
No. プログラム 活動日時 募集人数(対象者) 経費等

1
小さな子どもたちと
遊ぼう♪

8/3(水),17(水)
9:00～12:00

各日5名
(中学生以上)

無料

2 保育ボランティア①
全日程参加できる方

4名(中学生以上)

3 保育ボランティア②

4 保育ボランティア③

5 保育ボランティア④
7/27(水),28(木),29(金)

8:30～11:30
全日程参加できる方

6名(中学生以上)
無料

6 保育ボランティア⑤
8/17(水),18(木),19(金)

8:30～16:00
全日程参加できる方

3名(中学生以上)

7 保育ボランティア⑥
8/5(金),17(水),19(金)

9:00～15:00
各日3名

(小学4年生以上)

8 保育ボランティア⑦
7/25(月),26(火)
8:30～16:30

全日程参加できる方
2名(中学生以上)

昼食代
350円

9 放課後子どもボランティア
7/23(土)

9:30～11:30
5名

(高校生以上)
無料

10 お楽しみ会ボランティア
8/26(金)

8:30～16:00
10名

(中学生以上)
お弁当
持参

11 見せ語りボランティア
7/30, 8 /6, 20 (土)

13:30～16:00
各日4名

(小学4年生以上)
無料

12 読み聞かせボランティア

8/2(火),3(水)
9:00～11:00

事前研修
7/25(月)12:00～16:00
7/29(金)15:00～20:00

2名
(高校生以上)

事前研修の
参加:要

参加費:無料

13 朗読体験
8/5(金)

9:30～12:00
10名

(小学5年生以上)

14
7/29(金),8/1(月)
13:30～15:00

15
8/2,9(火)

13:30～15:00

16
8/3,10(水)

13:00～15:00

17
8/17(水)

13:00～15:00

18
フレンドリーボランティア
体験講座

7/29(金)8:30～17:00
事前研修
7/22(金)13:30～

15名(中学生以上)
事前研修の

参加:要
参加費:無料

19 親子のつどいボランティア
7/29(金),30(土)

(１泊2日) 2名(男子高校生以上) 無料

20 あけぼの園ボランティア
8/18(木),8/19(金)

9:00～16:00
10名(小学校5年生以上)

昼食代
一日

450円

21 あすなろ園ボランティア
8/4(木)

15:30～18:30 4名(高校生以上) 無料

22
 7/30(土)

9:00～12:00
事前研修7/26(火)

10:00～

10名
(小学3～6年生)

事前研修
の

参加要

23 7/30(土)
9:00～12:00

10名
(中学生以上)

無料

ふりがな    性 別 年齢

氏 名 男･女 　　　　歳 　㊞

 〒  自宅電話              (         )

携帯電話              (         )

　ボランティア活動の経験 無  ・ 有

 (　 　　　年 ・　　　　科)     【活動内容:　　　　　　　　　　　　　】

活動日時

 初めて 　　　2 回目　　 　3 回目　　(　　　)回目

1　彩の国だより   ２　Ｓ・Ａ・Ｉ  　３　駅のポスター　４　市広報紙　５　市社協広報紙　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(　　　　)

活動内容 活動場所(住所)

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手伝いをします。

キャッスルきさい
(加須市根古屋633-10)

公立保育所で、子どもの保育補助やプール
の手伝いをします。

加須市立第3保育所
(加須市阿良川454)

加須市立わらべ保育園
(加須市北下新井669-1)

8/9(火),10(水)
8:30～16:30

昼食代
2日分
440円

加須市立第4保育所
(加須市船越87-1) 全日程参加できる方

2名(高校生以上)加須市立騎西保育所
(加須市上崎1854-1)

加須市立北川辺保育所
(加須市麦倉1082-1)

お弁当
持参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。
加須市大利根子育て支援センタ-ぴっぴ

(加須市旗井1450-1)

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。

大利根ふじこども園
(加須市旗井547-1)

子ども達と遊んで学んで、子ども教室を手
伝って下さる方を募集します。

加須市立不動岡小学校
(加須市不動岡798番地)
問：加須市子育て支援課

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)

絵本の読み語りについて学習し、実際に幼
児への絵本の見せ語りを体験します。

加須市北川辺図書館
(加須市麦倉1473ｰ1)

絵本の読み聞かせについて学習し、実際に
幼児への絵本の読み聞かせを体験します。

事前研修　市民プラザかぞ
加須市立第一保育所(8/2)
(加須市東栄1-12-45)

加須市立第3保育所(8/3)
(加須市阿良川454)

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。

騎西コミュニティーセンター
(加須市下崎404-1)

無料

手話ってなあに？
聴覚障がいや手話について知り、手話を体
験します。大人や親子の参加も大歓迎です。

市民プラザかぞ
(加須市中央2-4-17) 15名

(小学生以上)北川辺文化・学習センターみのり
(加須市麦倉1473ｰ1)

点字体験してみよう！
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です。

大利根総合福祉会館
(加須市琴寄903) 12名

(小学4年生以上)騎西老人福祉センター
(加須市根古屋633-2)

障がいのある方たちのバスハイクの補助。初め
ての方でも安心してご参加ください。(事前研
修も行います。）

事前研修:にじの家(加須市加須市旗井
1175)(72-6281)
行き先:栃木県「なかがわ水遊園」
集合:大利根総合福祉会館
(加須市琴寄903)　(72-5069)

障がい児(者)の県外研修(1泊2日)の
トイレや入浴等の介助をします。

伊豆方面(海水浴)
主催:加須市騎西手をつなぐ親の会

障がい者施設で一緒に作業を体験します。
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800-1)

あすなろ園で行われる夏祭りの補助(ゲー
ム、スイカ割り)をします。

簡易通園母子訓練施設
「あすなろ園」

(加須市本町2番36号)

木のおもちゃをつくりま
せんか？ボランティア

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
No.22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手伝いをしてくれる人
を募集します。

……………………………………………　　　切り取り線　　　　　　………………………………………………
夏のボランティア体験プログラム事業＜Ｈ28＞　　　　◇◆◇参加申し込みカード◇◆◇ 受付日(仮予約日)　　　月　　　　日　　受付支所　

　生　年　月　日 保護者※小・中学生は保護者の同意要(署名・捺印)

 昭･平　　　　年　　　　月　　　　日

住所
緊急連絡先電話

（　　　　）

 勤務先 ・学校名
ボランティア活動保険 未・済

(学年 ・ 専攻)

希望するメニュー  Ｎｏ． 体験プログラム名 ボランティア証明書

※申込カード1枚につき1メニューの申込となります 要　・　不要

アンケートに御協力ください(あてはまるところに○を付けてください) ボランティア体験への参加は何回目？　 

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

　この事業をどこで知りましたか？

(複数回答可)

　　社会福祉協議会にお申し込みください

夏の 参加者
募集！



No. プログラム 活動日時 募集人数(対象者) 経費等

24
あいせんハイム
4つ葉のクローバー
カード作り

7/27(水)
9:30～11:30

10名
(小学校4年生以上)

無料

25
ケア・ビレッジ シャローム
ボランティア

8/25(木),26(金)
9:00～15:00

各日3名
(高校生以上)

無料
昼食付

26
北川辺デイサービス
ボランティア

8/ 2(火),3(水)
14:00～16:30

各日3名
(中学生以上)

27
ライゼ清輝苑デイサービス
ボランティア

8/8(月),9(火),10(水)
13:30～16:00

各日4名
(中学生以上)

28
8/18(木)

13:00～15:30

29
7/28(木)

13:00～15:30

30
7/24(日)

9:30～13:00

31
8/14(日)

9:30～13:00

32
万葉の郷おやつ作り
ボランティア

8/16(火),17(水),18(木)
13:30～15:30

各日3名
(小学4年生以上)

33
8/1(月),3(水),5(金),8(月)

10(水),12(金)
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

34
　8/22(月)

9:00～16:00
3名

(小学4年生以上)
食事代
350円

35
7/22(金)

9:00～14:00
調理2名交流2名
(小学4年生以上)

36
8/23(火)

9:00～15:30
10名

(小学4年生以上)

37
8/10(水)

10:30～13:50
20名

(小学4年生以上)

38 南京玉すだれ体験
8/10(水)

10:30～13:00
5名

(小学5年生以上)

39 絵手紙を描こう
8/4(木)

13:00～15:00
5名

(小学生以上)
無料

40 環境ボランティア体験
8/3(水)

10:00～11:00
15名

(小学4年生以上)
無料

41
アジアの子どもたちに絵本
を贈るボランティア

8/19(金)
9:30～10:30

10名
(小学校4年生以上)

無料

42 図書館ボランティア
8/ 3(水),4(木)
9:00～15:00

　各日5名
(小学4年生以上)

お弁当
持参

43
大人のためのボランティ
ア入門講座

7/22(金),29(金),9/9(金)
9:30～11:30

30名　18歳以上
全日参加できる方

詳しくは社協
だより7/1号
をご覧くださ
い。

44 ブラインドサッカー
8/25(木)

14:00～16:00
35名

(小学校３年生～中学生)
無料

45 盲導犬を見に行こう♪
8/21(日)

8:10～16:30
70名　小学生以上

(小学3年生までは大人と参加)

無料
中型ﾊﾞｽ2台
で行きます

問合せ・申し込み
加須支所(本所） ■住　所:加須市三俣1丁目10番地4 騎西支所　■住　所:加須市根古屋633-2騎西老人福祉センター内

電　話:0480-62-6451 ＦＡＸ:0480-62-6546 電　話:0480-73-2341  ＦＡＸ:0480-73-3516

北川辺支所■住　所:加須市柳生50-1北川辺介護サービスセンター内 大利根支所　■住　所:加須市琴寄903大利根総合福祉会館内

電　話:0280-62-4000  ＦＡＸ:0280-62-4766 電　話:0480-72-5069  ＦＡＸ:0480-72-1716

その後「参加申込みカード」を社協に持参、郵送、FAXのいずれかでお申し込みください。(正式な申込みとなります)

活動内容 活動場所(住所)

あいせんハイム入居者に4つ葉のクローバーを
カードにしてプレゼントしよう！

養護老人ホーム
「あいせんハイム」

(加須市水深869-17)

介護等の体験や手伝いをします。

介護老人保健施設
「ケア・ビレッジ シャローム」

(加須市岡古井73)

北川辺介護サービスセンター
(加須市柳生50-1)

無料

ライゼ清輝苑
(加須市陽光台2-883-75)

ふれ愛の郷ボランティア

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。

ふれ愛の郷
(加須市新川通179-1)

3名(中学生以上)

ふれ愛の郷入居者の調理の手伝いをしま
す。(メニューはおたのしみ)

ふれ愛の郷デイサービス
ボランティア

ふれ愛の郷デイサービス利用者の調理(カ
レ-)の手伝いをします。

ふれ愛の郷デイサービス利用者の調理(餃
子)の手伝いをします。

万葉の郷の利用者と一緒におやつ(フルー
ツパフェ)作りをします。

万葉の郷
(加須市新川通105-1)

生き生きサークル
ボランティア

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手伝いをします。

大利根総合福祉会館
(加須市琴寄903)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)で手伝いをします。

ふれあい会食会
ボランティア

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。

北川辺老人福祉センター
(加須市柏戸2037)

食事代
100円

大利根総合福祉会館
(加須市琴寄903)

騎西老人福祉センター
(加須市根古屋633-2)

南京玉すだれの基本を学び、実際に午後か
らNo.37の高齢者との会食会で披露します。

ひとり暮らしの高齢者へ届ける絵手紙をつ
くります。

新聞紙を使ってコサージュ(ブローチ)を
作ります。

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。

書物の整理や貸出、返却などの体験をします。
加須市北川辺図書館

(加須市麦倉1473ｰ1)

これからボランティアを始めてみたい大人のた
めの講座です。講義、体験、演習を行います。

市民プラザかぞ
(加須市中央2-4-17)

視覚障がい者のためのサッカーを体験します。
南篠崎コミニティーセンター

(加須市南篠崎2-1-6)

盲導犬は、どんなところで訓練や生活をし
ているのでしょう？盲導犬とのふれあいも
体験します。

東日本盲導犬協会
(宇都宮市福岡町1285)

○申込期間 　7月 1日(金)から受付開始、定員になり次第終了します。(先着順)　　　
○申込方法　　参加したいプログラムが決まったら、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。

★郵送かFAXでお申し込みの際は、電話にて上記時間内に「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。

★2つ以上のプログラムに参加を希望される場合には、プログラムごとに申し込みカードを提出してください。

★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お問合せください。

★小・中学生の方は「保護者の同意」が必要です。カードに保護者の署名・捺印をお願いします。　

★ 親と子または兄弟で参加を希望される方は、別々に申込みカードを提出してください。(申込みカードはコピーをお願いします)　

★プログラム№12.18.22は事前研修が必要です。必ず参加をお願いいたします。


