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令和5年4月28日

番号 事業所、団体名 所在地 電話番号 FAX番号
寄附
受入

の可否

寄附
控除

の対象
寄附受入団体名 ボランティアに希望する活動内容

ｱ-01 障害者支援施設　きずなの里 西区大字宝来501-1 621-3301 621-3303
①レクリエーションや年間の施設行事・イベントのお手伝い及び利用者様の付き添い　②
食事や整容時のお手伝い　③洗濯・洗濯たたみや居室・窓などの清掃

ｱ-02 多機能型事業所　大宮ゆめの園 西区大字中野林653-1 623-1810 623-1677 ○
社会福祉法人ハッピーネット
多機能型事業所大宮ゆめの園 利用者様の日中活動（作業）の手伝い。芸能披露、イベント手伝い等。

ｱ-03 杉の子学園 西区塚本町1-94-1 625-5100 625-5011
・施設内外の清掃、草むしり等　・洗濯物たたみ　・催事、運動会等各種イベント時のお手
伝い

ｱ-04 楽しいわが家生活介護事業所 西区三橋6-21-2 620-6373 622-6316 職員の作業の一部お手伝い、利用者さんが歌うために演奏をする。

ｱ-05
一般社団法人地域支援協会
ありがとう生活介護事業所

西区指扇1711-1 ガレリア西大宮1F 729-7981 729-7982 芸能披露、お話、折り紙、作業のサポート

ｲ-01
放課後等デイサービス
ミラクルクラブ

北区吉野町2-200-31 637-0422 793-6577 手芸指導、昔の遊び指導、スポーツ指導（ゲートボール）

ｲ-02
放課後等デイサービス
夢組ドリームクラス

北区宮原町4-99-5 871-8390 793-6577 手芸指導、昔の遊び指導、スポーツ指導（ゲートボール）

ｲ-03 児童デイあった介護かしの子 北区吉野町1-371-2 871-6531 871-6532 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｲ-04 児童デイあった介護北 北区盆栽町90-4 662-0905 662-0906 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｲ-05
さいたま市大砂土障害者デイサービ
スセンター

北区本郷町17-7 653-2755 653-2798 ○
さいたま市大砂土障害者デイ
サービスセンター ・レクリエーションや行事活動の補助　・昼食の配膳や下膳　・洗い物等

ｲ-06 生活介護事業いーはとーぶ 北区土呂町1-5-4 662-5800 662-5800 ○ 社会福祉法人　いーはとーぶ 利用者さんの日中活動のお手伝い。（音楽活動や作業、クラブ活動等のお手伝い）

ｲ-07
ＮＰＯ法人　織の音・アート福祉協会
（みんなの食堂inみやはら　子ども食
堂）

北区宮原町3丁目473番地 653-1355 ○
NPO法人織の音アート福祉協
会

織の音工房（手織り）での裁縫
毎月第二土曜日、宮原町3丁目自治会館「みんなの食堂」の手伝い

ｴ-01 春里どんぐりの家 見沼区大字小深作186-2 682-2146 682-2147 障害のある方達との交流、作業（軽作業）の手伝い、掃除の手伝い、庭木の剪定

ｴ-03 児童デイあった介護山 見沼区山118-5 872-6511 872-6531 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｴ-04
放課後等デイサービス
ウィズ東大宮

見沼区東大宮4-23-1 エクセル東
大宮103

788-1993 788-1994 ・持ち芸披露　・送迎補助　・食器洗い

ｴ-05
さいたま市障害者福祉施設　春光園
けやき

見沼区宮ケ谷塔1-280 687-8517 687-8570 グラウンド・施設周辺の除草・整備、特技芸能で発表の場として披露してくださる方

ｴ-06 スマイルリズム 見沼区御蔵1522-20 716-5832 716-5832 施設内の清掃

ｴ-07 スマイルスタディ 見沼区御蔵1522-19 716-0563 716-0563 施設内の清掃

ｴ-08 のぞみホーム
見沼区南中野462-4　のぞみホー
ム

872-7665 872-7665 ・そうじ（エアコンなど部分的に）　・さいほう、ぬい物、手芸　・くさとり、花植え

ｴ-09
放課後等デイサービス
すまいるすまいる

見沼区染谷3-274-1 685-5150 685-5160 習字・レクリエーション活動・読み聞かせ等々

ｴ-10 ケアハウスしゃんぐりら 見沼区南中野78-6 812-5884 812-5894 日中見守り・買い物同行

ｴ-11 多機能型事業所ぱらだいすかふぇ 見沼区片柳1112-101.102 731-8414 731-8415 畑作業・野菜の収穫、小分け、販売等　お弁当作り・調理

ｴ-12
公益社団法人やどかりの里
サポートステーションやどかり

見沼区中川562 687-2834 686-9812 ○ ○ 公益社団法人やどかりの里 障害のある人たちとのプログラム活動　等

ｵ-01 みずき園 中央区大戸2-7-21 857-6003 857-6003 ○ ○
社会福祉法人さいたま市社会
福祉事業団　みずき園

利用者のための音楽演奏ボランティア、朗読ボランティア、行事・イベントの補助、日中活
動の参加（紙すき、レクなど）、食器洗いほか

いきいきボランティアポイント事業　ボランティア受入施設一覧（障害者(児)施設）
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ｵ-03 児童デイあった介護中央
中央区鈴谷8-12-27
 メゾンプランリューンヌ105

826-6844 826-6845 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｵ-04 児童デイあった介護鈴
中央区鈴谷5-9-26
ハピネス鈴谷1F

767-5011 767-5012 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｵ-05 風舎 中央区桜丘1-1-17 854-4854
織製品の縫製、農作業・内職作業のお手伝い、レクリエーション・旅行等の支援（買い物
の手伝いなど）

ｶ-01 てづくり厨ふぁくとりー 桜区西堀8-9-18 826-5985 826-5985 〇 〇
社会福祉法人もくせい福祉会
てづくり厨ふぁくとりー 調理器具や食器類の洗浄・片付け、エプロン・布巾類等の洗濯や掃除のお手伝い等

ｶ-02 社会福祉法人　南桜会　けやき 桜区田島7-19-11 762-8300 762-6627 〇 〇 社会福祉法人　南桜会 施設内での活動・音楽活動・芸能披露・買い物などのお手伝い・掃除

ｷ-01 社会福祉法人うらわ学園 浦和区領家1-5-20 886-7210 886-7963 音楽演奏

ｷ-02 あった介護元町 浦和区元町2-36-3 826-5816 826-5826 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｷ-03 地域活動支援センター　どくだみ荘 浦和区領家5-2-11 881-5856 881-5856 日常生活のサポート（手芸・編みもの中心）、行事参加・サポート

ｸ-01 ＮＰＯ法人ともに生きる会　さんご 南区根岸3－8－14 837-4546 762-8031 ○
NPO法人ともに生きる会　さん
ご そうじ、食器洗い、軽作業補助、アルミ缶つぶし等

ｸ-02 NPO法人　わんぱくクラブ 南区大谷口5698‐１ 762-8377 762-8377 わんぱく夕涼会のお手伝い（浴衣着付・ゲーム・販売のお手伝い）

ｸ-03 グループホームまるのいえ 南区辻2-1-5 799-3339 799-3339 利用者のお話し相手、一緒にゲームをしたりDVDを見ること

ｸ-04 株式会社ハマウラ福祉工場 南区曲本5-4-16 864-9666 864-9687 〇 株式会社ハマウラ福祉工場 利用者が使用する部屋の清掃（作業所・食堂・トイレ等）

ｸ-05
社会福祉法人　南桜会　しらはた作
業所

南区白幡5-11-15 864-1400 767-7744 〇 〇 社会福祉法人　南桜会 施設内の活動・音楽活動・芸能披露・掃除

ｹ-01
大崎むつみの里　第１事業所
生活介護事業

緑区大崎37-1 878-3724 878-3720 ○
（福）さいたま市社会福祉事業
団　大崎むつみの里　第１事業
所　生活介護事業

・施設内での活動　・外出サービス（施設行事の際の職員の補助、日中活動においての
近隣周辺の散歩時の職員の補助）　・音楽活動

ｹ-02 児童デイあった介護みその 緑区南部領辻3713-2 812-2777 812-2778 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｹ-03 児童デイあった介護東 緑区東浦和3-1-32-104 829-9245 829-9246 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｹ-04 児童デイあった介護緑 緑区大間木435-1 876-0843 876-0842 畑作業・簡単な掃除・歌やダンス・読み聞かせ等

ｹ-06 NPO法人オハナ　さいどの家 緑区道祖土4-33-29 826-5507 826-5508 配膳補助、農作業のお手伝い

ｹ-07 むつみホーム大間木 緑区大間木494 799-3105 799-3106 ホームの環境整備（庭の草むしり等）

ｺ-01
作業所ひな（特定非営利活動法人ひ
な）

岩槻区東岩槻5-2-3 イケダ第2コーポ 757-8923 757-8923 ○ 特定非営利活動法人ひな 畑作業の補助・除草・清掃作業（朝のときもあり）

ｺ-02
障害福祉サービス事業所
カーサ岩槻

岩槻区谷下1-1 749-2777 758-3777 清掃活動（施設内・外）　余暇活動（歌・踊り・紙芝居等）

ｺ-03
社会福祉法人ささの会
多機能型事業所ぽとふ館

岩槻区岩槻5259-6 720-8200 720-8222 〇 〇 社会福祉法人ささの会 手工芸品作成


