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施設名 分野 連絡先 備考 

仙台市 

市民活動サポートセンター 
全般 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-1-3 
Tel：022-212-3010  Fax：022-268-4042 
休：毎月第 2・4 水曜日（該当日が祝日の
場合、翌日木曜日）、12/29～1/3 

活動先の情報を探すことが出来
ます。 

仙台市 

シニア活動支援センター 
全般 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-1-3 
仙台市市民活動サポートセンター3 階 
Tel：022-217-3983  Fax：022-217-3984 
休：毎月第 2・4 水曜日（該当日が祝日の
場合、翌日木曜日）、12/29～1/3 

主にシニア世代（50 歳代後半以
降）が対象です。活動先の情報
を探すことが出来ます。 

仙台市ボランティアセンター 全般・福祉 

〒980-0022 仙台市青葉区五橋 2-12-2 
仙台市福祉プラザ 4 階 
Tel：022-262-7294  Fax：022-216-0140 
休：日・祝日・福祉プラザ休館日 

ボランティアに関する情報の受
発信や各種チラシをご覧いただ
けます。ボランティア団体への活
動スペース、ロッカー、印刷・丁
合・紙折機等の貸出やボランテ
ィア保険の受付も行っています。 

青葉区 

ボランティアセンター 
全般・福祉 

〒980-0802 仙台市青葉区二日町 4-3 
二日町分庁舎 1 階 
Tel：022-265-5260  Fax：022-265-5262 
休：土・日・祝日・年末年始 

ボランティア活動や募集に関す

る相談や福祉体験学習等の相

談、ボランティア保険の受付を

行っています。 

青葉区社会福祉協議会 
宮城支部 

全般・福祉 

〒989-3125 仙台市青葉区下愛子字観音

堂 27-1 宮城社会福祉センター内 

Tel：022-392-7868 Fax：022-392-7736 

休：土日祝、年末年始 

ボランティア活動や募集に関す

る相談や福祉体験学習等の相

談、ボランティア保険の受付を

行っています。 

宮城野区 

ボランティアセンター 
全般・福祉 

〒983-0841 仙台市宮城野区原町 3-5-20 
メゾン坂下 1 階 
Tel：022-256-3650  Fax：022-256-3679 
休：土・日・祝日・年末年始 

ボランティア活動や募集に関す

る相談や福祉体験学習等の相

談、ボランティア保険の受付を

行っています。 

若林区 

ボランティアセンター 
全般・福祉 

〒984-0811 仙台市若林区保春院前丁
3-4 若林区中央市民センター 別棟２階 
Tel：022-282-7995  Fax：022-282-7998 
休：土・日・祝日・年末年始 

ボランティア活動や募集に関す
る相談や福祉体験学習等の相
談、ボランティア保険の受付を
行っています。 
打合せスペースがあります。要
予約（登録団体） 

太白区 

ボランティアセンター 
全般・福祉 

〒982-0012 仙台市太白区長町南 3-1-30 
Tel：022-248-8188  Fax：022-248-1330 
休：土日祝、年末年始 

ボランティア活動や募集に関す
る相談や福祉体験学習等の相
談、ボランティア保険の受付を
行っています。 

泉区 

ボランティアセンター 
全般・福祉 

〒981-3131 仙台市泉区七北田字道 48-12 

Tel:022-372-1581  Fax:022-372-8969 
休：土日祝・年末年始 

ボランティア活動や募集に関す
る相談や福祉体験学習等の相
談、ボランティア保険の受付を
行っています。情報閲覧は、土・
日・祝日でも可。 

仙台市中央市民センター 生涯学習 

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-1-8 
Tel：022-295-0403  Fax：022-295-0810 
E-mail：info@stks.city.sendai.jp 
休：月・祝日の翌日・年末年始 

生涯学習ボランティアに 
関する情報を提供します 

ボランティア 

相談窓口 

 

●ボランティアをしたい人、募集したい団体向け相談窓口 

2013.4.15 
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施設名・媒体 分野 連絡先 備考 

(公財)宮城県国際化協会 
国際交流 

協力 

多文化共生 

〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町
4-17 宮城県仙台合同庁舎 7 階 
Tel：022-275-3796  Fax：022-272-5063 
休：土・日・祝日・年末年始 

「日本語ボランティア教師」「ホ

ストファミリー」「外国人支援通

訳サポーター」の登録制度有

り。詳細はお問合せください。 

（公財）仙台国際交流協会 
国際交流 

協力 

〒980-0856 仙台市青葉区青葉山  
仙台国際センター内 
Tel：022-265-2480  Fax：022-265-2485 
休：月に 1～2 回 

特記事項なし 

＜インターネット＞ 

みやぎＮＰＯ情報ネット 
全般 HP：http://www.miyagi-npo.gr.jp/ 

随時受け付けます。ボランティ
ア・会員募集、イベントなど掲載
します。 

＜情報誌＞ 

NPO 法人 
杜の伝言板ゆるる 

 

全般 

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-11-6 

コーポラス島田 B6 

Tel：022-791-9323 Fax：022-791-9327 

HP： http://www.yururu.com/ 

E-mail：npo@yururu.com 

記事の〆切は、毎月 15 日 

Ｅメール、ＦＡＸまたは郵送で。 

団体名 連絡先 備考 

宮城県災害・被災地社協等

復興支援ボランティア 

センター 

〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-2-3  

宮城県自治会館２階会議室 

Tel:022-266-3952  Fax:022-266-3953 

受付時間:平日 9：00～17：00 

宮城県内の各市町村のボランティア受入情報
を随時更新しています。 

津波復興支援センター 

〒983-0003 仙台市宮城野区岡田字南 

在家 110-6 

Tel:022-259-0731 

電話受付時間:水～日曜日 10:00～16:00 

若林区と宮城野区を中心に、自立復興のお手

伝いと復旧活動をしてくださるボランティアの

受入れ、マッチングを行っています。 

復興支援"EGAO（笑顔） 

せんだい"サポートステーシ

ョン 

〒980-0022 仙台市青葉区五橋 2-12-2 

仙台市福祉プラザ 4 階 

（仙台市ボランティアセンター内） 

Tel:022-266-6805  Fax:022-216-0140  

受付時間:9 時～17 時 

休：日・祝日・年末年始・福祉プラザ休館日 

HP：http//www.ssvc.ne.jp 

復興支援ボランティアに関する相談窓口で

す。ボランティアしたい方の登録受付、ボラン

ティアを派遣して欲しい方の依頼受付及び調

整を行っています。HP より登録用紙をダウン

ロードの上、必要事項を記入し、窓口・FAX・E

メールでお申し込みください。事前登録制。 

東北学院大学災害ボランテ

ィアステーション 

復興大学災害ボランティア

ステーション 

〒980-8511 仙台市青葉区土樋 1-3-1 

大学院棟 2 階 26 教室、27 教室 

Tel:022-264-6521、022-264-6522 

受付時間：平日 9:00～16:30 

東北学院大学災害ボランティアステーショ

ン HP 

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/volunteer/ 

復興大学災害ボランティアステーション HP 

http://www.fukkou-daigaku-volunteer.jp/ 

ボランティアを必要としている方と学生ボラン

ティアのマッチングを行っています。作業内容

と作業期間を必ずお伝えください。ボランティ

アが多人数必要な場合には、復興大学災害

ボラティアステーションの HP において、宮城

県内の学生に広く呼びかけることも可能です。 

ＮＰＯ法人 

ボランティアインフォ 

 

ボランティアしたい人向けＨＰ

http://volunteerinfo.jp/info/ 

ボランティア募集したい団体向けＨＰ 

http://volunteerinfo.jp/form 

ボランティア企画やコーディネーションにつ

いてのご相談 

http://volunteerinfo.jp/design 

HP にて募集情報を掲載。ボランティア募集の

お手伝いや、ボランティア受入れ企画のサポ

ートを行っています。ご相談・ご依頼は HP より

お問合せください。 

 

●震災復興支援・災害ボランティアに関する相談窓口 


