2019年度

ボランティア情報一覧

№

発信者名

件名

開催日

応募締切

129

東区ちゃいちゃいまつり実行委員会

「東区ちゃいちゃいまつり」ボランティア募集

―

―

128

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

佐伯区ボランティアセンター広報紙「ボランティア伝言板」発行

掲示で確認してください。

掲示で確認してください。

127

国際交流センター

「第17回国際交流フェスタinくれ

掲示で確認してください。

掲示で確認してください。

126

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「きんさい家 新年会」ボランティア募集

―

―

125

Gakuvo

ながぐつ 福島県いわき市ボランティア募集

掲示で確認してください。

―

124

呉市市民協働センター

「くれボラレター」発行

―

―

123

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「ボランティア情報1月号」発行

―

―

122

ひろしま国際センター

ボランティア募集

掲示で確認してください。

掲示で確認してください。

121

（公財)広島市文化財団アステールプラザ館長

「宮島を英語でガイド」参加者募集

―

―

120

ひろしま国際センター研修部長

「広島の魅力発信プログラム」ボランティア募集

掲示で確認してください。

掲示で確認してください。

119

広島地区観光情報発信事業実行委員会事務局

「島根ふるさとフェア2020」ボランティア募集

―

―

118

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「きんさい家 クリスマス会」ボランティア募集

―

―

117

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「ボランティア情報12月号」発行

―

―

116

呉市市民協働センター

「くれボラレター」発行

―

―

115

広島経済大学

本川周辺一斉清掃開催について

―

―

№

発信者名

件名

開催日

応募締切

114

広島県呉市立川尻小学校

学習支援ボランティア募集

―

―

113

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「きんさい家 うどん作り」ボランティア募集

2019年11月16日（土）

2019年11月13日（水）

112

広島県ユニセフ協会

「ボランティア通信」発行

―

―

111

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「ボランティア情報11月号」発行

―

―

110

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

佐伯区ボランティアセンター広報紙「ボランティア伝言板」発行

掲示で確認してください。

掲示で確認してください。

109

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「きんさい家 芋ほり」ボランティア募集

2019年10月26日（土）

2019年10月21日（月）

108

―

黒瀬のお祭りボランティア

―

―

107

無料塾 寺子屋「夢」

学習支援スタッフ募集

―

―

106

広島市安芸区社会福祉協議会

「安芸区ボランティアまつり」ボランティア募集

2019年11月10日（日）

2019年11月10日（日）

105

野呂山学園

ボランティア募集

―

―

104

介護老人保健施設 はまな荘

「令和元年度ふれあい秋祭り」ボランティア募集

―

―

103

熊野町農業祭実行委員会

「熊野町農業祭」ボランティア募集

2019年12月1日（日）

2019年11月1日（金）

102

呉市保健所

「世界エイズデー」ボランティア募集

―

―

101

安芸津町商工会青年部

「安芸津町商工会青年部ブース」ボランティア募集

2019年11月9日（土）
2019年11月10日（日）

2019年10月31日（木）

100

広島市心身障害者福祉センター

「2019文化祭」ボランティア募集

2019年12月8日（土）

2019年11月4日（月）

99

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
あったか応援センター

「ボランティア情報10月号」発行

―

―

98

呉市市民協働センター

「くれボラレター」発行

―

―

№

発信者名

件名

開催日

応募締切

97

一般財団法人広島県ひとり親家庭等福祉連合会

個別学習支援

掲示で確認してください。

―

96

YKB'sグループ

「忘年会」ボランティア募集

―

―

95

亀山神社奉賛会

「秋の例大祭」ボランティア募集

2019年10月13日（日）

2019年9月30日（月）

94

万葉火実行委員会

「万の字焼き」ボランティア募集

2019年11月9日（土）

2019年10月25日（金）

93

障害児子どもまつり実行委員会

「第40回障害児子どもまつり」ボランティア募集

2019年11月4日（月）

2019年10月11日（金）

92

公益財団法人広島市文化財団まちづくり市民交流プラザ

「まりづくり市民交流フェスタ2019」ボランティア募集

2019年11月9日（土）
2019年11月10日（日）

2019年10月20日（日）

91

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「きんさい家 ことNEWあんさんぶる」ボランティア募集

2019年10月6日（日）

―

90

広島フィルム・コミッション

「広島国際映画祭2019」ボランティア募集

掲示で確認してください。

―

89

広島市市民局文化スポーツ部文化振興課長

「威風堂々クラシックinHirishima2019」運営ボランティア募集

掲示で確認してください。

2019年10月30日（水）

88

南区ボランティアフェスティバル実行委員会

「第20回南区ボランティアフェスティバル」ボランティア募集

2019年10月27日（日）

2019年10月1日（火）

87

東広島スポーツ推進委員福富支部

「アクアフェスタin福富」ボランティア募集

2019年10月5日（土）

2019年9月30日（月）

86

第37回全国都市緑化ひろしまフェア実行委員会事務局

「はなのわ」ボランティア募集

―

―

85

一般社団法人UNITED SPORTSFOU

「USFスポーツキャンプin広島」ボランティア募集

掲示で確認してください。

2019年10月7日（月）

84

Gakuvo

ながぐつ 福島県いわき市ボランティア募集

掲示で確認してください。

―

83

中電技術コンサルタント株式会社

「お達者検診PLUS」ボランティア募集

2019年10月21日（月）

2019年10月11日（金）

82

障害者支援施設ときわ台ホーム

「ときわ祭2019」ボランティア募集

2019年10月27日（日）

2019年10月11日（金）

81

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
あったか応援センター

「ボランティア情報9月号」発行

―

―

№

発信者名

件名

開催日

応募締切

80

とびしまウルトラマラニック実行委員会

「とびしまウルトラマラニック」ボランティア募集

2019年12月8日（土）

2019年11月15日（金）

79

ピース･カップ実行委員会

第30回ピース・カップ国際交流車イステニス大会
学生ボランティア募集

―

―

78

地球緑化センター

―農山村ボランティアで社会経験と豊かな人間力―
１年間の農山村チャレンジ「緑のふるさと協力隊」のご案内

掲示で確認してください。

随時

77

黒瀬商工会 黒瀬まちづくり推進委員会

「あなたの知らない黒瀬を知ろう」ボランティア募集

2019年9月2９日（日）

2019年9月25日（水）

76

認定こども園 広島光明学園

「光明祭」ボランティア募集

2019年9月7日（土）

2019年9月2日（月）

75

一般財団法人広島県ひとり親家庭等福祉連合会

個別学習支援

掲示で確認してください。

2019年9月10日（火）

74

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
あったか応援センター

「ボランティア情報8月号」発行

―

―

73

東広島市健康福祉部健康増進

ヘルスケア・ラボ豊栄
大学生ボランティア募集

2019年9月18日（水）

2019年8月30日（金）

72

呉市市民協働センター

「くれボラレター」発行

―

―

71

広島県ﾘﾊﾋﾞﾘｴt-ｼｮﾝ協会
地域活動支援センターときわ

ボランティア情報紙「あじさい通信」発行

―

―

70

第45回広島県知的障害者福祉大会
第18回はつらつ大会大会実行委員長

「第45回広島県知的障害者福祉大会」
「第18回はつらつ大会」ボランティア募集

掲示で確認してください。

―

69

広島市西部障害者デイサービスセンター

「第27回西部デイまつり」ボランティア募集

2019年10月26日（土）

2019年9月3日（火）

68

府中市社会福祉協議会

「府中町児童センター」ボランティア募集

2019年7月21日（日）～8月31日
（土）

―

67

広島市安芸区社会福祉協議会

「安芸区ボランティアだよりNo.201」発行

―

―

66

乃美尾小学校体育振興会

第31回東広島市民スポーツ大会 選手推薦のお願い

―

―

65

地域活動センターときわ

「工作教室」ボランティア募集

2019年8月4日（日）

2019月7月30日（火）

64

広島市安佐北区社会福祉協議会

平成31年度安佐北区ヤングボランティアスクール「Volusta2019」

2019年8月９日（金）、１６日（金）又は
20日（火）、２３日（金）

2019年8月2日（金）

№

発信者名

件名

63

東広島市社会福祉協議会

「夏まつり」「そうめん流し」ボランティア募集

62

夢フェスティバル実行委員会

「夢フェスティバル」ボランティア募集

2019年9月22日（日）

2019年9月6日（金）

61

宗近病院

「納涼祭」ボランティア募集

2019年8月29日（木）

2019年8月10日（土）

60

Gakuvo

ながぐつ 福島県いわき市ボランティア募集

掲示で確認してください。

―

59

社会福祉法人竹原市社会福祉協議会

「竹原市ふくし健康まつり」ボランティア募集

2019年9月29日（日）

2019年9月5日（木）

58

社会福祉法人竹原市社会福祉協議会

夏の学生ボランティア体験の参加者募集

掲示で確認してください。

随時

57

緑寿会 特別養護老人ホーム新山荘

「夏祭り」ボランティア募集

2019年8月31日（土）

―

56

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

佐伯区ボランティアセンター広報紙「ボランティア伝言板」

―

―

55

松陽寮

「平岩夏まつり」ボランティア募集

2019年7月27日（土）

―

「夏祭り」ボランティア募集

2019年8月4日（日）

募集は終了しました。

54

介護老人ホーム保健施設

熊野ゆうあいホーム

開催日

応募締切

夏まつり：2019年8月3日（土）
夏まつり：2019年7月29日（月）
そうめん流し：2019年8月17日（土） そうめん流し：2019年8月13日（火）

53

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
あったか応援センター

「ボランティア情報7月号」発行

―

―

52

中迫自治会

「祭り」ボランティア募集

2019年10月19日（土）、20日（日）

2019年9月15日（日）

51

社会福祉法人IGL学園福祉会

「保育」ボランティア募集

随時

随時

50

広島県ﾘﾊﾋﾞﾘｴt-ｼｮﾝ協会
地域活動支援センターときわ

ボランティア情報紙「あじさい通信」発行

―

―

49

成寿会

「納涼祭」ボランティア募集

2019年7月20日（土）

募集は終了しました。

48

社会福祉法人 松風会

「夜店ごっこ」ボランティア募集

2019年7月21日（日）

募集は終了しました。

47

地域緑化センター

4泊5日の農山村ボランティア「若葉のふるさと協力隊」

2019年7月～11月

―

№

発信者名

件名

開催日

応募締切

46

障害者支援施設ときわ台ホーム

「夏祭り」ボランティア募集

2019年7月27日（土）

募集は終了しました。

45

広島市南区社会福祉協議会

南区ボランティア情報「Palette通信」発行

―

―

44

広島県地域政策局国際部長

「第4回ひろしまジュニア国際フォーラム」ボランティア募集

2019年8月20日（火）～23日（金）

募集は終了しました。

43

呉市市民協働センター

「くれボラレター」発行

―

―

42

ひうな荘

「夏祭り」ボランティア募集

2019年7月20日（土）

募集は終了しました。

41

とうろう流しを支える市民

「とうろう流し」ボランティア募集

2019年8月6日（火）

募集は終了しました。

40

東広島市社会福祉協議会

学習支援スタッフ募集

随時

随時

39

SYD

「瀬戸内海子ども自然体験ｷｬﾝﾌﾟ」のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ募集

掲示で確認してください。

掲示で確認してください。

38

東広島サイクルロードレース実行委員会

「サイクルロードレース」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

37

広島県立生涯学習センター

「ワクワク学び隊」ボランティア募集

随時

随時

36

三原市社会福祉協議会

人にやさしい祭り委員会参加者募集

2019年8月10日（土）

募集は終了しました。

35

社会福祉法人 川内の里

「夏祭り」ボランティア募集

2019年7月27日（土）

募集は終了しました。

34

ezorock

環境対策ボランティア募集

2019年8月16日（金）～18日(日）

募集は終了しました。

33

広島県留学生活躍支援センター

「留学生による伝えるHIROSHIMAプロジェクト」
ボランティア募集

2019年8月28日（水）～30日（金）

募集は終了しました。

32

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
あったか応援センター

「ボランティア情報6月号」発行

―

募集は終了しました。

31

賀茂精神医療センター

「盆踊り」ボランティア募集

2019年7月25日（木）

募集は終了しました。

30

みちくさ実行委員会

「みちくさ」学生ボランティア募集

―

募集は終了しました。

№

発信者名

件名

開催日

応募締切

29

呉市市民協働センター

「くれボラレター」発行

―

募集は終了しました。

28

広島県ﾘﾊﾋﾞﾘｴt-ｼｮﾝ協会
地域活動支援センターときわ
センター長 河内 信治

ボランティア情報紙「あじさい通信」発行

―

募集は終了しました。

27

黒瀬ふれあい夏祭り実行委員会

「黒瀬ふれあい夏祭り」ボランティア募集（救護）

―

募集は終了しました。

26

広島市安芸区社会福祉協議会

「安芸区ボランティアだよりNo.200」発行

―

募集は終了しました。

25

特定非営利活動法人ソレイユ

学生サポーター募集

随時

随時

24

社会福祉法人 芙蓉の家

「第17回わいわいフェスタまつなが」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

23

東広島ひとむすび

「田植えスクールin吉川」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

22

社会福祉法人広島聴覚障害者福祉会アイラブ作業所

「2019年度ろう重複交流会」ボランティア募集

2019年7月6日（土）
2019年9月7日（土）

募集は終了しました。

21

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
あったか応援センター

「ボランティア情報5月号」発行

―

募集は終了しました。

20

東広島市社会福祉協議会

「遠足」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

19

東広島市社会福祉協議会

「プール見守り」ボランティア募集

2019年7月下旬～8月（夏休み中の
平日）

募集は終了しました。

18

慈楽福祉会ピア観音

「ピアまつり」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

17

広島県ﾘﾊﾋﾞﾘｴt-ｼｮﾝ協会
地域活動支援センターときわ

ボランティア情報紙「あじさい通信」発行

―

募集は終了しました。

16

広島市安芸区社会福祉協議会

あきくヤングボランティアスクール2019

―

募集は終了しました。

15

Gakuvo

ながぐつ 福島県いわき市ボランティア募集

―

募集は終了しました。

14

広島県立障害者リハビリテーションセンター
スポーツ交流センターおりづる

「おりづるジュニアクラブ」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

13

「原爆と峠三吉の詩」原爆展えお成功させる広島の会」

「平和イベント」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

№

発信者名

件名

開催日

応募締切

12

ボランティアプラネットフォーム

【ボランティア情報】の案内

掲示で確認してください。

随時

11

日月ボール生誕100周年実行委員会

「けん玉ギネス世界記録」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

10

江田島市教育委員会教育長

平成31年度江田島市「大学生による学生支援員制度」
ボランティア募集

随時

随時

9

安芸灘とびしま海道連携推進協議会

「第7回瀬戸内安芸灘とびしま海道ウォーキング大会」
ボランティア募集

―

募集は終了しました。

8

（公財)広島市文化財団アステールプラザ館長

平成31年度広島市国際青年ボランティア募集について

随時

随時

7

（公財)広島市文化財団アステールプラザ館長

「平和公園を英語でガイド」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

6

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

佐伯区ボランティアセンター広報紙「ボランティア伝言板」発行

―

募集は終了しました。

5

一般社団法人 スポーツの力で復興支援する会

「西日本豪雨災害復興スポーツイベント」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

4

広島市社会福祉協議会

「フラワーフェスティバル」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

3

広島学生赤十字奉仕団

「広島学生赤十字奉仕団」募集

―

募集は終了しました。

2

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

「ボランティア情報4月号」発行

―

募集は終了しました。

1

あしなが学生募金

「街頭募金」ボランティア募集

―

募集は終了しました。

※問い合わせ先や詳しい詳細等は、ボランティアセンター掲示板で確認してください。また、ボランティアに参加する際は、必ずボランティアセンターで受付を
してください。

