
令和3年度 青少年ボランティア・市民活動体験事業

ボランティア
チャレンジ！！！

ボランティア体験をするにあたり、

新型コロナ感染症予防として、

・マスクの着用

・手指消毒や体温測定

・三密の防止

などの対策をお願いすることになります。

受入れ施設も、安心して体験してもらえるよう、

同じように対策をお願いしています。

詳しくは、事前研修会でお話しします。

また、感染の拡大状況により、体験が中止に

なる場合があります。

一般



4

定員

場所： グループホーム　あいる岡田（岡田）

グループホーム　あいる岡田

日程 時間

10（火）、11（水）、12（木）、13（金）、
17（火）、18（水）、19（木）、20（金）、
24（火）、25（水）、26（木）、27（金）、
31（火）

各2

買い物や畑作業(収穫
や水やり）、散歩、レク
リエーションの補助な
どをします。

A　10：00～12：00

B　14：00～16：00

表の見方

体験先名

体験内容
体験先の様子

体験場所

体験時間

この中から、選んで下さい。

１日でも、複数日でも！

体験できる日の

それぞれの定員です。

一般

体験日、体験先は、何日でも、好きな

だけＯＫです！

申込みなどの詳細は、裏表紙を見てね。

先輩方が体験した

様子がみれますよ♪→→



1

定員

場所：

2 3

定員 定員

場所： ふれあいひろば　ゆう（岡田） 場所： 粕谷台公民館（南粕谷）

4

定員

場所：

13：00～15：15

17（火）　　★2 12：40～15：10

5（木）

A　10：00～12：00

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
いのハガキに絵を描き
ます。

日程 時間

23（月） 13：20～15：00 3

福祉活動センター（緑町）

買い物や畑作業(収穫
や水やり）、散歩、レク
リエーションの補助な
どをします。

時間

ふれあいひろば　ゆう

日程

10（火）、11（水）、12（木）、13（金）、
17（火）、18（水）、19（木）、20（金）、
24（火）、25（水）、26（木）、27（金）、
31（火）

南粕谷　元気会

サロン（※）活動の手
伝いをします。

日程

9：30～11：45各2

グループホーム　あいる岡田

日程

サロン（※）活動の手
伝いをします。

おやつ代★1（200円）
★2（300円）必要　当
日徴収

時間

2

各2

時間

B　14：00～16：00

12（木）、26（木）　　★1

グループホーム　あいる岡田（岡田）

※サロン・・・ 集会所などを利用して、主に高齢者が集い、会話やレクリエーションなどを楽しみ交流する場所。

高齢者支援

１人ひとりとたくさんお話

ができたし、名前を呼んで

もらったり、こうして欲しいな

ど声をかけてもらった事が

とても嬉しくて、やって良

かった。

体験者

一般



5 6

定員 定員

場所： 場所：

7 8

定員 定員

場所： 場所：

9 10

定員 定員

場所： 場所：

11 12

定員 定員

場所： 場所：

9：30～11：30 3

岡田なごやかサロン（岡田）

サロン

サロン（※）活動の手伝いをします。

2丁目ふれあいサロン つつじが丘3ハウス

日程 時間 日程 時間

6(金）、11(水）、17（火）、23（月） 各2

やまもり　いこいの家 サロン・ド・カフェ　らでぃっしゅ

日程 時間 日程 時間

2

8：30～11：45 28（土）

東部まちづくりセンター（東部） 巽が丘町内会第2集会所（東部）

岡田なごやかサロン つみき福祉工房　岡田

日程 時間 日程 時間

11（水）、25（水） 9：30～11：30 各2

時間 日程 時間

9：30～11：30 19（木） 9：30～11：4526（木） 2

9：30～12：00

2丁目「ふれあいの家」（つつじが丘） つつじが丘3ハウス（つつじが丘）

東部ふれあいサロン たつみがおかサロン

日程

3（火）、5（木）、23（月）、25（水）、
27（金）、31（火）

各3

つみき福祉工房　岡田（岡田）

10(火）、24（火） 9：30～11：45 各3 13（金）、27（金） 13：00～16：00 各2

やまもり　いこいの家（岡田） サロン・ド・カフェ　らでぃっしゅ（旭南）

一般



13 14

定員 定員

場所： 場所：

15

定員

場所：

16 17 ルポン

定員 定員

場所： 場所：

点訳サークル　てんてん

点字の基礎練習とパ
ソコンによる点訳作業
をします。

13：00～15：00 2

福祉活動センター（緑町）

日程

集会所などを利用して、主に高齢者が集い、会話やレクリエーションなどを楽しみ交流する場所。

日程 時間

16(月） 8：30～11：30 2
4（水）、10（火）、12（木）、18（水）、
24（火）、26（木）、31（火）

各2

A　8：30～12：00

B　13：00～15：30

新舞子台にこにこサロン 南粕谷ハウス

日程 時間 日程 時間

新舞子台区民会館（新舞子） 南粕谷ハウス（南粕谷）

音訳（※）体験と利用
者さんへの発送準備
をします。

情報録音ボランティア「じゅげむ」

20（金） 2

日程 時間

17（火）

福祉活動センター（緑町）

2（月） 2

※サロン・・・

音訳（※）体験と利用
者さんへの発送準備
をします。

時間

※音訳・・・視覚障がい者の方のために、文字を音声に訳すこと。

13：20～15：00 10：00～12：00

福祉活動センター（緑町）

障がい者支援

一般



18 19

定員 定員

場所： 場所：

20 21

定員 定員

場所： 場所：

22 23

定員 定員

場所： 場所：

手話サークル「ほおずきの会」 自助グループちた

時間

ゲームを通して手話を
体験します。

7（土）、21（土） 13：30～15：30 各3 5（木）、19（木）、26（木） 19：30～21：00 各2

日程 時間

福祉活動センター（緑町）

日程 時間

メディアス体育館ちた（緑町）

3

福祉活動センター（緑町）

2

日程 時間

花壇の草取りや花が
ら摘み、水やりをしま
す。

福祉活動センター（緑町）

日程

5 5（木）

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
メリーフェイスちた

9：00～10：30

2（月） 10：10～12：00 2 21（土） 13：30～16：40

知多市総合ボランティアセンター（緑町）

日程 時間

ＯＨＰコア

要約筆記体験とノート
を使って聴覚障がい者
の方と会話を楽しみま
す。

自助具（福祉用具）を
作成します。

材料費（200円）必要
当日徴収

ブラインドテニス「ぽんぽん」

ゲームを通して手話を
体験します。

ベティさんの家旭公園（旭南）

手話サークル「たまごの会」

11（水） 9：30～12：00

ブラインドテニスの体
験やコートづくりの手
伝いをします。

日程 時間

一般



24 25

定員 定員

場所： 場所：

26

定員

場所：

障害福祉サービス事業所なごみ苑（新知） 知多市障がい者活動センター　やまもも第1（新知）

9：30～12：00

一緒に園芸や縫製な
どの軽作業をします。

9：30～12：00

障害福祉サービス事業所　なごみ苑 知多市障がい者活動センター　やまもも第1

各2
3（火）、5(木）、16(月）、18（水）、
20（金）、24（火）、26（木）、30（月）

一緒に軽作業をした
り、話し相手をします。

日程 時間 日程 時間

各2

一緒に軽作業をした
り、話し相手をします。

各2

知多市障がい者活動センター　やまもも第2（金沢）

知多市障がい者活動センター　やまもも第2

日程 時間

16（月）、19（木）

2（月）、10（火）、16（月）、24（火）、
30（月）

9：30～12：00

体験施設職員

理解力もあり、一生懸

命取り組んでいる姿は、

学生らしく眩しく見え

ました。

障がい者に対する理解

や興味をお持ちで、積

極的に体験してくれた。

自分の経験や考えも話

すことができてボラン

ティアの意欲を感じま

した。

ボランティア

グループメンバー

何かをする度に「ありがとう」と

言ってくれて嬉しかった。また、

施設の人も優しく丁寧に教えてく

れて、やりやすかった。

とても楽しくていい経験ができま

した。

体験者

一般



27

定員

場所：

28 29

定員 定員

場所： 場所：

30 31

定員 定員

場所： 場所：

3（火） 9：30～11：00 2 3（火）、10（火）、17（火） 各4

小規模保育園ひだまりの家（岡田） 知多市総合ボランティアセンター（緑町）

B　13：30～15：30

A　9：30～11：30

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）

A　9：00～12：00

小規模保育園　ひだまりの家 知多市総合ボランティアセンター

園児とふれあい、一緒
に過ごします。

日程 時間 日程 時間

保育園で使用する「ボ
ンボン」「三つ編みの
ひも」「牛乳パックのイ
ス」を作ります。

新田小学校来客用駐車場（東部）

日程 時間

14（土）、28（土） 各2

プレーリーダーの補助
（子どもたちの遊びの
見守り）をします。

B　13：00～16：00

子どもの幸せを願うネットワーク
　こども幸せねっと

日程 時間

7（土） 8：30～11：30 2

25（水）知多市総合ボランティアセンター（緑町）　28（土）ふれあいプラザ（新知東町）

おはなし❤ぴん本゜パン

ふれあいプラザで行う
「いっしょにあそぼう」
の中の読み聞かせに
合わせて、練習日と当
日のお手伝いをしま
す。

特定非営利活動法人　新青樹

イベント（メダカすくい）
の会場づくりと受付な
どをします。

日程 時間

25（水） 15：00～16：30

2

28（土） 10：00～12：00

（両日参加）

子ども支援
（両日参加）（両日参加）（両日参加）（両日参加）（両日参加）

一般



32

定員

場所：

33 34

定員 定員

場所： 場所：

35 36

定員 定員

場所： 場所：

市生涯スポーツ課（陸上競技場） 知多市総合ボランティアセンター

競技場スタンドやグラ
ウンドの清掃をしま
す。

日程 時間 日程 時間

高齢者施設に届ける
「ぞうきん」と「敬老お
祝いカード」を作成しま
す。

26（木） 14：30～16：45 2 4（水）、6（金） 各3

4（水）、6（金） 9：00～11：30 各3 5（木）、12（木）、19（木） 各4

B　13：30～15：30

知多運動公園陸上競技場（緑町） 知多市総合ボランティアセンター（緑町）

A　9：30～11：30

朝倉団地（つつじが丘） メディアス体育館ちた（緑町）

8：30～10：30

ちたビジョンプロジェクト 市生涯スポーツ課（体育館）

外国にルーツを持つ
子どもたちの学習支援
をします。

日程 時間 日程 時間

トレーニングジムの消
毒や体育館周辺の草
取り、花壇の水やりを
します。

知多市にほんごの会

外国人の為の日本語
教室の会場準備と見
学をします。

日程 時間

各2

ふれあいプラザ（新知）

21（土） 13：30～16：00

その他

一般



８月体験カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

一
般

部活に遊びに忙しい君！

日にちから探してみるのも

いいかも！

高齢者支援

障がい者支援

子ども支援

その他



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ボランティアグループ「ひまわり」 

２ ふれあいひろば ゆう 

３ 南粕谷 元気会 

４ グループホーム あいる岡田 

５ 2丁目ふれあいサロン 

６ つつじが丘 3ハウス 

７ 東部ふれあいサロン 

８ たつみがおかサロン 

９ 岡田なごやかサロン 

１０ つみき福祉工房 岡田 

１１ やまもり いこいの家 

１２ サロン・ド・カフェ らでぃっしゅ 

１３ 新舞子台にこにこサロン 

１４ 南粕谷ハウス 

 

２７ おはなし♡ぴん本゜パン 

２８ 子どもの幸せを願うネットワーク こども幸せねっと 

２９ 特定非営利活動法人 新青樹 

３０ 小規模保育園 ひだまりの家 

３１ 知多市総合ボランティアセンター 

 

 

１５ 点訳サークル てんてん 

１６ 情報録音ボランティア「じゅげむ」 

１７ ルポン 

１８ ＯＨＰコア 

1９ 手話サークル「たまごの会」 

２０ 手話サークル「ほおずきの会」 

２１ 自助グループちた 

２２ ブラインドテニス「ぽんぽん」 

２３ 花と緑と健康のまちづくりフォーラム メリーフェイスちた 

２４ 障害福祉サービス事業所 なごみ苑 

２５ 知多市障がい者活動センター やまもも第１ 

２６ 知多市障がい者活動センター やまもも第２ 

 

福祉活動センター 

 
 

３２ 知多市にほんごの会 

３３ ちたビジョンプロジェクト 

３４ 市生涯スポーツ課（体育館） 

３５ 市生涯スポーツ課（陸上競技場） 

３６ 知多市総合ボランティアセンター 

 

 

知多市総合 
ボランティアセンター  

体育館・陸上競技場 

 

ふれあいプラザ 



■体験施設・内容：各ページをご覧ください。

■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。（①～④の中から選択）

日 時：７月２７日（火）①１０：００～１１：００、②１３：３０～１４：３０

２８日（水）③１０：００～１１：００、④１３：３０～１４：３０

場 所：知多市市民活動センター 知多市緑町１２-１（歴史民俗博物館 南側）

■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、費用が必要な場合は負担いただきます。

■申込み期間：７月１日（木）～７月１０日（土）の９日間（日曜日を除く）

平日・・・９時～１９時 土・・・９時～１７時

体験施設、体験日、名前、性別、学校名、学年、連絡先、

緊急連絡先、事前研修日（①～④）の日程を、申込み時にお伝えください。

（申込み内容については、この事業にのみ使用します。

なお、事業ＰＲ及び記録用のため、撮影した写真を使わせていただくことがあります。

写真撮影、使用について同意できない場合のみ、当センターまで申し出てください。）

■問合せ・申込み：知多市社会福祉協議会 知多市総合ボランティアセンター

電 話 ０５６２－３９－０８００

分からないこと、

聞きたいことがあれば、

気軽にセンターへ

電話してきてね。

一般


