この夏休みに、ボランティア活動体験を通して、思い出を作ってみませんか？
きっとすてきな出会いが待っていることでしょう。
今年も、福祉施設のほか、総合ボランティアセンターに登録するボランティア団体、
市内のＮＰＯ団体、保育園にも協力いただき、幅広い活動体験ができます。
たくさんの参加を待っています。
■体験施設・内容：裏面をご覧下さい。
平成２７年度青少年ボランティア・市民活動体験事業

■事前研修会
ボランティア体験を希望される方は、事前研修会に参加いただきます。
日

時：７月２４日（金）または２９日（水）１０：００～１２：００
（どちらかの日程をお選びください）

場

所：知多市福祉活動センター

知多市緑町３２－６(保健センター南側)

服 装：中学生・高校生は、制服もしくは体操服
■対

象：市内在住・在勤・在学（中学生以上）の方

■参加費：無料。ただし、昼食が必要な場合は負担いただきます。
■申込期間：７月４日（土）～７月１１日（土）受付時間：８：３０～１７：００
名前、学年、連絡先、体験施設、体験日、事前研修会の日程をお伝えください。
■問合せ・申込み：知多市社会福祉協議会
電

知多市総合ボランティアセンター

話 ０５６２－３９－０８００

平成２７年度青少年ボランティア・市民活動体験事業協力団体一覧 （8/1～31）
団体・施設の名称

体験活動の内容

体験場所

日程

活動時間

定員
５

1

ボランティアグループ｢ひまわり｣

ひとり暮らしの高齢者の方へお誕生日
祝いなどのハガキ作成の手伝いをし 福祉活動センター
ます。

２４（月）

１３：２０～１５：００

2

南粕谷 元気会

サロン活動の手伝いをします。

６（木）、２０（木）

９：３０～１１：４５

６（木）、２０（木）、２７（木）

９：３０～１５：１５

ふれあいひろば ゆう

高齢で、ひとり暮らしの方に、お食事
の世話をしたり、話し相手をします。

3

粕谷台公民館

ふれあいひろばゆう（岡田）

各３

各２
１８（火）

１２：４０～１５：１０

お年寄りの話し相手や、レクリエーショ
だいこん畑（八幡）
ンに参加したり、食事も一緒にします。

４（火）、６（木）、１２（水）、１４（金）、１８（火）、
２０（木）、２６（水）、２８（金）

９：００～１６：００

各２

お年寄りの話し相手、レクリエーション
介護付有料老人ホーム フェリーチェ
の補助、施設内の軽作業などをしま
（岡田）
す。

１３（木）、２７（木）

９：３０～１５：３０

各２

お年寄りの話し相手、レクリエーション 愛の家グループホーム知多新知
の補助などをします。
（新知）

７（金）

９：３０～１５：００

２

ＪＡあいち知多デイサービスセンター
｢友遊苑｣

お年寄りの話し相手、レクリエーション
ＪＡあいち知多デイサービスセンター
の補助、施設内の軽作業などをしま
｢友遊苑｣（八幡）
す。

５（水）、７（金）、１０（月）、１２（水）、１４（金）、
１８（火）、２０（木）、２２(土）、２４（月）、２６（水）

８：２０～１７：００

各２

8

南粕谷デイサービスセンター

１（土）、３（月）、５（水）、７（金）、１１（火）、
お年寄りの話し相手、レクリエーション
１３（木）、１５（土）、１７（月）、１９（水）、２１
の補助、施設内の軽作業などをしま 南粕谷デイサービスセンター（南粕谷）
（金）、
す。
２４（月）、２６（水）、２８（金）、３１（月）

８：３０～１５：４５

各２

9

介護老人保健施設 キューオーエル
デイケア

お年寄りの話し相手、レクリエーション
老人保健施設 キューオーエル
の補助、施設内の軽作業などをしま
デイケア（東部）
す。

4

5

6

7

特定非営利活動法人 だいこんの花
高
齢
介護付有料老人ホーム フェリーチェ
者
支
援
愛の家グループホーム知多新知

２０（木）

２
８：１５～１６：００

２１（金）

３

10

点訳サークル てんてん

点訳作業の手伝いをします。

福祉活動センター

１８(火）

１３：００～１６：００

３

11

情報録音ボランティア「じゅげむ」

視覚障がい者の方を対象に、カセット
テープに声の情報を吹き込み、音訳 福祉活動センター
テープを作成します。

２１（金）

１３：２０～１５：３０

２

12

ＯＨＰコア

聴覚障がいの方を対象に、要約筆記
を通して交流をし、理解を深めます。

３（月）、１７（月）

１３：３０～１５：３０

各５

交流会に参加し、手話を通して理解を
福祉活動センター
深めます。

３（月）

１０：００～１２：００

３

体の不自由な方に合った福祉用具の
知多市総合ボランティアセンター
作成をします。

１（土）

１３：３０～１６：４０

３

利用者の方の話し相手や一緒に軽作 障害福祉サービス事業所｢なごみ苑｣
業をします。
（新知）

３（月）、４（火）、１０（月）、１１（火）、１８（火）、
２４（月）、３１（月）

９：３０～１５：００

13

手話サークル「ほおずきの会｣
障
が
い
14
自助グループちた
者
支
援
15
障害福祉サービス事業所｢なごみ苑｣

福祉活動センター

４（火）、５（水）、６（木）、１０（月）
16

17

18

知多市障がい者活動センター
｢やまもも第１｣

知多市障がい者活動センター
利用者の方と一緒に軽作業をします。
｢やまもも第１｣（新知）

知多市障がい者活動センター
｢やまもも第２｣

利用者の方と一緒に軽作業をします。

おはなし❤ぴん本゜パン

ミニ講座「読み聞かせ」に合わせて、練
習日と当日のお手伝いをします。

19

特定非営利活動法人 新青樹

20

朝倉保育園

21

日長台保育園

子
ど
22
日長保育園
も
支
援
23

寺本保育園

24

新田保育園

そうりプレーパークのプレーリーダー
のアシスト（子どもたちの遊びの見守
り）をします。
園児とふれあい、見守りながら一緒に
過ごします。（園内外の清掃活動、作
業含む）
園児とふれあい、見守りながら一緒に
過ごします。（園内外の清掃活動、作
業含む）
園児とふれあい、見守りながら一緒に
過ごします。（園内外の清掃活動、作
業含む）

１７（月）、１８（火）、２０（木）、２１（金）、２５
（火）、
２６（水）、２８（金）、３１（月）

新知保育園

各１
９：００～１６：００
各２

知多市障がい者活動センター
｢やまもも第２｣（金沢）

１０（月）

９：００～１６：００

知多市総合ボランティアセンター

１９（水）

１５：００～１６：３０

２

２

（両日参加）
ふれあいプラザ（新知東町）

２２（土）

１０：３０～１２：３０

佐布里緑と花のふれあい公園
そうりプレーパーク（佐布里）

８（土）、２２（土）、２９（土）

９：００～１７：００

各２

朝倉保育園

４（火）、１０（月）、１９（水）、２７（木）

８：４５～１６：００

各３

日長台保育園

１９（水）、２０（木）、２５（火）、２６（水）

９：３０～１５：００

各２

日長保育園

３（月）、４（火）、５（水）、６（木）、７（金）、
２６（水）、２７（木）

９：３０～１５：００

各２

４（火）、５（水）、６（木）、７（金）、１１（火）、
１２（水）、１３（木）、１４（金）、１８（火）、１９
８：４５～１６：００
（水）、
２０（木）、２１（金）
４（火）、５（水）、６（木）、７（金）、１０（月）、
１１（火）、１２（水）、１３（木）、１４（金）、１７
園児とふれあい、見守りながら一緒に
（月）、
過ごします。（園内外の清掃活動、作 新田保育園
８：３０～１６：３０
１８（火）、１９（水）、２０（木）、２１（金）、２４
業含む）
（連続３日間の体験をお願いします。） （月）、
２５（火）、２６（水）、２７（木）、２８（金）、３１（月）
園児とふれあい、見守りながら一緒に
過ごします。（園内外の清掃活動、作 寺本保育園
業含む）

１（土）、８（土）、２２（土）、２９（土）
25

各３

園児とふれあい、見守りながら一緒に
過ごします。（園内外の清掃活動、作 新知保育園
業含む）

３（月）、４（火）、７（金）、１７（月）、１８（火）、
１９（水）、２１（金）、２５（火）、２７（木）、２８
（金）、
３１（月）

※定員は、各体験日１日の受入れ人数です。 体験時間は、予定なので変更があります。

各２

各３

９：００～１２：３０
各３
９：００～１６：００

