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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

a-01 植水保育園 西区佐知川306 623-6698 623-3031 人形劇、影絵、音楽会、手遊び、昔遊び

a-02 ＮＰＯ指扇北すくすく 西区中釘1538-1 626-2979 626-2979 学童指導員補助（例：学校から児童施設への引率）

a-03 おうぎの森保育園 西区高木598 625-7272 625-6666 ・昔の遊び等の制作、紹介、指導等　・手遊び、人形劇　・園庭の樹木手入れ

a-04 指扇保育園 西区高木567-3 623-5065 623-3261 園舎及び周囲の環境整備　駐車場及び横断歩道に立って見守る

a-05 三橋西保育園 西区三橋6-381-1 622-1350 623-3467 おたのしみ会でのサンタ役

a-06 あおぞら西保育園 西区宮前町695-2 783-3755 783-3756 車で送迎される方の誘導、整備　園舎内外の清掃、整備等

b-01 SSマザーリング保育園 北区宮原町2－19－1 652-0634 保育補助（外出時の援助、園内の清掃）

b-02 遊美保育園 北区本郷町106 654-8714 666-2625 保育園共有部分（ろう下・階段・ホール・玄関など）の掃除

b-03 KIZZ保育室 北区宮原町3-587 653-3611 669-0338 〇 〇 KIZZ株式会社 乳幼児の保育の支援

b-04 保育園Kids Kids 北区宮原町3-587 653-3611 669-0338 〇 〇
ハートキッズ株
式会社

乳幼児の保育の支援　配膳　手遊び披露など

b-05 大砂土保育園 北区土呂町1-51-8 663-7233 667-0862 草刈り、朝夕の車の交通整理、裁縫（雑巾作り等）

b-06 宮原保育園 北区宮原町2-83-2 663-4120 667-0831 草取り　台拭き縫い　人形劇やサンタクロース

b-07
ちゃいるどるーむ きりんのおや
こ

北区日進町2-754-9 グェンビル1
階

653-4009 653-4009 手遊び披露、昔遊び、絵本読み聞かせ

b-08 大宮みちのこ保育園 北区植竹町2-69-6 788-1878 788-1861
手遊びや昔遊び等披露していただいたり、絵本を読んでいただいたり、子ども達と触れ合っていた
だけたらと思います。

c-01 保育室ソーレ 大宮区浅間町1-117 644-7102 644-7147 0歳～3歳児の保育、お手伝い（掃除、配膳等）

c-02 子育て支援センターおおみや
大宮区桜木町1-185-2 のびのび
プラザ3Ｆ

649-3030 729-6961 子どもと一緒に遊んだり、手遊び、紙しばい、わらべ歌、昔あそびなど

c-03 もとの木学童保育 大宮区堀の内町3-236 783-2620 783-2620 保育補助、配膳、洗濯物の片づけ、清掃等

c-04 大宮保育園 大宮区吉敷町1-132-3 641-1497 649-4104 サンタクロースになり、子ども達にプレゼントを渡すお手伝い

c-05 らそ保育園 大宮区櫛引町1-574 666-4149 666-4150 ・配膳、清掃、草むしりなど　・昔あそび伝承

c-06 くまの子倶楽部保育室 大宮区桜木町4-702-1 640-7373 640-7374 ・保育室の清掃　・手遊び、昔遊びの伝承

c-07 桜木保育園 大宮区桜木町1-185-2 641-1229 649-4118 お楽しみ会でのサンタクロース役

d-01 (有)Life Dream きらら園 見沼区東大宮7－7－9 682-0120 682-0119 室内の清掃、配膳

d-02 七里東保育園 見沼区新堤40 683-3969 687-8554 お手玉、メンコ、コマ回し等遊び披露、草取り、花壇の手入れ

d-03 片柳児童センター 見沼区東新井710-78 687-4525 687-4525 除草、落葉掃き（秋）

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（児童施設）
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d-04 大和田保育園 見沼区大和田町1-1230-92 683-2536 687-8516 子どもたちとのおしゃべり　雑布や人形の服作り

d-05 きらめき保育園 見沼区南中野689-1 682-5507 682-5508 園庭の整備、園内設備の修理修繕

d-06 やまばと保育園 見沼区染谷2-203-1 685-0846 685-0993
洗濯物の片づけ、清掃、植木の手入れ、テーブル等の修理、台ふきんのマーク付け・ペーパータ
オル入れ作りなどの縫物等

d-07 保育室まんまる 見沼区小深作400-85 686-8280 686-8280 楽器演奏（種類問わず）

d-08 保育園ハニーハウス本館 見沼区東大宮5-37-5 699-0782 699-0792 手遊び、芸能披露

d-09 保育園ハニーハウス東大宮園 見沼区東大宮5-9-13 683-5442 812-4307 手遊び、芸能披露、清掃、配膳

d-10 きゃんばす東大宮保育園 見沼区東大宮5-26-1 792-0142 792-0143 手品、人形劇、楽器演奏（12月中旬～クリスマス前後）

e-01 (福)三樹会　そらいろ保育園 中央区上落合5-20-20 853-9000 789-7512 手遊び、絵本の読み聞かせ、戸外あそび、伝承あそび、保育室そうじ

e-02 下落合団地保育園 中央区下落合3-8-2 832-9167 832-9187 園庭などの清掃、花壇や畑の世話

e-03 大戸児童センター 中央区大戸6-2-19 831-9536 831-9536
利用者対応（遊び相手、話を聞いてあげる等）、イベント等の補助、環境整備（掃除、花壇手入れ
等）　※特技をお持ちの方、ご相談ください

e-04 上落合保育園 中央区上落合2-9-10 852-1587 852-1589 マジックの披露

e-05 保育ルームKanon
カノン

 melody
メロディ

中央区下落合1065-9 オクトス1F 677-7006 677-7006 食器洗い、トイレ掃除　14:00～16:00（月～金）

e-06 あおぞら保育園 中央区上落合8-11-20 857-8841 857-8821 駐車場の交通誘導

f-01 たじま絆保育園 桜区田島3-13-4 711-5697 711-5698 ○ ○
（福）絆友会　た
じま絆保育園

保育補助（絵本読み聞かせ、人形劇、園内外掃除、伝承遊び披露等）

f-02 大久保東児童センター 桜区大久保領家131-6 851-6717 851-6718 ○ ○ 社会福祉法人
さいたま市社会福祉事業団 乳幼児親子、児童を対象としたイベントのお手伝い

g-01 子育て支援センターうらわ
浦和区高砂1-2-1　エイペックスタ
ワー浦和東館309

814-0481 814-0481 手遊び披露、絵本の読み聞かせ、母親講座の時のお子さんたちの見守り

g-02 大東保育園 浦和区大東2-18-７ 887-6168 887-6183 朝・夕の交通誘導(7:30～9:00・16:30～18:30）

g-03 北浦和駅前保育園
浦和区元町2-1-3　浦和元町シ
ティー３階

813-1147 813-1178 食器洗い、給食の補佐、厨房の掃除、おやつ作り・配膳の手伝い

g-04 東仲町保育園 浦和区東仲町28-16 885-9101 885-7306 樹木伐採、集会等で手品・影絵・楽器演奏・こままわし・お手玉等を披露

g-05 針ヶ谷保育園 浦和区針ヶ谷1-4-3 824-3746 825-0325 伝承遊び、お話、歌など

g-06 上木崎保育所 浦和区上木崎2-6-7 823-7051 823-7052 朝（7:00～9:00）・夕（17:00～20:00）の保護者送迎時誘導

g-07 上木崎ユニコーン
浦和区上木崎2-2-13　工藤歯科
１階

711-4890 711-4890 書きかた教室において、姿勢や字のバランス等を指導して頂く。

g-08 上木崎フェニックス
浦和区上木崎4-4-32　玉井ビル
１階

711-5727 711-5727 書きかた教室において、姿勢や字のバランス等を指導して頂く。

g-09 駒場保育園 浦和区駒場1-27-7 886-9200 886-9228 おたのしみ会のサンタさん役
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g-10 輝萌の森 浦和園 浦和区仲町3-2-24 678-4191 678-4191 掃除、片付け、園児との会話

g-11 なかよしハッピー保育室 浦和区本太4-10-2 887-5581 887-5581 ・保育（遊び）補び（室内外）・食事後の床清掃補助・室内清掃補助　など

g-12 浦和中央保育園 浦和区仲町２－１３－７ 822-2067 822-2206 お楽しみ会で子どもたちにプレゼントを持ってきてくれたり質問等に答えたりしてくれるサンタ役

h-01
チャイルドスクエア　むさしうら
わ

南区別所6－4－12 872-1717 872-1718 畑作り、草むしり、昔あそび、読みきかせなど

h-02 大谷口保育園 南区大谷口1089-1 887-4989 887-5204 歌、楽器演奏、マジック等の披露

h-03 沼影放課後児童クラブ 南区曲本4-7-6 866-4377 音楽活動、マジックショー、人形劇、読み聞かせ

h-04
NPOさいたま　向ひまわり学童
クラブ

南区大谷口5436-4 873-3981 873-3981 工作、落語、サイエンス体験

h-05
スターチャイルド《みなみ保育
園》

南区別所6-15-22 872-1000 872-1234 園庭まわりの清掃、交通整理、雑務等

h-06 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 885-8992 885-9013 砂場の上の藤棚の剪定　草むしり

h-07 いちご保育園 南区辻4-11-12 789-7351 789-7352 植栽の選定作業、草とり等（食事は園児たちと一緒に給食を食べて頂きます。）

h-08 いちご南保育園 南区大谷口717 882-1234 882-1222
絵本のよみ聞かせ、お昼寝（ねかしつけ）、製作や手づくり玩具の手伝い、お昼ごはんの介助・片
づけ、昔あそび

h-09 わくわく子どもの家 南区白幡1-5-14 2F 863-0320 863-0320 イベント、レクリエーション等

h-10 文蔵保育園 南区文蔵３－７－１４ 863-1037 863-1393 お楽しみ会のサンタクロース等お願いいたします。

i-01 尾間木児童センター 緑区大間木472 771-4182 771-4183
小学生対象の工作　おもちゃの修理、消毒　遊びの提供（けん玉、お手玉、コマ、レクゲーム等）
人形劇、演奏、手品、風船バルーン、絵本の読み聞かせ　駐輪場整理　図書及びおもちゃの整理

i-02 きらり遊愛保育園 緑区美園3-8-3 762-6712 762-6713 給食配膳、園内清掃

i-03 中尾学童クラブ
緑区中尾1403-1 ドミールヤマノ
ウチＢ-6

070-6963-
0935

児童が参加してボランティアの方と一緒に一つのことをする

i-04 尾間木保育園 緑区中尾1432-5 873-1103 875-9712 サンタクロース役になり、子ども達にプレゼントを渡す

i-05 コスモス保育園 浦和山崎園 緑区山崎1-10-20 711-1527 799-3118
●園庭・遊具及び保育園共有部分（エントランス・廊下・階段・玄関等）の清掃
●園児のお迎え（園の入口）

i-06 コスモス保育園 浦和山崎園第Ⅱ 緑区山崎1-10-20 2F 202
711-1527
内線14

799-3118
●園庭・遊具及び保育園共有部分（エントランス・廊下・階段・玄関等）の清掃
●園児のお迎え（園の入口）

i-07 のびっこ保育園 緑区東浦和2-65-2 873-4524 873-4524 ・近隣学童から当園への送り（習いごとのため）　・食器洗い

i-08 くまの子俱楽部三室保育園 緑区大字三室867-4 678-7272 678-7273 ・保育室の清掃　・手遊び、昔遊びの伝承

i-09 くまの子俱楽部三室保育園本館 緑区大字三室496-1 875-6067 875-6068 ・保育室の清掃　・手遊び、昔遊びの伝承

j-01
小規模保育事業所A型　鹿室
めぐみ保育園

岩槻区鹿室925-1 797-5370 797-5371 手遊び、絵本読みきかせ、清掃、花・植木の手いれ水やり、芝かり


