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第 26 号

「彩の国ボランティア体験プログラム」
の申込み開始

その他℡

保護者の同意（署名・捺印）※未成年の方のみ

緊急連絡先（保護者携帯など）

続柄

㊞
ボランティア活動の経験

無

・

有 （具体的な活動：

）

彩の国ボランティア体験プログラム事業参加は：初めて・２回目・３回目・４回目・５回目以上
この企画を何から知りましたか？

①ボランティアセンターだより
②彩の国だより

参加希望プログラム

No

松伏
ー
ン
タ
セ
ア
ィ
テ
ン
だより
ボラ

番号

③インターネット（具体名：

）

④先生から

）

⑤友人から

⑥その他（

プログラム名

希望日時

備考

１
２

４
５

＊事前説明会の参加（事前の申込みが必要です） 参加する日程に○をして下さい。
＊下記日程でご都合が合わない場合はご相談ください。
②14：00〜14：30
⑤14：00〜14：30

※社協だより等の広報誌やＳＮＳに活動時の写真が掲載されることがあります。

※その他、ご希望等があればご記入ください。

す

る

る場合がございますので、あらかじめご了承ください。

プログラムは次のページをご覧ください▶

松伏町ボランティアセンターLINE公式アカウントを開設しました！

この度、松伏町ボランティアセンターのLINE公式アカウントを開設しました。
ボランティアに関する様々な情報を発信していきますので、ぜひ、友だち
登録をお願いします。

１日目 【学習】
【福祉体験】 ２日目 【お楽しみ体験学習】

☆詳しい内容や申込み方法は、各小学校を通して配布する「夏休み小学生体験学習わくわくの実」のチラシを見てね！

※学生の場合、平日の活動は、学校がお休みの場合のみとします。
（

※新型コロナ感染症拡大防止等の影響により、プログラムが中止とな

＜内容
＜
内容＞
＞

希望されない場合は、社協事務局にお申し出ください。
※今後、ボランティア活動に関しての情報提供を希望

令和３年度の様子

参加者 ★ 夏休み小学生体験学習 〜 わくわくの実 〜
★ 募集
楽しいこと
しいことが
が たくさん あるよ！

７月20日（水）③14：00〜14：30
７月21日（木）④10：00〜10：30

今年度も、彩の国ボランティア体験プログラム
が始まります。
今回は「心の明かりをともそう！」をテーマに
開催しますので、興味があるプログラムがありま
したらぜひチャレンジしてください！
次のページにプログラムを紹介していますので、
皆さんのご参加お待ちしています！

※当アカウントは情報発信専用となりますので、投稿に関するご意見・ご質問等につきまし
ては、電話、メールをご利用ください。
【友だち登録方法】 LINEアプリを起動し、「友だち追加」を行います。
QRコードで追加する場合
①「ホーム」>「友だち追加」>「QRコード」をタップ ② 右チラシのQRコードを
読み取る ③「追加」を選択
ID検索で追加する場合
①「ホーム」>「友だち追加」>「検索」をタップ ②「ID」にチェックして、
「@062ndpdh」と入力して検索 ③「追加」を選択

３

７月16日（土）①10：00〜10：30

令和４年７月１日 第26号 発行

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の影響により、プログラムが中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・

しない

）

主催：松伏町、松伏町教育委員会、松伏町社会福祉協議会

松伏町ボランティアセンター（松伏町社会福祉協議会）

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏357 ふれあいセンターかがやき２階
Tel 048-991-2700 Fax 048-991-5341
受付時間：月曜〜金曜の８：30〜17：15（祝日・年末年始を除く）

社協記入欄
松伏社協ホームページ

松伏社協フェイスブック

松伏社協 E-mail

プログラムは
次のページへ

心の明かりをともそう！

番号

彩の国ボランティア体験プログラムメニュー

申込開始：７月７日
（木）９：00〜 定員になり次第受付終了

※電話での予約可
（TEL：048-991-2700）

受付は月曜日から金曜日の９：00〜17：00（祝日を除く）

【共通事項】
※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の影響により、中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※マスクを着用（持参）して活動先へ行き、その後は受入施設の指示に従って行動してください。
※活動前に必ず手指の消毒をお願いします。
※活動前に自宅で検温をお願いします。発熱症状がある方は受入できない場合がございます。
※体調がすぐれない方は活動をお控えください。施設により、受入できない場合がございます。
※ご家族の方で発熱症状がある方や体調がすぐれない方がいる場合は、活動をお控えください。施設により、受入
できない場合がございます。
※その他、受入施設のルールを守って活動してください。
申込みからボランティア活動までの流れ
事前説明会日程（各回定員25名）
各回来所順にご案内します。
①メニューから活動したいプログラムを選ぶ。
事前説明会会場：松伏町ふれあいセンターかがやき２階
②松伏町ボランティアセンターへプログラムを申込む。
（電話での申込可）
7/16（土）
7/20（水）
7/21（木）
③右記のいずれかの事前説明会に参加する。
10：00〜10：30
10：00〜10：30
※事前説明会は予約が必要です。（完全予約制）
14：00〜14：30 14：00〜14：30 14：00〜14：30
※平日の活動は、学校がお休みの場合のみとします。
※事前説明会の参加は必須です。上記日程で都合のつかない等の方はご相談ください。
※人数の関係で事前説明会日程は希望に添えない場合があります。
※事前説明会時に
「令和４年度 彩の国ボランティア体験プログラム参加申込書」
をお持ちください。
④ボランティア活動開始！
ティア
ボラン ー
⑤活動終了後、ルール等を守って活動した方は、後日、「令和４年度彩の国ボランティア体験
センタ
だより
プログラム活動証明書」を発行します。
障がい児・者の方とかかわる活動
番号
１

２

３

プログラム

７月〜８月（平日のみ）９：00〜16：00 時間は応相談
「かるがもセンターでボランティア」
各日３名 中学生以上 活動日の１週間前までに申込みされた方
日常業務のお手伝い
※体調の悪い方は受入不可。
「ゆめみ野工房でボランティア」
施設内外清掃のお手伝い

活動先

障害福祉サービス事業所
松伏町立かるがもセンター

７月25日（月）
〜８月31日
（水）
（平日のみ）８：30〜10：00
社会福祉法人銀杏会
各日２名 中学生以上 ７月29日（金）まで及び活動日の前日に申込
ゆめみ野工房
みされた方 コロナワクチン３回接種済みの方

７月25日（月）〜８月31日
（水）
（土日祝日、８月12日
（金）〜８月15
「いっぽいっぽ松伏でボランティア」
放課後等デイサービス
日（月）除く）正午〜16：00
利用者の遊び相手
各日１〜２名 中学生以上
いっぽいっぽ松伏
レクリエーション等の見守り
※前日から37.5℃以上の熱や咳等のある方は受入不可。

子どもとかかわる活動
番号

プログラム

募集内容

活動先

４

「いるかクラブボランティア」
保育補助（子ども達の遊び相手）

７月27日（水）
〜８月25日
（木）
（土日祝日除く）10：00〜正午
又は15：30〜17：30のうち可能な時間
各日３名 中学生以上 ※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

いるかクラブ
（松伏小学校内）

７月27日（水）
〜８月25日
（木）（土日祝日除く）10：00〜正午
又は15：30〜17：30のうち可能な時間
各日３名 中学生以上 ※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

りす学童クラブ
（松伏小学校内）

５

６

2

募集内容

「りす学童クラブボランティア」
保育補助（子ども達の遊び相手）

７月21日（木）
〜８月25日
（木）（土日祝日除く）10：00〜正午
杉の子学童クラブ
「杉の子学童クラブボランティア」
又は15：00〜17：00のうち可能な時間
保育補助（子ども達の遊び相手）
（金杉小学校内）
各日２〜３名 中学生以上 ※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

７

７月21日（木）
〜８月25日
（木）
（土日祝日除く）10：00〜正午
「どんぐり学童クラブボランティア」
又は15：00〜17：00のうち可能な時間
保育補助（子ども達の遊び相手）
各日３名 高校生以上 ※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

どんぐり学童クラブ
（第二小学校内）

８

７月21日（木）
〜８月25日
（木）（土日祝日除く）10：00〜正午
「なごみ学童クラブボランティア」
又は15：00〜17：00のうち可能な時間
保育補助（子ども達の遊び相手）
各日２名 中学生以上 ※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

なごみ学童クラブ
（第二小学校内）

プログラム

募集内容

７月21日（木）〜８月25日（木）（土日祝・８月15日（月）を除く）
「かしのき学童クラブボランティア」 ８：30〜16：00で応相談
９
小学生の遊び相手・
各日３名 中学生以上
勉強相手のお手伝い
※お一人さま参加日数延べ７日程度まで
７月20日（水）までに申込みされた方

活動先

かしのき学童クラブ

７月16日（土）13：30〜16：00
「児童館サマーフェスティバル
２名 中学生以上 真面目に取り組める方
10
ボランティア」
７月８日（金）までに申込みされた方
イベントのお手伝い
※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。
11

「児童館で夏休みボランティア」
来館者対応のお手伝い

８月２日（火）〜８月20日（土）10：00〜16：00
時間は応相談 各日２名 中学生以上 真面目に取り組める方
７月25日（月）までに申込みされた方
※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

10月８日（土）13：30〜15：30
「児童館スポーツフェスティバル
２名 中学生以上 真面目に取り組める方
12
ボランティア」
９月30日（金）までに申込みされた方
イベントのお手伝い
※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

松伏町児童館
ちびっ子らんど

10月30日（日）13：30〜15：30
「児童館でハロウィンボランティア」 ２名 中学生以上 真面目に取り組める方
13
イベントのお手伝い
10月21日（金）までに申込みされた方
※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。
14

「児童館でボランティア」
来館者対応のお手伝い

随時（毎月第１月曜日除く）
各日２名 中学生以上 真面目に取り組める方
活動日の７日前までに申込みされた方
※37.5℃以上の発熱がある方は受入不可。

７月25日（月）〜29日（金） ８月22日（月）〜26日（金）
９：00〜正午 各日２名 高校生
「松伏町地域子育て支援センターで
７月29日（金）までに申込みされた方
15
ボランティア」
※37.5℃以上の発熱がある方、体調不良の方は受入不可。
日常業務のお手伝い
※２歳以下の小さいお子さまはマスク着用が義務付けられていないため、
小さいお子さまがマスクを着用していないことをご理解いただける方

松伏町子育て
支援センター

７月25日（月）・27日（水）・29日（金） ８月22日（月）・24日
（水）
・
26日（金） ９：00〜正午 各日２名 高校生
「北部子育て支援センターで
７月29日（金）までに申込みされた方
16
ボランティア」
※37.5℃以上の発熱がある方、体調不良の方は受入不可。
日常業務のお手伝い
※２歳以下の小さいお子さまはマスク着用が義務付けられていないため、
小さいお子さまがマスクを着用していないことをご理解いただける方

北部子育て
支援センター

17

「ゆたか保育園でボランティア」
保育補助のお手伝い

８月１日（月）〜８月５日（金）、８月22日（月）〜８月26日（金）
各日９：30〜11：30 各日１名 中学生以上
７月29日（金）までに申込みされた方
※37.5℃以上の発熱がある方、ご自身や家族が体調不良の方の受入
不可
※活動日の１週間前から検温・体調の変化がないかをチェック。
※コロナウイルスワクチン２回又は３回接種済みの方持病等で接種
できなかった方は要相談。

ゆたか保育園

７月25日（月）〜７月29日（金）、８月１日（月）〜８月５日（金）
８月25日（木）・26日（金）、８月29日（月）〜31日（水）
「みどりの丘こども園でボランティア」 各日９：00〜11：30 各日２名 中学生以上
18
みどりの丘こども園
活動日の２日前までに申込みされた方
保育補助のお手伝い
※37.0℃以上の発熱がある方、家族に発熱・具合の悪い方がいる場
合は受入不可。※健康カードの記入（前日夜の体温、当日朝の体温）
19

「夏休み小学生体験学習事業
①８月３日（水）・10（水） ②８月２日（火）・９日（火）
わくわくの実ボランティア」 各日９：30〜15：30の間で応相談
体験学習の見守り
各日５〜６名 高校生以上

その他の活動
番号
20

21

プログラム

松伏総合公園で清掃&散策

使用済み切手整理ボランティア

募集内容
８月４日（木） ９：00〜10：30
10名 小学生

①ふれあいセンター
②多世代交流学習館

活動先
松伏総合公園

自宅にある使用済み切手を上下左右５mm〜10mm程度空けて切り、
集める。集めたものを当センターに提出。
当センターにおいても、使用済み切手をご用意しています（なくな 松伏町ボランティア
り次第終了）。使用済み切手は、福祉団体に寄付させていただきます。
センター
小学生以上
提出期限：８月31日（水）
（土日祝日はお休み）

3

