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区立障害者通所施設ボランティア情報（福祉園）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

1

貫井福祉園

（練馬区貫井2-16-12）

ぬくぬくフェスタ（園祭）のお手伝い

重度知的障害者の施設です。園祭で模擬
店、ゲーム、利用者支援のお手伝いをし
て頂ける方を募集しています。

     平成28年
11月1２日（土）
　9:00～16:00

初心者の方でも可

電話：03-5987-0400
担当：堀
15:30以降のご連絡をお
願いします。

2

貫井福祉園

（練馬区貫井2-16-12）
貫井福祉園に集合します。
外出先は未定です。

フライデーナイトスペシャルの
　　　　　　　　　　　　　　　　お手伝い

夜間までの外出行事です。重度知的障害
の利用者と一緒に外出してくださる方を
募集しています。

     平成28年
12月９日（金）
　　16日（金）
12:00～20:30頃

初心者の方でも可
どちらか1日だけの参加も可
です。

電話：03-5987-0400
担当：堀
15:30以降のご連絡をお
願いします。

3

貫井福祉園

（練馬区貫井2-16-12）

ぬいぐるみやカバンなどの作品作りや
　　　　　　　　　　　作業準備のお手伝い

織り機の縦糸張りやミシン、手芸、裁縫
など得意な方や興味のある方を大募集し
ています。

月～金曜日
時間は要相談

経験者の方、大歓迎。

電話：03-5987-0400
担当：堀
15:30以降のご連絡をお
願いします。

※お問い合わせは、直接施設にお願いします -　1　-



区立障害者通所施設ボランティア情報（福祉園）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

4

氷川台福祉園

（練馬区氷川台2-16-2）

軽作業等のお手伝い

18才以上の重度の知的障害者の方が通
う施設です。
以下の内容でお手伝いをしていただける
方を募集しています。
初めての方や学生の方でも大歓迎です。
◎日中活動ボランティア～散歩や外出
　の付き添い・室内作業やレクリエ―
　ション・読み聞かせ・楽器演奏・パ
　ネルシアターなど
※毎週水曜日、「喫茶ひまわり」のお
　手伝いも募集しています。

月～金曜日
9:30～15:30

・ボランティア保険への加入
　をお願いしています。
・交通費は各自でお願いしま
　す。

8:30～17:15の間にお電
話してください（土・日
曜日、祝日は休園日で
す）。
電話：03-3931-0167
担当：齋藤、橋本、中村

5

田柄福祉園

（練馬区田柄3-14-9）

活動のお手伝い

通所型生活介護施設です。
運動、手工芸、紙すき、リサイクル活
動、外出活動等のお手伝いをしていただ
ける方を募集しています。裁縫のできる
方も大募集しています。

月～金曜日
9:30～15:30

初心者の方でも可。
施設見学も可能ですので、お
気軽にお問い合わせくださ
い。

受付随時
電話：03-3577-2201
担当：細野、千葉

6

石神井町福祉園

（練馬区石神井町２-12-5）

日中活動のお手伝い

重度知的障害のある利用者の方と一緒に
散歩や運動、作業等をしていただける方
を募集しています。

月～金曜日
10:00～15:30

初心者の方でも可。
活動時間内の都合の良い時間
をお知らせください。

電話：03-5393-7438
担当：齊藤、長田
15:30以降のご連絡をお
願いいたします。

※お問い合わせは、直接施設にお願いします -　2　-



区立障害者通所施設ボランティア情報（福祉園）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

7

石神井町福祉園

（練馬区石神井町２-12-5）
集合は石神井町福祉園になりま
す。外出先は未定です。

「石神井ナイトスペシャル(SNS)」のお手
伝い

17時または20時までの外出行事です。
重度知的障害のある利用者の方と一緒に
外出していただける方を募集していま
す。

平成28年
 11月25日（金）
 12月  2日（金）
 12月  9日（金）
10:00～17:00頃

または
12:00～20:00頃

初心者の方でも可。
どこか１日だけの参加も可で
す。

電話：03-5393-7438
担当：齊藤、長田
15:30以降のご連絡をお
願いいたします。

8

関町福祉園

（練馬区関町南3-15-35）

日中活動のお手伝い

農園作業、リサイクル作業、石鹸作業の
補助(農園：作物への水やり、リサイク
ル：アルミ缶潰し、石けん作業は手作り
の石けんを素地をもむ工程から行いま
す。）

月・木曜日
　13:30～14:30

金曜日
10:00～11:30

・福祉経験のない方も大歓迎
　です。

電話：03-3594-0217
（平日8:30～17:15土日
は休園日となります）

担当：鈴木、森谷

9

関町福祉園

（練馬区関町南3-15-35）

福祉園の活動中や休憩中に特技や趣味を
披露していただける方を募集していま
す。（例：ギター、ピアノ等の楽器演奏
や手品の披露、紙芝居の読み聞かせ等）

月～金曜日
時間は要相談

・曜日、時間は相談させてい
　ただきたいと思います。

電話：03-3594-0217
（平日8:30～17:15土日
は休園日となります）

担当：鈴木、森谷

10

関町福祉園

（練馬区関町南3-15-35）

１日外出行事のお手伝い

障害のある利用者さんと一緒に外出をし
ていただける方募集です。昼食はこちら
で用意させていただきます。

金曜日
10:00～15:30

・外出行事前に福祉園に来て
　いただける方（オリエンテ
　ーションを行います）
・福祉経験のない方も大歓迎
　です。

電話：03-3594-0217
（平日8:30～17:15土日
は休園日となります）

担当：鈴木、森谷

※お問い合わせは、直接施設にお願いします -　3　-
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施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

11

関町福祉園

（練馬区関町南3-15-35） 運動活動のお手伝い

晴天時は、近隣の公園散策付き添い。雨
天時は園内での室内歩行の付き添い。

運動：月～木曜日
10:00～11:30

・福祉経験のない方でも大歓
　迎です。

電話：03-3594-0217
（平日8:30～17:15土日
は休園日となります）

担当：鈴木、森谷

12

大泉学園町福祉園

（練馬区大泉学園町3-9-20）

軽作業等のお手伝い

18才以上の重度の知的障害者の方が通
う施設です。
以下の内容でお手伝いをしていただける
方を募集しています。
初心者の方や学生の方でも大歓迎です。
1 日中活動ボランティア～・散歩や外
　出の付き添い・室内作業やレクリエ
　ーションなど
2  一芸ボランティア～絵本の読み聞
　かせ・パネルシアター・楽器演奏・
　コンサート・ジャグリングなど
3 裏方ボランティア～雑巾縫いやウエ
　ス切り・洋裁やさおり・工作など

月～金曜日
午前は

9:30～12:00
午後は

13:00～15:30

・初心者の方でも可。
・万が一の事故に備えてボラ
　ンティア保険への加入をお
　願いしています。
・活動希望日、時間を事前に
　お知らせください。

9:00～17:15の間にお電
話してください（土・日
曜日、祝日は休園日で
す）。
電話：03-3923-8540
担当：金垣、山本、
　　　織田、末継

13

大泉町福祉園

（練馬区大泉町3-29-20）

外出のお手伝い

利用者の方と直接関わる内容です。散歩
の付添い、車椅子の移動介助、利用者の
方とのお話。

月～金曜日
9:30～15:30

（曜日と時間につ
いては、ご相談く

ださい）

初心者の方でも可。
活動時間内の都合の良い時間
をお知らせください。

電話：03-5387-4681
担当：松尾、石川

※お問い合わせは、直接施設にお願いします -　4　-



区立障害者通所施設ボランティア情報（福祉園）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

14

大泉町福祉園

（練馬区大泉町3-29-20）

軽作業のお手伝い

活動の準備、物品の整理、自主製品の仕
上げ・ラッピングなど

月～金曜日
9:30～15:30

（曜日と時間につ
いては、ご相談く

ださい）

初心者の方でも可。
活動時間内の都合の良い時間
をお知らせください。

電話：03-5387-4681
担当：松尾、石川

※お問い合わせは、直接施設にお願いします -　5　-



区立障害者通所施設ボランティア情報（福祉作業所）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

1

北町福祉作業所

（練馬区北町8-2-12）

簡単な箱折りなどの作業の手伝い

知的障害のある方の通所施設です。作業
のお手伝いをしていただける方を募集し
ています。ボランティア初心者の方も歓
迎です。

月～金曜日
9:30～16:00

いつでも可能です
初心者の方でも可。

電話：03-3559-0361
担当：宮城、梅原

2

白百合福祉作業所

（練馬区石神井町5-13-10）

主に軽作業のお手伝い

知的障害のある方の通所施設です。軽作
業・クラブ活動等のお手伝いをしていた
だける方を募集しています。
ボランティア活動が初めての方でも大歓
迎です。

月～金曜日
9:30～16:00

ボランティア活動が初めての
方も可。

電話：03-3995-7796
担当：小林、高橋弘

3

かたくり福祉作業所

（練馬区大泉町3-27-10）

作業や自主製品づくり（和の小物）など
のお手伝い

知的障害のある方が通っている施設で
す。日中の作業を一緒に行っていただけ
る方を募集しています。
ボランティア活動が初めての方でも大歓
迎です。

月～金曜日
10:00～15:30

（ご希望の時間）

ボランティア活動が初めての
方も是非見学にいらしてくだ
さい。

電話：03-5387-4610
担当：松木、田中、中島

4

かたくり福祉作業所

（練馬区大泉町3-27-10）

特技等の披露

余暇活動時等で、特技を披露したり教え
たりしてくださる方を募集しています。
（例えば：体操・音楽・ダンス・ゲー
ム・工作等）

応相談
ボランティア活動が初めての
方も是非見学にいらしてくだ
さい。

電話：03-5387-4610
担当：松木、田中、中島

-　6　- ※お問い合わせは、直接施設にお願いします



区立障害者通所施設ボランティア情報（中村橋福祉ケアセンター等）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

1

中村橋福祉ケアセンター
　　　　　　　　成人通所事業

（練馬区貫井1-9-1
　中村橋区民センター１階）

創作活動のお手伝い

利用者の方と一緒に創作活動をして頂け
る方を募集しています。

毎週月曜日
10:30～11:30

アクセサリーや小物作りが得
意で、教えられる方

電話：03-3926-7211
担当：石井

2

障害者地域活動
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　（谷原フレンド）

（練馬区谷原5-6-5）

地域清掃のお手伝い

在宅で生活をしている障害のある方が通
所する施設です。
地域交流活動として取り組んでいる近隣
の公園などを清掃する活動のお手伝いで
す。

月２回

午前
もしくは

午後

初心者の方でも可
電話：03-5910-8488
担当：髙島、阿部

3

障害者地域活動
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　（谷原フレンド）

（練馬区谷原5-6-5）

日中活動のお手伝い

創作活動、外出等の活動に一緒に参加し
ていただく、日中活動のお手伝いです。
その日によって様々なプログラムがあり
ます。

月～土曜日

午前
もしくは

午後

初心者の方でも可
電話：03-5910-8488
担当：髙島、阿部

4

障害者地域活動
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　（谷原フレンド）

（練馬区谷原5-6-5）

園芸活動のお手伝い

施設内テラスや施設前の公園花壇（一
部）の草花のお手入れ・植替え等のお手
伝いです。（まちづくり公社の方が中心
となって活動しています。）

毎月第４月曜日

午前中
（10:45～
11:30）

初心者の方でも可
電話：03-5910-8488
担当：髙島、阿部

-　7　- ※お問い合わせは、直接施設にお願いします



区立障害者通所施設ボランティア情報（障害者地域生活支援センター）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

1

豊玉障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　　きらら

（練馬区豊玉北5-15-19　6階）

『花くらぶ』のお手伝い

きらら内外の花壇の整備等を行います。
毎週火曜日

14:00～16:00
園芸活動のできる方

電話：03-3557-2020
担当：山口、安田、岩田

2

豊玉障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　　きらら

（練馬区豊玉北5-15-19　6階）

『卓球』のお手伝い

卓球で身体を動かすことを通して、メン
バーとの交流やスポーツを楽しみます。

毎月第1土曜日
14:00～15:30

特になし
電話：03-3557-2020
担当：山口、安田、岩田

3

豊玉障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　　きらら

（練馬区豊玉北5-15-19　6階）

『昼食会』のお手伝い

昼食会の料理作り。

毎月第3金曜日
9:30～13:00

食事代として
300円かかります。

電話：03-3557-2020
担当：山口、安田、岩田

4

豊玉障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　　きらら

（練馬区豊玉北5-15-19　6階）

『茶道体験』のお手伝い

日常では体験できない茶道を通して、新
たな生活の場の提供や、和の体験を深め
ます。

毎月第3土曜日
13:30～15:30

お茶代・お菓子代として
１００円かかります。

電話：03-3557-2020
担当：山口、安田、岩田

-　8　- ※お問い合わせは、直接施設にお願いします



区立障害者通所施設ボランティア情報（障害者地域生活支援センター）

施　　設 ボランティア内容 日　　程 条　　件 問合せ

5

豊玉障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　　きらら

（練馬区豊玉北5-15-19　6階）

『地域交流イベント』のお手伝い

地域のイベントに出店し、メンバーとと
もに販売等を行います。

年6回程度 特になし
電話：03-3557-2020
担当：山口、安田、岩田

6

豊玉障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　　きらら

＜申込先＞
　豊玉障害者地域生活
　　支援センター　きらら
　（練馬区豊玉北5-15-19　6階）

＜活動場所＞
　光が丘ボランティア・
　　　　地域福祉推進コーナー
　（練馬区光が丘2-9-6　1階）

『出張きらら』のお手伝い

きららと光が丘のボランティア・地域福
祉推進コーナーとの共催です。光が丘公
園の散策等を行っています。

年7回程度 特になし
電話：03-3557-2020
担当：山口、安田、岩田

7

石神井障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　ういんぐ

（練馬区石神井町7-3-28　1階）

『きれいにし隊！』のお手伝い

ういんぐ施設内の清掃や、地域に出ての
清掃活動です。花壇の整備も行います。

毎週水曜日
14:00～15:00

特になし
電話：03-3997-2181
担当：上野、小野寺

-　9　- ※お問い合わせは、直接施設にお願いします
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8

石神井障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　ういんぐ

（練馬区石神井町7-3-28　1階）

『歩き隊！』のお手伝い

石神井の周辺を歩きながら、まちの景色
やメンバーとの交流を楽しみます。

毎月１回
14:00～15:00

１時間以上歩ける方。（最初
は「ういんぐ」に集合しま
す。）

電話：03-3997-2181
担当：上野、小野寺

9

石神井障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　ういんぐ　交流室

（練馬区石神井町7-3-28　1階）

『創作の日』のお手伝い

絵画、工作、手芸（編み物）などを、メ
ンバーと一緒に行います。

毎月１回
14:00～15:30

特になし
電話：03-3997-2181
担当：上野、小野寺

-　10　- ※お問い合わせは、直接施設にお願いします
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10

石神井障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　ういんぐ

＜申込先＞
　石神井障害者地域生活
　支援センター　ういんぐ
　（練馬区石神井町7-3-28　１階）

＜活動場所＞
　関町ボランティア・
　　　　地域福祉推進コーナー
　（練馬区関町北1-7-14
　　　　リサイクルセンター１階）
　大泉ボランティア・
　　　地域福祉推進コーナー
　（練馬区東大泉2-8-7
　　　パレスフォンテーン３　１階）

『出張ういんぐ』のお手伝い

ういんぐと、関町・大泉のボランティ
ア・地域福祉推進コーナーとの共催で
す。憩いの場としての活動や、毎月楽し
い内容を企画し、実施します。

第２金曜日
　　　　（関町）

第４金曜日
　　　　（大泉）
13:00～15:00

月の内容によっては、参加費
（100円程度）がかかる時
があります。
外出の企画の場合もありま
す。

電話：03-3997-2181
担当：上野、小野寺

11

石神井障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　ういんぐ　交流室

（練馬区石神井町7-3-28　1階）

『卓球しませんか』のお手伝い

卓球で体を動かすことを通して、メン
バーとの交流や、スポーツを楽しみま
す。

毎月１回
14:00～15:00

特になし
電話：03-3997-2181
担当：上野、小野寺

-　11　- ※お問い合わせは、直接施設にお願いします
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12

石神井障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　　　　　ういんぐ

（練馬区石神井町7-3-28　1階）

『夕食会』のお手伝い

偶数月は「持ち寄り」、奇数月は「調
理」を行います。

毎月１回
（日曜日）
17:30～

（調理の日は、
15:30～

調理開始）

調理の日は、参加費（300
円）がかかります。

電話：03-3997-2181
担当：上野、小野寺

13

石神井障害者地域生活
　　　　　　　　　支援センター
　　　　　　　　　ういんぐ　和室

（練馬区石神井町7-3-28　1階）

『茶道体験してみませんか』の
　　　　　　　　　　　　　　　お手伝い

なかなか日常では体験できない茶道を通
して、新たな生活の場の提供や、和の体
験を深めます。

毎月１回
（原則、

　第4月曜日）
14:00～15:00

お茶代・お菓子代として、
100円かかります。

電話：03-3997-2181
担当：上野、小野寺

-　12　- ※お問い合わせは、直接施設にお願いします


