅より徒歩約 15分） 

駐車場 5 台まで 送迎 要相談 交通費 要相談 

その他  

短期学生ボランティア等 あり 

家族や周囲の理解を得まし

ょう！ 
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夏見地区 28 

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 

電話番号 047-430-6501 FAX 番号 047-430-6502 

担当者 伊藤 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－16：00 の間で応相談 

内 容：話し相手、折り紙、唱歌等を一緒に唄っていただける方 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－16：00 の間で応相談 

内 容：野菜作りの指導をしていただける方 

3 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－16：00 の間で応相談 

内 容：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 

（JR 船橋駅北口よりバス約 5 分「三軒屋」下車徒歩約 5分 

 

駐車場 2 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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夏見地区 29 

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 

電話番号 047-423-8651 FAX 番号 047-423-8652 

担当者 内田・郡司 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～日曜日 

時 間：13：30－15：00（45 分～50分程度） 

内 容：日本舞踊・大正琴・楽器演奏・フラダンス・将棋 

場所 夏見台 5-6-9（JR 船橋駅北口よりバス約 10 分「八栄小学校」下車徒歩 3 分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他 
お茶をご用意いたします 

入館時は検温および消毒を必ず行って頂きます 

緊急事態宣言、まん延防止中は受け入れを見合わせます 

短期学生ボランティア等 お待ちしております 

秘密を守りましょう！ 
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夏見地区 30 

施設名 船橋ケアセンターそよ風 種別 高齢者 

電話番号 047-411-0361 FAX 番号 047-411-0362 

担当者 西河・井上 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：8：00－17：00（1 時間から OK） 

内 容：デイサービスで歌や踊りを披露してくださる方 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：8：00－17：00（1 時間から OK） 

内 容：高齢者の傾聴、お茶出し等を行っていただける方 

3 

日にち：随時（応相談） 

時 間：8：00－17：00（1 時間から OK） 

内 容：センターの掃除、草取りを行っていただける方（➀～③以外の方も大歓迎） 

場所 

夏見 4-35-9 

（JR 船橋駅北口よりバス約 10 分「七軒家」下車徒歩約 5分） 

（東武アーバンパークライン塚田駅より徒歩約 20 分） 

 

駐車場 5 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他 職員一同明るい施設です。心よりお待ちしています 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

 

25 



夏見地区 31 

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 

電話番号 047-411-2072 FAX 番号 047-411-2073 

担当者 ボランティア担当 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－16：00 

内 容：➀絵手紙②朗読③体操④刺し子⑤囲碁・将棋⑥短歌・俳句⑦庭の植木や花壇

の整理⑧麻雀⑨楽器や歌の披露⑩話し相手 

場所 

夏見 1-17-27 

（JR 船橋駅より徒歩 18 分） 

（JR 船橋駅北口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」下車） 

駐車場 5 台まで 送迎 応相談 交通費 応相談 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

高根･金杉地区 32 

施設名 船橋健恒会ケアセンター南館 種別 高齢者 

電話番号 047-429-4165 FAX 番号 047-430-8165 

担当者  所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

内 容：施設周囲の環境整備（草木の手入れ、水やり）をご協力頂ける方 

場所 
金杉 139-2 

（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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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高根･金杉地区 33 

施設名 船橋健恒会ケアセンター 種別 高齢者 

電話番号 047-429-4165 FAX 番号 047-430-8165 

担当者 白倉 所属部署 相談部 

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－16：00 

内 容：施設周囲の環境整備（草木の手入れ） 

場所 
金杉町 141-2（JR 船橋駅より医療センター行きバス約 10分、下車徒歩 5 分） 

 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他 
入館時は検温および消毒を必ず行っていただきます。 

現在、受入れを休止しています。感染状況等により対応いたします。 

短期学生ボランティア等  

相手の立場にたって気持ち

を尊重しましょう！ 
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高根･金杉地区 34 

施設名 デイサービス すももの樹 種別 高齢者 

電話番号 047-440-5767 FAX 番号 047-440-5776 

担当者 大畠 未来乃 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：月曜日～日曜日 

時 間：14：00－15：30（30 分～1時間程度） 

内 容：踊りや音楽の披露 ※職員もつきます 

2 

日にち：月曜日～日曜日 

時 間：14：00－15：30（30 分～1時間程度） 

内 容：書道や編み物、折り紙などレクリエーションの指導 ※職員もつきます 

場所 
金杉 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を募集しています。開設か

ら 15 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！ 

プライバシーを

守りましょう！ 
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高根･金杉地区 35 

施設名 なつみ平デイサービス 種別 高齢者 

電話番号 047-402-6788 FAX 番号 047-439-3465 

担当者 小柳・安田 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：13：00－15：00（1 時間程度） 

内 容：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い

ただける方 

2 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：14：00－15：00（1 時間程度） 

内 容：楽器演奏、手品、落語、そば打ち等の一芸を披露していただける方 

3 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：14：00－15：00（1 時間程度） 

内 容：囲碁や将棋の相手をしていただける方 

場所 
金杉 139-2（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。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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高根台地区 36 

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 

電話番号 047-496-5394 FAX 番号 047-496-5395 

担当者 佐藤 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（土日以外） 

時 間：10：00－16：00 の間で応相談 

内 容：●傾聴ボランティア ご利用者様の話し相手 

●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 

2 

日にち：月曜日～金曜日 

時 間：13：30－14：30（1 時間程度） 

内 容：トランプ等テーブルゲームを一緒に行ってくださる方 

3 

日にち：月曜日～金曜日 

時 間：14：45－15：45（1 時間程度） 

内 容：舞踊・民謡・楽器演奏等の演芸ボランティア 

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  

短期学生ボランティア等  － 
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高根台地区 37 

施設名 グループホーム つどいの家 高根台 種別 高齢者 

電話番号 047-467-2561 FAX 番号 047-467-2571 

担当者 江澤 有美 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

内 容：ご利用者様のお話し相手、レクリエーション補助、調理の準備と片付け 

場所 
高根台 2-2-17（新京成線高根公団駅より徒歩約 7 分） 

 

駐車場 要相談 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 
近隣住民ボランティア等 

年齢不問、待ってます！ 

無理せず可能な範囲で！ 
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高根台地区 38 

施設名 
社会福祉法人秀心会 

 高根台複合福祉施設 たか音の杜 
種別 高齢者 

電話番号 047-468-8808 FAX 番号 047-468-8803 

担当者 萩原 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～金曜日 

時 間：9：30－16：00 の間で応相談 

内 容：演奏・演芸・傾聴・踊り その他ご相談ください 

場所 
高根台 2-10-30（新京成線高根公団駅より徒歩 6 分 千葉徳州会病院となり） 

 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他 

現在、受け入れを休止しています。感染者数が下がり状況が落ち着いた場合に再開予

定です。 

地域の皆様との交流を増やしたいと考えております。どうぞ、よろしくお願い致しま

す 

短期学生ボランティア等 お待ちしております 

約束・ルールは守り

ましょう！ 
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高根台地区 39 

施設名 千葉徳洲会病院 種別 医療 

電話番号 047-466-7111 FAX 番号 047-774-0404 

担当者 緩和ケア病棟 富塚 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

内 容：【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、

病棟の飾りつけ、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 あり（有料） 送迎 なし 交通費 なし 

その他 活動前に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） 

体調管理はしっかりと！ 
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高根台地区 40 

施設名 デイサービス虹の家 種別 高齢者 

電話番号 047-496-0024 FAX 番号 047-496-0039 

担当者 黒澤 陽子 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00-12：00 

内 容：ドライヤーかけ、お茶出し、話し相手、レクリエーション 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：13：00-15：00 

内 容：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約 3 分） 

 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

責任をもって行動し

ましょう！ 
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高芝地区 41 

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 

電話番号 047-461-5356 FAX 番号 047-461-5366 

担当者 高橋・佐藤 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：毎週水曜日 

時 間：8：30－11：00 の間で応相談 

内 容：シーツ交換 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－17：00 の間で応相談 

内 容：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 

3 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－17：00 の間で応相談 

内 容：レクリエーション（個人）利用者様と制作、ゲーム、歌等で交流 

レクリエーション（団体）歌、楽器、踊り等披露出来る方 

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 

その他 入館時は検温および消毒を必ず行っていただきます 

短期学生ボランティア等 年齢問わず待っています！ 
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高芝地区 42 

施設名 
社会福祉康和会 

 デイサービスセンター オレンジガーデン 
種別 高齢者 

電話番号 047-461-5081 FAX 番号 047-461-5366 

担当者 澤山 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：30－11：30 の間で応相談 

内 容：傾聴、レクリエーションのお手伝い、体操への参加 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：12：30－14：00 の間で応相談 

内 容：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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

学ぶ姿勢をもちましょう！ 
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高芝地区 43 

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 

電話番号 047-461-6865 FAX 番号 047-461-6877 

担当者 西川 洋子 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：毎週水曜日 

時 間：9：00－11：30 の間で応相談 

内 容：シーツ交換 

2 

日にち：月曜日～金曜日で都合の良い日 

時 間：9：00-11：30 

内 容：傾聴 

場所 

芝山 7-41-1 

（東葉高速鉄道飯山満駅より徒歩約 8 分） 

（JR 東船橋駅から飯山満行きバス約 20 分下車徒歩約 8 分） 

 

駐車場 多数あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 要相談 

周囲の理解を得ましょう！ 

37 



高芝地区 44 

施設名 ケアパートナー飯山満 種別 高齢者 

電話番号 047-461-3330 FAX 番号 047-461-3225 

担当者 塚本 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－15：30（1 時間程度） 

内 容：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 

2 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：10：00－15：00 の間で応相談 

内 容：ご利用者様に書道・囲碁・手作業などを教えてくださる方 

場所 
芝山 3-2-1（東葉高速鉄道飯山満駅より徒歩約 5 分） 

 

駐車場 8 台まで 送迎 
あり（東葉高速線 

飯山満駅まで） 
交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

安全面にも気配りして活

動しましょう！ 
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高芝地区 45 

施設名 NPO 法人みんなのいえチャオ 種別 
障がい者 

児童 

電話番号 047-463-1708 FAX 番号 047-463-1708 

担当者 太齋 美歩子 所属部署  

希望内容 1 

日にち：①月曜日～金曜日 

②土曜日・祝日（日曜日は休み） 

時 間：①9：30－17：00 の間で都合の良い時間 

②10：00－12：00 

内 容：お散歩の付き添い、お話し相手や遊び相手、レクリエーションの補助、絵本、

紙芝居、楽器演奏、マジック等を披露してくださる方 

場所 
芝山 6-14-16 

（新京成線高根木戸駅より徒歩 15分または東葉高速鉄道飯山満駅より徒歩 15分） 

 

駐車場 1 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、お待ちしています 

積極的、かつ謙虚に振る

舞いましょう！ 
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前原地区 46 

施設名 住宅型有料老人ホーム ここち東船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-470-5171 FAX 番号 047-470-5172 

担当者 菊地 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00-15：00 

内 容：地域で活動している教室、サークルを施設内で開き、ご入居者様も参加させ

ていただけませんか？ 

（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 

（JR 総武線東船橋駅より徒歩約 14分） 

（飯山満駅行きバス約 5 分 「東船橋三丁目」下車徒歩約 3 分） 

 

駐車場 3 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他 現在、受入れを休止しています。感染状況等により対応いたします 

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

相手に必要な助けをしま

しょう！ 

40 



二宮・飯山満地区 47 

施設名 介護老人保健施設 フェルマータ船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-425-5581 FAX 番号 047-425-6385 

担当者 塩原 所属部署  

希望内容 1 

日にち：日曜日 

時 間：午前または午後 

内 容：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くだ

さる方（ご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 

その他 感染状況の様子で都合ご相談 

短期学生ボランティア等 不可 

二宮・飯山満地区 48 

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 

電話番号 047-461-9111 FAX 番号 047-461-7010 

担当者 岡村 所属部署  

希望内容 1 

日にち：水曜日 

時 間：14：00-15：00 

内 容：芸能の披露 

場所 
飯山満町 2-518-1 

（新京成線前原駅より徒歩約 15 分） 

（JR 津田沼駅より千葉病院行きバス約 10分「千葉病院」下車徒歩約 3 分） 

駐車場 2 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他 現在は受入れを休止していますが、感染状況等により対応いたします。 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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二宮・飯山満地区 49 

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 

電話番号 047-467-6111 FAX 番号 047-467-6123 

担当者 中田（なかた） 所属部署 管理事務部 

希望内容 1 

日にち：随時（応相談）コロナ感染状況による 

時 間：応相談 

内 容：館内清掃・歌・踊り・マジック・傾聴他 

場所 

飯山満町 2-681 

（新京成線前原駅より徒歩約 15 分） 

（JR 津田沼駅発 東船橋駅行きバス約 15 分「飯山満２丁目自治会館」下車 2 分） 

 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 応相談 

二宮・飯山満地区 50 

施設名 ケアサービス船橋デイホーム 種別 高齢者 

電話番号 047-461-1423 FAX 番号 047-461-1444 

担当者 佐久間 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：13：00-14：00 

内 容：歌や踊り、手品を披露してくださる方 

お話し相手をしてくださる方 

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 

その他  

短期学生ボランティア等 福祉を学ぶ学生さんも希望します 
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二宮・飯山満地区 51 

施設名 NPO 法人 とまりぎ 種別 障がい者 

電話番号 047-462-1886 FAX 番号 047-440-8872 

担当者 國峰 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

内 容：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】飯山満町 3-1525-6 shushu ビル 2-202 号 

（新京成線薬円台駅より徒歩約 2 分） 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等  

薬円台地区 52 

施設名 東おもちゃの図書館 種別 障がい者 

電話番号 047-431-8808 FAX 番号  

担当者 船橋市ボランティアセンター 所属部署  

希望内容 1 

日にち：原則 毎月第２木曜日、第４木曜日 

時 間：13：00-15：00 

内 容：東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）新京成線習志野駅より徒歩 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 

短期学生ボランティア等 学生不可 
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薬円台地区 53 

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 

電話番号 047-496-3211 FAX 番号 047-496-3214 

担当者 清水・伊藤 所属部署 デイサービス 

希望内容 

1 

日にち：月曜日～土曜日（日曜日のみ休み） 

時 間：9：00-17：00 

内 容：お風呂上がりのご利用者様にドライヤーをかける、水分補給、洗濯物をせん

たく 

2 

日にち：月曜日～土曜日（日曜日のみ休み） 

時 間：11：00-16：00 

内 容：来所時入浴後に利用客にお茶出し、昼食前・おやつ時等のテーブル拭き、湯

飲み・コップの食器洗い、洗濯物たたみ 

3 

日にち：月曜日～土曜日（日曜日のみ休み） 

時 間：10：00-16：00 

内 容：ご利用者様とのお話し相手、ゲーム、将棋、囲碁、絵本等の読み聞かせ、お

りがみ 

4 

日にち：月曜日～土曜日（日曜日のみ休み） 

時 間：15：00-15：50 

チームボラ（5～10人で） 

内 容：民謡、踊り、演奏（ギター、ウクレレ、ハーモニカ等） 

場所 
薬円台 6-16-8（新京成線薬園台駅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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さんお待ちしています 
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三田習地区 54 

施設名 星の子三山校まなびや（デイサービス） 種別 高齢者 

電話番号 047-455-6001 FAX 番号 047-455-6002 

担当者 水野 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00-15：00 

内 容：お話し相手、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 3 分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 応相談 

習志野台地区 55 

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 

電話番号 047-496-3155 FAX 番号 047-496-3156 

担当者 高橋 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：15－15：30（30 分～1時間程度） 

内 容：音楽関係、ダンス関係、手品、玉すだれ、劇等 

場所 習志野台 4-58-6（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 
ご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

の修練の場などとして是非ご利用ください。365 日いつでも営業しているので、い

つでも利用してください 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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習志野台地区 56 

施設名 放課後等デイサービス とれいる 種別 障がい者 

電話番号 047-419-1643 FAX 番号 047-419-1643 

担当者 岡村・飯島 所属部署  

希望内容 1 

日にち：夏休み中 

時 間：9：30－13：30／14：00－17：00 の間で 1～３時間程度 

内 容：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 習志野台 2-16-10（新京成線高根木戸より徒歩約 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 あり（高校生不可／年齢 18～30 歳くらいまで） 

無理のないスケジュール

で活動しましょう！ 

46 



習志野台地区 57 

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 

電話番号 047-490-2102 FAX 番号 047-464-1311 

担当者 山口 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－12：00／13：00－16：00 

内 容：・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 
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。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！ 
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二和地区 58 

施設名 特別養護老人ホーム ひかりの郷 種別 高齢者 

電話番号 047-440-4165 FAX 番号 047-440-4011 

担当者 浅川 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

午前午後にわたる場合は昼食あり 

内 容：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（新京成線二和向台駅より徒歩約 20 分、または鎌ヶ谷大仏駅より

徒歩約 15 分） 

駐車場 要確認 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等  

二和地区 59 

施設名 サポートハウスまなび 種別 高齢者 

電話番号 047-440-7810 FAX 番号 047-440-7816 

担当者 伊藤 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：10：00－12：00／14：00－16：00 の間で 30 分 1 時間程度 

内 容：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）、お話し相手、園芸、大工仕事等（物作り、花壇作り） 

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 2 台まで 送迎 なし 交通費 応相談 

その他 
お茶とお菓子などを用意いたします 

感染状況等により対応します 

短期学生ボランティア等  
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二和地区 60 

施設名 社会福祉法人さざんか会 けいよう 種別 障がい者 

電話番号 047-411-8177 FAX 番号 047-411-8180 

担当者 野島 所属部署  

希望内容 1 

日にち：平日 

時 間：10：00－12：00／13：00－15：00 

内 容：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 

（新京成線二和向台駅より徒歩約 20分） 

（鎌ヶ谷大仏行きバス約 30 分「鎌ヶ谷」下車徒歩約 13 分 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

三咲地区 61 

施設名 特別養護老人ホーム 南三咲 種別 高齢者 

電話番号 047-401-3666 FAX 番号 047-401-3667 

担当者 生活相談員 菅野（かんの） 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

内 容：ご利用者様の趣味活動支援・お話し相手・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 

場所 
南三咲 3-27-1 

（新京成線滝不動駅より大穴方面に向かって徒歩 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 

その他 現在、受入れを休止しています。感染状況等により対応いたします 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

49 



三咲地区 62 

施設名 介護老人保健施設 みさきの郷 種別 高齢者 

電話番号 047-407-7888 FAX 番号 047-407-7889 

担当者 尾田（おだ） 所属部署 総務 

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

内 容：お風呂上りのご利用者様にドライヤーをかける、お茶出し、食前のテーブル

拭き、食器洗い・洗濯物たたみなど 

場所 

三咲 4-23-15 

（新京成線三咲駅より徒歩約 10 分） 

（小室駅行きバス 3 分「三咲三叉路」下車徒歩 1 分） 

 

駐車場 3 台まで 送迎 なし 交通費 応相談 

その他 入館時は検温および消毒を行っていただきます 

短期学生ボランティア等 学生さん、お待ちしています 

けじめのある行動を

しましょう！ 
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三咲地区 63 

施設名 ツクイ船橋三咲 種別 高齢者 

電話番号 047-448-8822 FAX 番号 047-448-8823 

担当者 滝口・大井 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－15：00 

13：45－14：45 

14：15－15：15 

内 容：デイサービスで歌や踊りを披露してくださる方 

折り紙などのレクリエーション指導をお願いします。 

上記以外に来てくれる方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください！ 

場所 三咲 2-4-55（新京成線三咲駅より徒歩約 5分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他 
消毒とマスク着用をお願い致します。 

狭いので最大 10 名程度でお願い致します。 

日にちの指定はありません。時間は 14 時前後で 1 時間程度でお願い致します。 

短期学生ボランティア等 要相談 
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三咲地区 64 

施設名 りぼんくらぶ三咲 種別 高齢者 

電話番号 047-448-8001 FAX 番号 047-448-8002 

担当者 宇山 譲二 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：月曜日～金曜日 

時 間：9：30－11：30 の間で 1 時間程度 

内 容：➀お話し相手 

②介護予防体操の補助 

2 

日にち：月曜日～金曜日 

時 間：13：30－15：30 の間で 1時間程度 

内 容：①お話し相手 ②介護予防体操の補助  

場所 
三咲 4-15-7 

（新京成線三咲駅より徒歩約 15 分） 

 

駐車場 なし 送迎 なし 交通費 なし 

その他 2021 年 9 月オープン 

短期学生ボランティア等 学生さん、お待ちしております 

活動の記録をとりま

しょう！ 
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八木が谷地区 65 

施設名 あったかホーム八木が谷 種別 高齢者 

電話番号 047-404-5901 FAX 番号 047-404-5902 

担当者 石神 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－15：00 

内 容：●お話し相手 

●踊り・マジック・民謡・体操等を披露してくださる方（30分～1 時間以内） 

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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

八木が谷地区 66 

施設名 特別養護老人ホーム みやぎ台南生苑 種別 高齢者 

電話番号 047-447-5800 FAX 番号 047-447-5801 

担当者 川村 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：随時（応相談） 

内 容：洗濯・掃除・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 

（新京成線三咲駅より徒歩 30 分） 

（新京成線三咲駅より小室行きバス約 10 分「須賀神社」下車徒歩約 5分） 

駐車場 5 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 学生の皆さんのご応募お待ちしています 
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松が丘地区 67 

施設名 NPO 法人 カム・トゥルー ぱる大穴南 種別 障がい者 

電話番号 047-496-0191 FAX 番号 047-496-0192 

担当者 岡田 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：月曜日～金曜日 14：00－17：00 

内 容：知的に障がい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） 

2 

日にち：土曜日 

時 間：10：00－16：00 

内 容：知的に障がい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） 

3 

日にち：イベント時 

時 間：基本 10：00－16：00 

内 容：イベントのお手伝い 

場所 
大穴南 2-6-7（新京成線滝不動駅より徒歩約 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！ 
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大穴地区 68 

施設名 介護老人保健施設 大穴さくら苑 種別 高齢者 

電話番号 047-457-1177 FAX 番号 047-457-5538 

担当者 藤沢 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：毎週水曜日 

時 間：10：00－11：30 

内 容：シーツ交換、ベッド周りの簡単なお仕事 

2 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－12：00／13：00－17：00（応相談） 

内 容：お話し相手、おしぼりたたみ、お茶配り、テーブル拭き等  

3 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－15：30 

内 容：レクリエーションの出来る方（ご利用者様と折り紙、歌、ゲーム、絵本の読

み聞かせ等で交流） 

4 

日にち：随時（応相談） 

時 間：14：00－15：00 

内 容：歌・踊り・ハーモニカなどを披露してくださる方 

５ 

日にち：毎週火・金曜日 

時 間：9：30－11：30／14：00－15：30 

内 容：お風呂上がりのご利用者様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 

その他  

短期学生ボランティア等 応相談 
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大穴地区 69 

施設名 介護老人保健施設 千葉徳洲苑 種別 高齢者 

電話番号 047-457-8411 FAX 番号 047-457-9800 

担当者 渡部 安彦 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－12：00／13：00－16：00 の間で 1 時間程度 

内 容：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 

囲碁・将棋・マージャンの出来る方 

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・セコメデック病院行きバ

ス約 25 分「古和釜十字路」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！ 

約束や秘密を守りま

しょう！ 
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大穴地区 70 

施設名 船橋笑寿苑デイサービスセンター 種別 高齢者 

電話番号 047-410-8414 FAX 番号 047-410-8003 

担当者 丸山 有喜 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（水曜日・日曜日以外） 

時 間：14：20－15：10 の間で 30～50分程度 

内 容：●踊りや楽器演奏などを披露してくださる方 

●折り紙や編み物、野菜の作り方など教えてくださる方も募集しています。 

よろしくお願いします！ 

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・セコメデック病院

行きバス約 15 分「古和釜十字路」下車徒歩約 15 分） 

 

駐車場 2 台まで 送迎 なし 交通費 なし 

その他 
現在、2 ヶ月に 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ヶ月に 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！ 

ボランティア活動４原則 

1 自主性・主体性 

ボランティア自身の意思によっ

て行う行為です 
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豊富地区 71 

施設名 大久保学園グループホーム 種別 障がい者 

電話番号 047-457-2462 FAX 番号 047-457-4069 

担当者 
共同生活援助事業 

江澤（えざわ） 
所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：9：00－16：00 くらいまで 

内 容：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 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！ 

ボランティア活動４原則 

2 社会性・連帯性・公共性 

  お互い支えあい 

学びあう活動です 
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豊富地区 72 

施設名 特別養護老人ホーム 南生苑 種別 高齢者 

電話番号 047-457-8660 FAX 番号 047-457-8661 

担当者 髙橋 所属部署  

希望内容 1 

日にち：随時（応相談） 

時 間：10：00－16：00 の間 

内 容：レクリエーション 

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 

その他  

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 

ボランティア活動４原則 

3 無償性・無給性 

 お金では得られない「出会い」「発見」 

「感動」「喜び」「充実感」が得られます 
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豊富地区 73 

施設名 デイサービスセンター 南生苑 種別 高齢者 

電話番号 047-410-8002 FAX 番号 047-410-8222 

担当者 國吉・土屋 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：月曜日～土曜日（週１回でも可） 

時 間：10：00－12：30 

内 容：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 

2 

日にち：月曜日～土曜日（週１回でも可） 

時 間：10：00－14：30 

内 容：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、ご利用

者様と一緒に昼食、ご利用者様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） 

3 

日にち：月曜日～土曜日（週１回でも可） 

時 間：10：00－16：00 

（土曜日は 15：00 まで） 

内 容：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、ご利用

者様と一緒に昼食、ご利用者様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 

その他  

短期学生ボランティア等 応相談 
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豊富地区 74 

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 

電話番号 047-457-6444 FAX 番号 047-457-9168 

担当者 尾村 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：平日 

時 間：10：00－15：00（お時間のある時いつでも） 

内 容：知的に障がいがある方との語らい。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 

2 

日にち：平日 

時 間：11：00－13：30（応相談） 

内 容：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駅行きバス約 15 分「変電所（船橋市）」下車徒歩約 11

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！ 

ボランティア活動４原則 

4 創造性・開拓性・先駆性 

  よりよい環境を作っていく 

活動です 
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豊富地区 75 

施設名 シンシア船橋（デイサービス） 種別 高齢者 

電話番号 047-457-9680 FAX 番号 047-457-9690 

担当者 増田 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～土曜日 

時 間：9：00－12：00 

内 容：お風呂上りにご利用者様にドライヤーかけなどをして下さる方。お茶出し、

傾聴、お話し相手になってくださる方 

場所 小室町 3060-1（北総線小室駅より徒歩約 15分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等  

豊富地区 76 

施設名 特別養護老人ホーム プレーゲ船橋 種別 高齢者 

電話番号 047-410-8611 FAX 番号 047-457-2207 

担当者 清水 所属部署  

希望内容 1 

日にち：月曜日～金曜日 

時 間：午前または午後の 1.5 時間程度（応相談） 

内 容：園芸活動のお世話（畑・プランター栽培）、洗濯物たたみ・清掃、レクリエ

ーションを一緒に行ってくださる方 

場所 
金堀町 195 

（新京成線・東葉高速鉄道北習志野駅より小室駅また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」下車徒歩約 2 分） 

駐車場 あり 送迎 なし 交通費 なし 

その他 入居者の方とたくさんお話をしてくださる方待ってます。ぜひ一度ご相談ください 

短期学生ボランティア等 学生さん、待ってます！ 
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夏見地区 32 

施設名 生活介護事業所 なつみのはな 種別 障がい者 

電話番号 047-401-6856 FAX 番号 047-401-6857 

担当者 波多野・山崎・玉置 所属部署  

希望内容 

1 

日にち：月曜日～金曜日（応相談） 

時 間：10：00－12：00／13：00－15：30 

内 容：レクリエーション補助（散歩、折り紙、スポーツレク補助、ゲーム）  

２ 

日にち：平日 週１～２回 

時 間：13：00－15：00（１時間程度） 

内 容：マジック、紙芝居、楽器演奏等（道具類は持参してください） 

3 

日にち：平日 随時 

時 間：11：00－13：00（１時間～可） 

内 容：調理の準備と片付け 

場所 夏見台 4-23-13（医療センターバス停 徒歩５分） 

駐車場 あり 送迎 応相談 交通費 なし 

その他  

短期学生ボランティア等 年齢問わずお待ちしています！ 
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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） 
 


