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はとなバンク 登録リスト 

技能・特技 
 

この「はとなバンク登録リスト」からの依頼方法は次のとおりです。 

① 「はとなバンク 依頼用紙」へ希望日時・希望グループ（第 3 希望まで）のリスト番号を記入する。 

① 市社協へ依頼 FAX（またはメール）をする。FAX：653-0039（vc-shizu@shizuoka-shakyo.or.jp） 

※1 団体様が一度にご依頼していただけるのは 1 日程分のみです。 

その結果が出てから、別日程の依頼をしてください。 

※既にボランティアグループが行くことが決定している日は、再度ご依頼していただけません。 

② 市社協がグループ代表者様へ連絡し、可否の確認をする。 

③ 「可」であった場合、依頼元の団体（担当者）様へ、グループ代表者様の連絡先をお伝えします。 

④ 当日の詳しい内容（集合時間など）について、直接打ち合わせていただき、活動を受け入れてください。

※グループによっては事前見学・打合せを希望されるところもあります。 

 事前対応が難しい場合には、依頼時「留意点等」欄へご記入ください。 

⑤ 一度つながりができた後は、直接連絡を取り合っていただき、次回以降へとつなげていただきたいと思い

ます。 

2020年 8月 20 日現在 

番号. 登録 NO. グループ名 内容 区分 
構成 

人数 
対象者 

活動可能 

区域 

活動 

可能日 

活動 

可能時間 
メモ 

10 24-3-あ-003 
個人（フラワーデザイ
ン教室） 

フラワーデザイン教室 個人 1 人 障がい者、子

ども、高齢者 

葵区、駿河区 月火水木金（不

定期） 

午後  

15 24-3-す-001 個人（木遣りの披露） 

木遣りの披露 個人 1 人 高齢者 葵区、駿河区 土日 夜間以外  

19 24-4-あ-006 
個人（フラワーアレン

ジ等） 

いけばな、フラワーアレン

ジ講師、ブライダルブーケ

等 

個人 1 人 高齢者、障が

い者、子ど

も、青年 

葵区、清水区 不定期  花代（材料費）

必要 

22 24-4-す-002 個人（傾聴等） 

傾聴、本読み 個人 1 人 高齢者 葵区、駿河区

（徒歩、自転

車、公共交通で

行ける所） 

月火水木金 午前、午後  

24 24-5-し-007 
個人（南京玉すだれ

等） 

南京玉すだれ、バルーンア

ート、バナナのたたき売

り、傘回し、ラフターヨガ 

個人 1 人 指定しない 清水区 平日（夜間）、土

日（終日） 

平日午後は要

相談 

 

27 24-5-す-004 個人（歌等） 

歌、編み物、話し相手 個人 1 人 指定しない 指定しない 不定期 不定期  

28 24-5-す-005 
個人（墨書文字書き
等） 

墨書文字書き、催事会場の

表示板・案内板等を現場で

制作、台紙 

個人 1 人 指定しない 葵区、駿河区 月木金土 原則午前中 材料お預かり

できれば、自

宅で制作も可 

32 24-6-あ-009 
個人（リハビリする方
を励ます活動等） 

リハビリする方への励ま

す活動、サンタクロースの

実演 

個人 1 人 指定しない 指定しない（サ

ンタクロース

は静岡市街は

不可） 

いつでも 午前、午後  

40 24-8-あ-010 個人（ヨガ指導） 

ヨガ指導 個人 1 人 指定しない 指定しない 不定期 不定期  
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活動 
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メモ 

66 25-3-し-009 個人（防災講話等） 

心肺蘇生法とAEDの取扱

指導、応急手当と搬送法指

導、防火講話、防災講話、

乳幼児の事故防止講座と

指導、運転ボランティア他 

個人 1 人 指定しない 指定しない 不定期   

90 26-2-ほ-004 
個人（メイクアップ
等） 

メイクアップ、眉カット、

フロントカット、ベリーダ

ンス 

個人 1 人 高齢者、障が

い者 

葵区、駿河区 月日 午前、午後、夜

間 

 

104 26-12-ほ-008 
個人（災害ボランティ

ア） 

災害ボランティア 個人 1 人      

111 27-6-し-001 個人（傾聴） 

傾聴、障がい者付添いボラ

ンティア、居場所 

個人 1 人 指定しない 清水区 土日 午前、午後  

116 27-11-ほ-011 
個人（クラフト作り
等） 

アロマやハーブを使った

クラフト作り等、ハンドケ

ア 

個人 1 人 高齢者、障が

い者、子ども 

指定しない ご要望とこち

らの都合で 

ご要望とこち

らの都合で 

 

133 28-10-ほ-020 個人（学習支援） 

学習支援、子ども達に勉強

をみる、外国の子供に日本

の学習補習 

個人 1 人 指定しない 葵区  午後、夜は不可  

140 29-6-ほ-011 茶～みんぐ♪ 

「美容のケア」（ハンド・ふ

っと・爪のケア・ネイル）

を通して心のケア活動 

団体 2 ～ 3

人 

高齢者 葵区、駿河区、

清水区 

応相談 応相談 材料費負担有 

142 29-7-ほ-024 個人（介護等） 

介護、話し相手、イベント

のお手伝い 

個人 1 人 指定しない 指定しない 8・9 月、平日

（夜）、土日（午

前、午後） 

  

146 29-11-し-023 
個人（アロマハンドケ
ア等） 

アロマハンドケア、アロマ

スプレー作り、アロマソー

プ作り、アロマリンパケ

ア、もみほぐし 

個人 1 人 高齢者、青年 指定しない 月 火 水 木 金 

お問い合わせ

ください 

午前、午後  

147 29-12-あ-040 個人（歌手） 

歌手 個人 1 人 指定しない 指定しない 事前に連絡し

要相談 

  

150 30-3-ほ-030 個人（習字） 

習字 個人 1 人 近くにあれ

ば出掛けた

いと思いま

す 

駿河区  午前、午後  

156 30-9-す-021 
個人（絵本の読み聞か

せ等） 

レイキヒーリング、絵本の

読み聞かせ、お話相手 

個人 1 人 指定しない 指定しない（自

転車、公共交通

機関利用） 

水金 午前、午後  

157 30-9-ほ-033 個人（行政書士） 

相続に関する相談業務を

主に行っております。紹介

いただければ常に対応さ

せていただきます。 

個人 1 人 指定しない 葵区、駿河区 月火水木金土

日 

不定期  

160 30-11-ほ-034 
個人（自分史を作ろう
等） 

思い出の写真を使って自

分史を書く体験、懐かしい

写真や映像、物を見て昔を

思い出し語り合う回想法、

悩みを活性化し、情緒を安

定させ続ける事で認知症

の予防改善 

個人 1 人 高齢者  月火水木金土 午前、午後  

162 31-2-あ-044 
個人（魚の調理方法

等） 

魚の卸し方、魚の調理方法 個人 1 人 指定しない 葵区、駿河区 水日 午前、午後  
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163 31-5-ほ-035 個人（地域交流） 

ボランティア（地域交流） 個人 1 人 指定しない 駿河区 不定期（平日希

望） 

不定期  

165 1-7-ほ-036 個人（花壇園芸等） 

花壇園芸、図書館整理、保

育補助 

個人 1 人 子ども、高齢

者 

葵区、駿河区 水土以外   

166 2-3-し-037 
個人（フレイル予防
等） 

フレイル予防セミナー、健

康運動教室 

個人 1 人 高齢者 清水区 応相談 応相談  

167 2-7-ほ-038 個人（大工） 

大工仕事 個人 1 人 指定しない 葵区、駿河区  夜間は×  

 


