
夏の夏の夏の

ボランティア体験プログラムボランティア体験プログラム

申込　　　７月１８日（金）まで　定員になり次第締め切り。
       
主催　　　社会福祉法人　加須市社会福祉協議会

問合せ・申込     ★社会福祉協議会　加須支所

★社会福祉協議会　北川辺支所

★社会福祉協議会　騎西支所

★社会福祉協議会　大利根支所

住所 下三俣３０７　

電 話 0480-6２-6451
 0480-6２-6546

住所 柳生５０－１
北川辺介護サービスセンター内

電 話 ０２８０‐６２‐４０００
 0280-6２-4766

住所 根古屋６３３－２ 
 　騎西老人福祉センター内
電 話 0480-73-2341
 0480-73-3516

住所 琴寄９０３ 
大利根総合福祉会館内

電 話 0480-72-5069
 0480-72-1716

参加者募集！ 201420142014

　この事業は、ボランティアをやってみたいけど、きっかけがない・・・という人のために始まりました。メニューは、
分野（こども、障がい児・者、高齢者、入門、環境・・・・）ごとにまとめました。メニューによっては、募集地域を
限定するものもありますので、ご注意ください。希望するボランティア活動が見つかったら、まず、社会福祉協議会へ
電話をし予約をしてください。その後、申込カードを提出していただき、参加決定になります。みなさんの参加をお待
ちしております。



★　　応　　募　　方　　法　　★

○申込期間 　７月18日（金）まで

申込方法 ・メニュー表は、分野（こども、障がい児・者、高齢者、入門、環境・・・）ごとになっています。
・プログラムによっては、参加者を限定しているものもありますので、ご注意ください。
・参加したいボランティアが決まったら、まずは、お近くの社協へ電話（平日　 8：30～17：00）で
　仮予約をお願いします。
・別添の申込カードを以下の方法で提出してください。（正式な申込となります。）

① 本会に来所して「参加申込みカード」に記入
② この「参加申込みカード」に記入して本会に持参
③ この「参加申込みカード」に記入して郵送かFAX

参加申込みカードの記入のしかた

　事前研修について 施設で体験をするプログラムでは、事前研修を行っています。必ず、参加をしてください。
事前研修については、申込の時にお知らせします。

★　この「参加申込みカード」は加須市社会福祉協議会の各支所に提出してください。
★　２つ以上のメニューに参加を希望される場合には、申込みカード１枚につき１メニューの参加となりますので、カードをコピーし、メニュー毎に記入し
　　て提出してください。                
★　カードを記入する前に、プログラムに載っている内容で分からないことがありましたらお近くの支所へ問い合わせてください。

★  中学生以下の方は「保護者の同意」が必要です。カードに保護者の署名・捺印をして申込んでください。
☆ 親と子または兄弟で参加を希望される方は、一人一人別々に申込みカードを記入のうえ併せて提出してください（申込みカードはコピーをお願いします）。

　複数のメニューに申し込めますが、申し込んで　決定したものについては必ず参加することが条件ですから、キャンセルすることのないよう
に充分日程等調整したうえで申し込むようにしてください。

注　　 意 ！! 

各メニューとも

定員になり次第

しめ切ります。

※ 郵送かFAXでお申し込みの際は、お手数ですが、上記時間内に電話にて「参加申込みカード」が届いているかの確認をお願い致します。



＜こども＞
年齢層に「以上」とあるメニューは、一般の方の参加もOKです。
親子・兄弟での参加をお待ちしてます♪

講座名 期日 募集人数
（対象者） 経費等

見せ語りボランティア 無料
７/２６,８/２,９
（土）

１３:３０～１６:００

各日４名
（小学４年生以上）

絵本の読み語りについて、学習し実際に幼
児に絵本の見せ語りを体験します。

北川辺文化・学習センターみのり
（加須市麦倉１４７３１ー）

③保育ボランティア
８/２０（水）～
８/２２（金）

８:３０～１６:００

全日程参加できる方
３名 お弁当持参

（大利根地域優先）

お弁当持参
（大利根地域優先）

わらべ保育園で子どもの保育補助やお楽し
み会の手伝いをします。

加須市立わらべ保育園
（加須市北下新井６６９-１）

７/３０～８/１
（水 , 木 , 金）
８:３０～１３:３０

②保育ボランティア
全日程参加できる方

１２名 お弁当持参北川辺保育所
（加須市麦倉１０８２-１）

北川辺保育所で子どもの保育補助やプール
の補助の手伝いをします。

お楽しみ会ボランティア ８/２２（金）
８:３０～１６:００

１０名わらべ保育園で行われるお楽しみ会で、模
擬店等のボランティアを行いながら子ども
と交流します。

加須市立わらべ保育園
（加須市北下新井６６９-１）

親子遊び場ボランティア
７/２６,８/９,２３

（土）
９:3０～１２:００

各日５名
（高校生以上） 無料こどもたちと一緒に遊んで、ダンスを楽し

んでくれる人を募集します。
市民プラザかぞ

（加須市中央２-４-１７）

平成2６年度　夏のボランティア体験プログラム事業　メニュー一覧

活動内容 活動先
（会場住所）

８/４（月）～５（火）
８:３０～１６:３０①保育ボランティア

全日程参加できる方
２名保育の補助、清掃の手伝いをします。 加須市立騎西保育所

（加須市上崎１８５４-１）

昼食代
３２０円

（大利根地域優先）

７/２９（火）～
７/３０（水）

８:３０～１６:３０
④保育ボランティア

全日程参加できる方
２名ふじ保育園で子どもの保育補助やプールの

手伝いをします。
ふじ保育園

（加須市旗井５４７-１）

①小さな子どもたちと
遊ぼう♪

８/６（水）
９:００～１２:００

５名 無料キャッスルきさい
（加須市根古屋６３３-１０）

ファミリーサポートセンターが実施してい
るファミサポサロンのお手伝いをします。

８/２０（水）
９:００～１２:００

②小さな子どもたちと
遊ぼう♪

５名 無料キャッスルきさい
（加須市根古屋６３３-１０）

ファミリーサポートセンターが実施してい
るファミサポサロンのお手伝いをします。

昼食代
２日分
４４０円

（中学生以上）

（中学生以上）

（中学生以上）

（中学生以上）

（中学生以上）

（中学生以上）

（高校生以上）



＜障がい児・者＞

講座名 期日 募集人数
（対象者） 経費等活動内容 活動先

（会場住所）

親子のつどいボランティ
ア ７/２５（金）～２６（土） 無料３名

（男子高校生以上）障がい児者のお手伝い（１泊２日） 千葉県勝浦温泉（海水浴）

８/1（金）
８:３０～１７:００

フレンドリーボランティ
ア体験講座 無料１０名

（中学生以上）
障がいのある人と一緒に那須にいきません
か？一緒に活動しましょう。

那須高原
集合：大利根総合福祉会館
（加須市琴寄９０３）

８/１（金）
１８:００～１９:３０②手話ってなあに？ 無料１５名

（小学生以上）
聴覚障がいや手話について知り、手話体験
を行います。親子の参加大歓迎

北川辺介護サービスセンター
（加須市柳生５０-１）

ふれんずの
ホリデースクール
[障がい児学童保育］

7月下旬～ 8月下旬
（土日とお盆休みは除く）

９:３０～１５:３０
交通費

何名でも可
（１日でも可）
（高校生以上）

障がい児と一緒にリズム遊び等で遊んだり
します。

ふれんず学童クラブ
（加須市道地１６００）
加須駅から送迎要相談

７/２９,８/１２（火）
１３:３０～１５:３０①手話ってなあに？ 無料各日１５名

（小学生以上）
聴覚障がいや手話について知り、手話体験
を行います。親子の参加大歓迎

大利根総合福祉会館
（加須市琴寄９０３）

木のおもちゃを
つくりませんか？

 ８/２（土）
９:００～１２:００
 事前研修

７/29（火）１０:００～

事前研修へ
の参加要

１０名
（小学３～６年生）

ハンディのある方々が作品を作り出す様子を見
学し、木のぬくもりにふれながら自分だけのオ
リジナル作品ぺん立てを作ります。

多機能型就労支援施設
「ワークスみぎわ」
（加須市常泉５３６-１）
加須駅から送迎要相談

木のおもちゃを
つくりませんか？
ボランティア

８/２（土）
９:００～１２:００

１０名
（中学生以上） 無料

No.18に参加する小学生とふれあいながら、
オリジナルペン立て作りのお手伝いをしてくれ
る人を募集します。

多機能型就労支援施設
「ワークスみぎわ」
（加須市常泉５３６-１）
加須駅から送迎要相談

あけぼの園ボランティア ８/４（月）～５（火）
９:００～１６:００

８/４は
昼食持参

１０名
（小学生以上）

障がい者施設で（1日目）作品作り（2日目）交流
会を行います。交流会でのかくし芸の披露等
楽しみにしています。

加須市障害者福祉サービス事業所
「あけぼの園」

（加須市北小浜８００-１）

点字ボランティア 7/30,8/6,20（水）
１３:００～１５:００ 無料１５名

（小学４年生以上）
大利根総合福祉会館
（加須市琴寄９０３）

点字の入門編。視覚障がいのことや点字の
打ち方・読み方等を勉強します。親子の参
加大歓迎

朗読体験 ８/６（水）
９:００～１２:００ 無料１０名

（小学校高学年以上）
市の広報紙をテープに吹き込み、目の不自
由な方に聞いていただきます。

キャッスルきさい
（加須市根古屋６３３-１０）



＜高齢者＞
講座名 期日 募集人数

（対象者） 経費等

＜入門＞

講座名 期日 募集人数
（対象者） 経費等活動内容 活動先

（会場住所）

活動内容 活動先
（会場住所）

北川辺介護サービスセン
ターボランティア

８/２０,２１
（水 , 木）

１４:００～１６:３０

北川辺介護サービスセンターにて介護等の
体験や手伝いをします。

各日３名
（中学生以上） 無料北川辺介護サービスセンター

（加須市柳生５０ １ー）

ライゼ清輝苑ボランティ
ア

８/５,６,７
（火 , 水 , 木）
１３:３０～１６:００

ライゼ清輝苑にて介護等の体験や手伝いを
します。

各日４名
（中学生以上） 無料ライゼ清輝苑

（加須市陽光台２-８８３-７５）

８/７（木）
１３:００～１５:００絵手紙を描こう ひとり暮らしの高齢者へ絵手紙を描きます。 ５名

（小学３年生以上） 無料騎西老人福祉センター
（加須市根古屋６３３-２）

８/６（水）
１０:００～１６:００

はじめの一歩！
～小学生のボランティアスクー
ル～

県立誠和福祉高校の福祉科の学生を講師と
していろいろな福祉体験を行います。
※内容も高校生が考えます!!

２０名
（小学4･5･6年生） 無料市民プラザかぞ

（加須市中央２ｰ４ １ー７）

ふれ愛の郷ボランティア ８/２１（木）
１４:００～１６:００

ふれ愛の郷で入居者の方のおやつバイキン
グの手伝いをします。

４名
（小学４年生以上） 無料ふれ愛の郷

（加須市新川通１７９-１）

８/４,１１,１８,２５（月）
１４:００～１６:００シーツ交換ボランティア ふれ愛の郷で入居者のシーツ交換を行います。

各日２名
（中学生以上） 無料ふれ愛の郷

（加須市新川通１７９-１）

８/１８,１９,２１,２２
（月 , 火 , 木 , 金）
１３:３０～１５:３０

万葉の郷おやつボラン
ティア

利用者と一緒にフルーツパフェ作り。高齢
者の食べやすいおやつを作りましょう。

各日３名
（小学４年生以上） 無料万葉の郷

（加須市新川通１０５-１）

7/29（火）
１０:００～１５:００

中学生の
いろいろ福祉体験
【羽生市社協との共催事業】

１５名
（中学生） 無料県立誠和福祉高校

（羽生市神戸７０６）

県立誠和福祉高校の福祉科の教員を講師と
して実践で役立ついろいろな福祉体験を行
います。

7/25（金）
９:００～１４:００

①ふれあい会食会ボラン
ティア

調理２名
交流２名

（小学４年生以上）

食事代
１００円

北川辺老人福祉センター
（加須市柏戸２０３７）

北川辺地域内のひとり暮らし高齢者を対象
にしたふれあい会食会の手伝いをします。

8/25（月）
９:００～１５:３０②会食会ボランティア １０名

（小学4年生以上）
食事代
１００円

大利根総合福祉会館
（加須市琴寄９０３）

大利根地域内のひとり暮らし高齢者を対象
にしたふれあい会食会の手伝いをします。

8/5（火）
１０:３０～１３:３０高齢者との会食会 ２０名

（小学4年生以上）
食事代

５００円程度
騎西老人福祉センター
（加須市根古屋６３３-２）

ひとり暮らしの高齢者との交流と会食会に
参加し手伝いをします。



＜環境＞

講座名 期日 募集人数
（対象者） 経費等

＜その他＞

講座名 期日 募集人数
（対象者） 経費等

！

活動内容 活動先
（会場住所）

活動内容 活動先
（会場住所）

新聞紙でブローチを作ろ
う!! 調整中 １５名

（小学生以上） 無料新聞紙がステキな作品に変身します。 市民プラザかぞ
（加須市中央２ｰ４ １ー７）

８/６,７
（水 , 木）

９:００～１５００

各日５名
（小学４年生以上）図書館ボランティア お弁当持参図書館にて書物の整理や貸出、製本などを

体験します。
北川辺文化・学習センターみのり
（加須市麦倉１４７３-１）

エコボランティア ８/７（木）
１０:００～１１:００

１５名
（小学校４年生以上） 無料お気に入りのポスターを使って紙袋を作り

ます。
騎西老人福祉センター
（加須市根古屋６３３-２）

８/１（金）
９:３０～１０:３０

アジアの子どもたちに絵
本を贈るボランティア

１０名
（小学4年生以上） 無料日本語の絵本に翻訳シールを貼ってアジア

の子どもたちに贈ります。
騎西老人福祉センター
（加須市根古屋６３３-２）

８/２７（水）
１４:００～１５:３０自衛隊を知ろう

２０名
（小学生以上）
親子での参加可

無料市民プラザかぞ
（加須市中央２ｰ４ １ー７）

東日本大震災の支援活動について話しを聞
きします。

８/３（日）
８:００～１７:００防災体験をしよう！

４５名
（小学生以上）
※小学生は保護者同伴

無料
お弁当持参

東京消防庁　立川防災館
集合：加須市内

東京消防庁立川防災館で体験ガイドツアー
で楽しくしっかり学びます。地震体験や煙
体験を行います。

問合せ先
加須支所 ０４８０－６２－６４５１
騎西支所 ０４８０－７３－２３４１
北川辺支所 ０２８０－６２－４０００
大利根支所 ０４８０－７２－５０６９



No．　　　　　　         

受付支所

ふりがな 性 別   年　齢

氏　名 男・女  昭  ・ 平　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　  　 歳 　㊞

自　宅 自宅 ・家族の勤務先 ・携帯（だれの？　　　　）   

携帯電話 ℡

勤務先 ・学校名

（学年 ・ 専攻）  （　 　年 ・　　　　　　　科）    無  ・ 有 ⇒［具体的な活動］ 未加入・加入済 ⇒

Ｎｏ． その他

　　アンケートに御協力ください（あてはまるところに໐を付けてください）

　あなたは？　 　　　   小学生　　　中学生　　　高校生　　　学　生　　　勤労者　　　主　婦　　　その他 （　  　　　　　）

初めて　　２ 回目　　３ 回目　　４ 回目　　５ 回目　　６ 回目　　７ 回目　　８ 回目　　９回目　　１０回以上

１ 彩の国だより　 ２ S・A・I　 ３ 駅のポスター　 ４ 市町村広報紙　 ５ 市町村社協広報紙　 ６ 埼玉新聞　 ７ その他の新聞

８ ラジオ　 ９ チラシ・ポスター（→場所：　　　　　　）　 10 先生から　 11 親から　 12 友達から　 13 その他（　　　　　）

社協使用欄

加須市社会福祉協議会

生　年　月　日

体験事業への参
加は何回目？

この事業をどこ
で知りましたか？
（複数回答可）

ボランティア活動の経験

希望するメニュー
※申込カード１枚に
つき１メニューの申
込となります

ボランティア活動保険

どこで？（　　　　　）

分野 講　座　名 活動日

受付日　　　　　月　　　　日　　　

夏のボランティア体験プログラム事業＜Ｈ２6＞ ◇◆◇ 参加申し込みカード ◇◆◇

※小・中学生は保護者の同意要（署名・捺印）

住　所
 〒

℡ 緊急連絡先



まちなかで見かけるいろいろなマーク。その中には、福祉のマークもたくさんあります。マークの意

味を知り、私たち一人ひとりがマナーと思いやりをもって福祉のまちづくりをしましょう

み

み し わたし ひとり おもい ふくし

なか ふくし い

しょう しゃ

しょう しゃ べ ん り つか たてもの あらわ せかいきょうつう

こくさい ざいだんほうじん きょうかいに ほ ん

■障がい者のための国際シンボルマーク　財団法人日本リハビリテーション協会

　障がい者が便利に使うことができる建物などを表す世界共通のマーク

■身体障害者標識（障害者マーク）

　道路交通法施行規則

しんたいしょうがいしゃひょうしき

ど う ろ こうつうほうせ こ うき そ く

しょうがいしゃ

■ハートプラスマーク

　内部障害・内部疾患患者の暮らし

について考えるハート・プラスの会

体の中（心臓、肺など）などに

障害がある人を表すマーク

しょうがいないぶ ないぶ くらしっかんかんじゃ

かんが かい

からだ なか

しょうがい ひと あらわ

しんぞう はい

■オストメイトマーク

　公益社団法人日本オストミー協会

　人工肛門・人工膀胱を使用し

ている方（オストメイト）のた

めのトイレなどを表すマーク

こうえきしゃだんほうじんに ほ ん きょうかい

じんこうこうもん じんこうぼうこう し よ う

かた

■ほじょ犬マーク
　厚生労働省社会・援護局
　身体障害者補助犬を広めるた
めのマーク
身体障害者補助犬：盲導犬・介
助犬・聴導犬

こうせいろうどうしょうしゃかい えん ご  きょく

しんたいしょうがいしゃほ じ ょ けん ひろ

もうどうけん かい

せ か い もうじんれんめい

■目が不自由な人を表す国際マーク

　　世界盲人連盟

め

しんたいしょうがいしゃほ じ ょ けん

ちょうどうけんじょけん

■聴覚障害者シンボルマーク
 「耳マーク」
　社団法人全日本難聴者・中途
失聴者団体連合会
　耳が不自由なことを表す耳の
マーク

みみ

ちょうかくしょうがいしゃ

しゃだんほうじんぜん  に ほんなんちょうしゃ ちゅう と

あらわ みみみみ ふ じ ゆ う

しつちょうしゃだんたいれんめいかい

　目が不自由な人が安全で便利

に使える建物や設備などに使わ

れる世界共通のマーク

め ふ じ ゆ う ひと べ ん り

つか

あんぜん

たてもの

きょうつう

せつ  び

せ かい

ふ じ ゆ う あら こくさい

■マタニティーマーク

　厚生労働省雇用均等・児童家庭局
こうせいろうどうしょうこようきんとう じ ど うか て いきょく

■聴覚障害者標識

　道路交通法施行規則

ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

ど う ろこうつうほう せ こ う き そ く

　耳が不自由な人が運転している

車を表すマーク

ふ じ ゆ う ひとみみ うんてん

あらわくるま

にんしんちゅう しゅっさん

かあ あらわ

　妊娠中や出産をしたばかりの

お母さんを表すマーク

　手足や体に障がいがある人が

運転している車をあらわすマー

ク

てあし からだ しょう ひと

うんてん くるま


