
№ 分野 対象 活動先(施設・団体名) 活動内容 活動日時 

1 高 中高大 
小山倶楽部 

（小規模多機能ホーム） 

話し相手・レク活動参加・ 

料理等の家事補助 など 

７/27～9/30 日曜除く 

１０時～１５時  

午前・午後のみなども可能 

２ 高 高・大 ぷらりす湯～亀 
話し相手・音楽療法や体操な

どのレク補助 

７/27～9/30 

10：30～16：30 

午前・午後のみなども可能 

3 高 中高大 八潮在宅サービスセンター 話し相手・下膳・レク補助等 

８/１～９/30月～金曜日 

10：00～15：00 

数時間の活動も可能 

4 高 中高大 大井在宅サービスセンター 

話し相手・お茶出し・配膳・

外出付添・転倒防止レク参加

など 

8/1～9/30月～土曜日 

10：00～15：30 

数時間の活動も可能 

５ 高 中高大 中延在宅サービスセンター 
利用者交流・お茶出し・ 

活動補助等 

8月中 火～土曜日 

9：00～12：45 

６ 高 中高大 かえで荘 
話し相手・レク補助・ 

シーツ交換・フロア掃除など 

8～9月 月・火・木・金曜 

10：00～16：00 

半日の活動も可能 

７ 高 中高大 
ケアホーム 

西大井こうほうえん 

植木の手入れ・館内環境整備 

施設内飾り物の変更 

８月土曜日を除く全日 

13：00～16：00 

８ 高 中高大 
プラチナ美容塾 

（ケアホーム西大井こうほうえん） 
傾聴・利用者のハンドケア 

8/９・９/13  

13：20～15：30 

9 高 中高大 
プラチナ美容塾 

（大井在宅サービスセンター） 
傾聴・利用者のハンドケア 

8/12・9/3 

13：00～15：00 

10 高 中高大 ロイヤルサニー 
行事参加・お茶出し・清掃 

利用者交流等 

8/22以降月・水・金 

14：00～16：00 

11 高 中高大 オハナ中延 傾聴・運動レク参加 
7/27～9/30日曜除く全日 

13：30～15：30 

12 高 中高大 
はじめてのウクレレ 

（南品川ほっと♡サロン） 
高齢者サロン運営補助 

７～９月末毎週水曜日 

10：00～11：50 

13 高 中高大 
うさぎのおみみ 

（南品川ほっと♡サロン） 
高齢者サロン運営補助 

８/17・９/21  

13：15～16：30 

14 高 中高大 
すまいる茶屋花岡 

（東品川ゆうゆうプラザ） 
高齢者サロン運営補助 

７～９月第２・４水曜日 

12：45～16：00 

15 高 大学生 
英語De１２３ 

（平塚ゆうゆうプラザ） 
高齢者サロン運営補助 

８/１２・２６  

13：30～15：30 

16 高 中高大 品川ボランティアセンター 自宅で残暑見舞い作成 ７/27～８/12 

17 障 高・大 ふれあい作業所西大井 公園清掃・自主製品作製 

7/27～9/30の内受入れ

可能日8：30～17：00 

半日の活動も可能 

18 障 高・大 ふれあい作業所西品川 
公園清掃・館内清掃・ 

売店運営・室内作業 

8/1～9/30 の内受入れ可

能日８：30～17：00 

半日の活動も可能 

19 障 中高大 にじのひろば八潮 施設内の活動準備・清掃など 
7/27～8/31  

9：00～12：00 



 

20 障 中高大 品川手話サークル（昼） 

手話の学習・ 

聴覚障害者との交流など 

8～9月第2、4火曜日 

14：00～16：00 

21 障 高・大 品川手話サークル（夜） 
８～９月毎週火曜日 

18：30～21：00 

22 障 高・大 品川手話サークル（五反田） 
7/27～９月毎週水曜日 

19：00～21：00 

23 障 中高大 就労継続支援B型 さつき 
作業補助（クリーニング・ 

軽作業・創作作業） 

8/23～25  

9：00～16：00 

半日の活動も可能 

24 障 高・大 心身障害者福祉会館 活動補助・利用者見守り 
8/16～18 ３日連続参加 

13：00～15：30 

25 障 高・大 パン工房 プチレーブ イベント参加販売補助 
9/17  

9：30～15：00 

26 児 中高大 石井こども園 保育補助 

7/27～9/30土日祝除く 

10：00～18：00の内 

希望時間 

27 児 中高大 みどりの丘保育園 保育補助・運営補助 
7/27～9/30土日祝除く 

8：30～13：00 

28 児 中高大 キッズタウンにしおおい 保育補助・運営補助 
7/29～9/9土日祝除く 

9：00～12：00 

29 児 中高大 八潮中央保育園 保育補助・運営補助 
8/1～5の内３日間連続参加 

9：00～14：00 

30 児 中高大 すきっぷひろば 子育て交流サロン運営補助 
7/28・8/22・8/25  

10：15～14：30 

１時間からの活動も可能 

31 児 中高大 しながわこども冒険ひろば 水遊び・泥遊びの見守り等 
７/27～8/30木・金曜除く 

10：30～18：00 

32 児 中高大 北浜こども冒険ひろば 水遊び・泥遊びの見守り等 
7/27～9/2月～土祝日除く 

14：00～18：00 

33 児 中高大 あずかり広場「ほっぺ」 保育補助 
7/27～9/30火～金 祝日除く 

9：30～16：00 
状況により短時間になる可能性あり 

34 児 中高大 あずかり広場「わっこ」 保育補助 
7/27～9/30火～土 祝日除く 

9：30～16：00 
状況により短時間になる可能性あり 

35 児 中高大 
ほっと♡サロンにじっこ 

（こみゅにてぃぷらざ八潮） 
親子サロン運営補助 

7/27～9/29毎週木曜日 
祝日除く13：30～16：00 

36 児 中高大 
すまいりんぐ 

（南品川ほっと♡サロン） 
親子サロン運営補助 

7/29・8/5・9/2・9/16・

9/30 13：20～16：00 

37 他 中高大 品川総合福祉センター地域福祉課 館内装飾・障害体験 
8/22～25  

13：00～16：30 

38 他 中高大 更生施設 浜川荘 利用者交流・作業補助 

7/28～9/30毎週金曜日  

第２・４月曜日 祝日除く 

９：15～13：30 

39 他 中高大 
大井ふ頭中央海浜公園 

なぎさの森 

なぎさの森の清掃・ 

動植物の自然観察 

8/21・9/18 

9：30～12：00 

40 他 中高大 切手整理 使用済み切手の整理 8/26 13：30～16：00 

分 野 ： 高⇒高齢者施設、障⇒障害児・者施設、児⇒児童系、他⇒その他 

対 象 ： 中⇒中学生、高⇒高校生、大⇒大学生・専門学生・短大生  ※1６は自宅での活動 

※活動メニューの追加を予定しています。追加メニューは随時ＨＰに掲載します。 


