
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１７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・申込み ★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 加須市下三俣３０７

電 話 0480-6２-6451
 0480-6２-6546

住所 加須市柳生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 加須市琴寄９０３
大利根総合福祉会館内

電 話 0480-72-5069
 0480-72-1716

参加者募集！ 201520152015

　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、
分野ごと（子ども、障がい児・者、高齢者、入門、環境、その他）にまとめました。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、申込み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。

住所 加須市根古屋６３３－２
騎西老人福祉センター内

電 話 0480-73-2341
 0480-73-3516

☆スマートフォン、携帯電話☆

夏ボラ2015
公式ホームページ



★ 応 募 方 法 ★

○申込期間 ７月17日（金）まで

申込方法 ・メニュー表は、分野ごと（こども、障がい児・者、高齢者、入門、環境、その他）になっています。
・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。
・別添の申込みカードを以下の方法で提出してください。（正式な申込みとなります。）

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 プログラムによっては、事前研修が必要なものもあります。必ず参加をお願いいたします。
事前研修については、後日お知らせします。

★　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）。

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」が届いているか確認をお願い致します。

複数のメニューに申し込むことができますが、受講が決定したメニューは必ずご参加ください。
ご無理のないよう十分日程を調整のうえ、お申し込みください。

注 意 ！!



＜子ども＞
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♪

平成2７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

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）No.

1 小さな子どもたちと遊ぼ
う♪

８/５（水）,１9（水）
９:００～１２:００ 無料キャッスルきさい

（加須市根古屋６３３ー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。

５名
（中学生以上）

2 ①保育ボランティア ８/１０（月）,１１（火） 
８:３０～１６:３０

昼食代
２日分
４４０円

加須市立騎西保育所
（加須市上崎１８５４ー１）保育の補助、清掃の手伝いをします。

全日程参加できる方
２名

（高校生以上）

3 ②保育ボランティア ７/２８（火）～３０（木）
８:３０～１３:３０ お弁当持参北川辺保育所

（加須市麦倉１０８２ー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。

全日程参加できる方
6名

（中学生以上）

4 ③保育ボランティア ８/１９（水）～２１（金）
８:３０～１６:００ お弁当持参加須市立わらべ保育園

（加須市北下新井６６９ー１）
わらべ保育園で子どもの保育補助やプール
の手伝いをします。

全日程参加できる方
３名

（中学生以上）

6 ⑤保育ボランティア
８/５（水）,６（木）,

１８（火） 
９:００～１５:００

お弁当持参
加須市大利根子育て
支援センターぴっぴ

（加須市旗井１４５０ー 1）

大利根子育て支援センターぴっぴで子ども
の保育補助やプールの手伝いをします。

各日３名
（小学４年生以上）

7 お楽しみ会ボランティア ８/２８（金） 
８:３０～１６:００ お弁当持参加須市立わらべ保育園

（加須市北下新井６６９ー１）
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。

10名 
 （中学生以上）

8 見せ語りボランティア ７/２５,８/１,８（土）
１３:３０～１６:００ 無料北川辺文化・学習センターみのり

（加須市麦倉1473ｰ1）
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。

各日４名
（小学４年生以上）

9 読み聞かせボランティア
8/4（火）

10:00 ～ 10:30
事前研修7/27（月）,30（木）

10:00 ～ 12:00

加須市立第一保育所
（加須市東栄１ー１２ー４５）

絵本の読み聞かせについて、学習し実際に
幼児に絵本の読み聞かせを体験します。

２名
（高校生以上）

10

事前研修要
無料

5 ④保育ボランティア 大利根ふじこども園
（加須市旗井５４７ー１）

大利根ふじこども園で子どもの保育補助や
プールの手伝いをします。

全日程参加できる方
２名

（中学生以上）
昼食代
３３０円

７/２９（水）,３０（木）
８:３０～１６:３０

①親子遊び場ボランティア 7/18（土） 
10:00 ～１2:００ 無料５名

（高校生以上）
子どもたちと一緒に楽しみながら工作づく
りを手伝ってくれる人を募集します。

市民プラザかぞ
（加須市中央２ー４ー１７）

キャッスルきさい
（加須市根古屋６３３ー１０）11 ②親子遊び場ボランティア 8/22（土） 

10:00 ～１2:００ 無料５名
（高校生以上）

子どもたちと一緒に楽しみながら工作づく
りを手伝ってくれる人を募集します。



12 朗読体験 ８/5（水）
９:００～１２:００ 無料騎西コミュニティセンター

（加須市下﨑404-1）
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。

１０名
（小学5年生以上）

13 手話ってなあに？ ７/２８,８/４,１１（火）
１３:３０～１５:００ 無料大利根総合福祉会館

（加須市琴寄９０３）
聴覚障がいや手話について知り、手話体験
を行います。大人や親子の参加も大歓迎

各日１５名
（小学生以上）

14 点字ボランティア ７/２９,８/５,１９（水）
１３:００～１５:００

無料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
加も大歓迎

１２名
（小学４年生以上）

15 フレンドリーボランティア
体験講座

アクアパーク品川
集合：大利根総合福祉会館

（加須市琴寄９０３）

障がいのある方たちのバスハイクの補助。
初めての方でも事前説明会（詳細は参加者
に連絡）もありますので安心してご参加く
ださい。

17 木のおもちゃを
つくりませんか？　　　　　

 ８/１（土）
９:００～１２:００

事前研修
７/２８（火）１０:００～

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ペンたてを作ります。

１０名
（小学３～６年生）

18 ８/１（土）
９:００～１２:００ 無料１０名

（中学生以上）

＜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）No.

８/７（金）
８:３０～１７:００

事前研修
７/３１（金）１３:３０～

多機能型就労支援施設
「ワークスみぎわ」

（加須市常泉５３６ー１）
加須駅から送迎要相談

多機能型就労支援施設
「ワークスみぎわ」

（加須市常泉５３６ー１）
加須駅から送迎要相談

16 あけぼの園ボランティア 昼食代
一日４５０円

加須市障害福祉サービス事業所
「あけぼの園」

（加須市北小浜８００ー１）
障がい者の事業所で一緒に作業を体験しま
す。

８/６（木）,７（金） 
９:００～１６:０0

１０名
（小学校５年生以上）

木のおもちゃを
つくりませんか？
ボランティア　　　　　　　

No.17に参加する小学生とふれあいながら、
オリジナルペンたて作りのお手伝いをして
くれる人を募集します。

事前研修要
無料

１５名
（中学生以上）

事前研修要
無料



19 北川辺介護サービス
センターボランティア

８/２６（水）,２７（木） 
１４:００～１６:３０ 無料北川辺介護サービスセンター

（加須市柳生５０ー１）
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）

20 ライゼ清輝苑ボランティア ８/４（火）～６（木）
１３:３０～１６:００ 無料ライゼ清輝苑

（加須市陽光台２ー８８３ー７５）
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）

21
ふれ愛の郷
おやつバイキング
ボランティア

８/６（木）
１４:００～１６:００ 無料ふれ愛の郷で入居者のおやつバイキング

（取り分けなど）の手伝いをします。

22
ふれ愛の郷
レクリエーション
ボランティア

無料ふれ愛の郷
（加須市新川通１７９ー１）

ふれ愛の郷デイサービスでレクリエーショ
ンのお手伝いをします。

各日２名
（中学生以上）

23 万葉の郷おやつ作り
ボランティア

８/１７（月）,１８（火）,
２０（木）,２１（金）
１３:３０～１５:３０

無料万葉の郷の利用者さんと一緒にレクリエー
ション（おやつ作り）をします。

各日３名
（小学４年生以上）

24 生き生きサークル
ボランティア 無料

25 生き生きサークル
合同交流会ボランティア

８/２６（水）,３１（月）
９:００～１６:００

27 南京玉すだれ体験 ８/5（水）
１0:3０～１3:0０

食事代
５００円程度

5名
（小学5年生以上）

28 ①ふれあい会食会
　ボランティア

７/２４（金）
９:００～１４:００

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。

調理２名
交流２名

（小学４年生以上）

29 ②ふれあい会食会
　ボランティア

食事代
１００円

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。

１０名 
（小学４年生以上）

30 高齢者との会食会 ８/5（水）
１0:3０～１3:5０

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。

２０名
（小学４年生以上）

＜高齢者＞

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）No.

８/５,１２,
１９,２６（水）

１４:００～１６:００

８/２４（月）
９:００～１５:３０

４名
（小学４年生以上）

ふれ愛の郷
（加須市新川通１７９ー１）

万葉の郷
（加須市新川通１０５ー１）

高齢者を対象にした社協事業生き生きサー
クルでレクリエーションなどのお手伝いを
します。
高齢者を対象にした社協事業生き生きサー
クルの合同交流会（運動会）でお手伝いを
します。

大利根総合福祉会館
（加須市琴寄９０３）

大利根総合福祉会館
（加須市琴寄９０３）

大利根総合福祉会館
（加須市琴寄９０３）

８/３,１０,１７（月）
８/５,１２,１９（水）
９:００～１２:００

各日３名
（小学４年生以上）
※できるだけ複数回

参加できる方

食事代
３５０円

３名
（小学４年生以上）

26 ８/６（木）
１３:００～１５:００ 無料騎西老人福祉センター

（加須市根古屋６３３ー２）
５名

（小学生以上）ひとり暮らしの高齢者へ絵手紙を描きます。絵手紙を描こう

南京玉すだれの基本を学び、No.30の高齢
者との会食会で披露します。

騎西老人福祉センター
（加須市根古屋６３３ー２）



31
はじめの一歩！
～小学生のボランティア
　スクール～

8/6（木）
１０:００～１2:００ 無料

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。
※視覚障がい者体験等

２０名
（小学４･５･６年生）

32
中学生の
いろいろ福祉体験
【羽生市社協との共催事業】

７/２7（月）
１０:００～１５:００ 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。

１５名
（中学生）

33 エコボランティア ８/３（月）
１０:００～１2:００ 無料市民プラザかぞ

（加須市中央２ー４ー１７）
お気に入りのプチタオルでペットボトルケ
ースをつくります。

15名
（小学生以上）

34 エコボランティア 7/29（水）
１０:００～１1:００ 無料騎西老人福祉センター

（加須市根古屋６３３-２）
お気に入りのポスターを使って紙袋を作り
ます。

１５名
（小学校４年生以上）

35 ８/7（金）
９:3０～１0:3０ 無料１０名

（小学校４年生以上）

36 図書館ボランティア ８/５（水）,６（木）
９:００～１５:００ お弁当持参北川辺文化・学習センターみのり

（加須市麦倉１４７３ー１）
図書館にて書物の整理や貸出、返却などの
体験をします。

各日５名
（小学４年生以上）

＜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）No.

＜環境＞

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）No.

＜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）No.

問合せ先
加 須 支 所
騎 西 支 所
北川辺支所
大利根支所

０４８０－６２－６４５１
０４８０－７３－２３４１
０２８０－６２－４０００
０４８０－７２－５０６９

県立誠和福祉高校
（羽生市神戸７０６）

アジアの子どもたちに
絵本を贈るボランティア

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ー２）



（ ）

ボランティア活動をはじめる前に
＜ボランティア活動をするときの服装＞

服装は常に清潔にしておくと、人から好感をもたれます。
相手に対する印象のほか、活動中の安全のために以下のようなポイントがあります。
活動前に自分でチェックしてみましょう。

野外では帽子をかぶりましょう！
（帽子はケガから頭を守ったり、
  熱中症を防ぎます。）

活動の内容に応じた格好を考えて準備しましょう。
　保育所などの活動の場合は水着か
　水にぬれてもよい服装を用意しておきましょう。

名札の安全ピンや
長い爪、
アクセサリーは
他の人を
傷つけるから
やめましょう！

履物は
サンダルより、
スニーカーなど
動きやすいものを
選びましょう！

髪の毛が長い人は、
束ねましょう！

＜ボランティア活動をするときのマナー＞

まずはあいさつと自己紹介をしよう！
少し勇気を出して、自分のことを覚えてもらいましょう。

その1

笑顔を忘れないで！
あなたの笑顔は活動をスムーズにします。

その2

ボランティア同士のおしゃべりはやめよう！
ボランティア同士のおしゃべりより、活動相手の方と交流しましょう。

その3

約束ごとや決まりは必ず守りましょう！
約束や決まりを守ることで互いに気持ちよく活動ができます。

その4

困ったことがあったら遠慮しないで相談しよう！
いつまでも悩んでいないでまわりの人に相談しましょう。

その5

どんなに小さなことでも、責任をもって真剣に取りくもう！
自分で決めた活動だから、責任を持ちましょう。遅刻や欠席するときは
必ず事前に連絡をしましょう。

その6

感謝の気持ちとお礼の言葉を忘れずに
ボランティア活動は、多くの人がかかわってできるものです。
そのことを忘れないようにしましょう。

その7



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（所持者　　　　　）

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

加入場所（　　　　  ）

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＜Ｈ２7＞ ◇◆◇ 参加申込みカード ◇◆◇

※小・中学生は保護者の同意要（署名・捺印）

住　所
 〒

℡ 緊急連絡先


