
ユースボランティア 
茅ヶ崎 2019 

 

 

【主催】(社福)茅ヶ崎市社会福祉協議会/(認定特非)NPO サポートちがさき 【後援】神奈川県教育委員会/茅ヶ崎市教育委員会 

茅ヶ崎市社会福祉協議会(ボランティアセンター) 

TEL：0467-85-9650  FAX：0467-85-9651 
(受付時間：8：30～17：15 土日祝日休み) 

Ｅmail：vc@shakyo-chigasaki.or.jp 

URL：http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/ 

ち が さ き 市 民 活 動 サ ポ ー ト セ ン タ ー 

TEL/FAX：0467-88-7546 
(受付時間：9：30～21：30 毎月第 3 水曜日休み) 

Ｅmail：s-center@pluto.plala.or.jp 

URL：https://sapocen.net/ 

【申込み受付】6/1(土)～7/8(月) 

【対 象】中学・高校・専門学校・短大・大学(25 歳位まで)  

ボランティア活動に関心のある方 

在学中でない方もお気軽にご相談ください 

【定 員】100 名（先着順） 

【参加費】無 料 体験場所への交通費・食事代は自己負担です 

【申込み方法】HP からフォーム入力/QR コード/E-mail/FAX/電話のいずれでも受け付けます 

体験申込書は裏面下部にあります 必要事項をご連絡ください 

◆オリエンテーション ※参 加 必 須 

ボランティアについての説明・体験先＆日程の決定 

 7/12（金）18:00～20:00 
  ＠さがみ農協ビル 5 階大会議室（茅ヶ崎市新栄町 13-44） 

 7/13（土）15:00～17:00 
  ＠ちがさき市民活動サポートセンター（茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-2-7） 

●7/12 又は 7/13 のどちらか都合の良い日を選んでください 

（体験先には受け入れ人数制限があり、先着順ですので 

7/12 の参加がおススメです） 

●両日とも参加できない場合は 7/14 以降に個別対応が可能です ◆カフェ de ボランティア 

ボランティア体験についてみんなで気軽に話そう！ 

 8/23（金）16:00～18:00 
  ＠ちがさき市民活動サポートセンター 

●参加認定証とドリーミィ・グッズがもらえる！ 

●お菓子や冷たい飲み物を用意して待ってます♪ 

夏のボランティア体験期間は 

 です 

2 日以上参加しよう！ 
       詳細は裏面へ 

イメージキャラクター 

ドリーミィ

【申込み・問合せ】 



⑫(特非)赤ちゃんからの 

アートフレンドシップ協会 
日程：a.7/30,31,8/3 b.8/1,9/5  
場所：a.茅ヶ崎市美術館 b.平塚市美術館        

内容：ワークショップや鑑賞会で子どもへの 
対応、材料の準備片づけ 

【中学生以上】 

ボランティア体験先一覧 （8/23PMはカフェdeボランティアのため体験はありません また日程・内容など、予定変更の可能性あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆ユースボランティア茅ヶ崎 2019☆ 体験申込書〔Fax 用〕88-7546/ちがさきサポセン、85-9651/社協 

※記入する時は、ハッキリと読み取れるようボールペンなど濃い筆記用具を使用してね♡ 頂いた個人情報はユースボランティア2019の体験にのみ使用します 

氏 名

ふりがな

：               年令  才 学校名：              学年   年  

本人連絡先：            緊急連絡先①             〔携帯(母・父)・その他(      )〕  

緊急連絡先②             〔携帯(母・父)・その他(      )〕  

住 所：〒                                              

オリエンテーション参加希望日(いずれか☑)：□7/12(金)18:00～ □7/13(土)15:00～ □その他(日程相談) 

希望する体験先番号 (複数可)：                                

⑱湘南動物愛護病院 
日程：7/22-9/13 ※土･日を除く 
場所：新栄町（下里ビル 1階） 

内容：ﾍﾟｯﾄﾎﾃﾙにいる犬の散歩、院内の掃除など

(医療業務以外）【中学生以上】 
※動物アレルギーのある人はご遠慮ください 

 

①生活リハビリクラブ茅ヶ崎 
日程：7/20-9/14 ※日曜を除く 
場所：茅ヶ崎 

内容：高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽでお話し相手 
お茶出し、ﾄﾞﾗｲﾔ-かけ、ﾄﾗﾝﾌﾟや将棋 
などの相手、作品の手伝いなど 

【中学生以上】 

②(社福）翔の会 萩園ケアセンター 
日程：7/20-9/14 ※日曜を除く 

場所：萩園 
内容：高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽで 
a.夏祭りのｹﾞｰﾑなどの手伝い  

b.お年寄りとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ  
c.配膳・下膳の手伝い 【中学生以上】 

⑩(特非)ﾜｰｺﾚたんぽぽひろば 

たんぽぽはうす 
日程：7/24-8/29の水･木のみ 

※8/14,15 を除く 
場所：香川 
内容：a.小学生ﾌﾘｰｽﾍﾟー ｽ手伝い 

b.親子が集うﾌﾘー ｽﾍﾟー ｽ手伝い 
【中学生以上】 

③(社福)翔の会 湘南鬼瓦 
日程：7/20-9/14 ※日曜を除く 
場所：甘沼 
内容：身体や知的に 

障害をもつ方の補助 
a.散歩付き添い  
b.作業の補助 

c.その他の補助 【中学生以上】 

④(社福)翔の会 ブルーベリー 
日程：7/22-9/13 ※土･日を除く 

場所：萩園 
内容：知的障害のある方の作業補助  
クッキー作り、紙すき等の自主製品作り

【中学生以上】 

⑤(特非)松の実会 みらま～る 
日程：7/22-26,29-31,8/2,5-9,19-21, 

23,26-30,9/2-4,6,9-13 

場所：東海岸北 
内容：障害を持つ方の生活リズム 

を整える支援 

a.昼食作りの手伝い 
（メニュー決め・買い物・調理） 

b.午後のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（石鹸作り・クッキー作り）の
手伝い【中学生以上】 

⑥(特非)ﾄﾑﾄﾑ あいあいクラブ 
日程：7/22-27,7/29-8/3,5-9,16,17, 

19-24,26-31,9/2-7,9-14 
場所：萩園  
内容：障害のある子との遊びや 

 食事･おやつ提供のお手伝い 
【中学 3年以上】 
※ある程度 障がいについて 

理解がある方 
 

⑦(社福)茅ヶ崎市社会福祉協議会 

障害者生活支援センター 
日程：a.未定 b.8/16 
場所：さがみ農協ビル 2F  

内容：障害児・者対象のイベント手伝い 
a. 染物ワークショップ 付き添い、 

一緒に遊ぶ 

b.サロン「よりみち」で話し相手、  
 遊び相手、カラオケ手伝い   
 【中学生以上】 

 

⑧ぽかぽか保育園 
日程：7/20-9/14 ※8/10,11 と日曜を除く 
場所：茅ヶ崎 
内容：a.保育補助など 

b.親子が集うﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽの手伝い 
㈫午前と 7/27午後 

【午前中：高校生以上、午後：中学生以上】 

⑨(社福) 松が丘保育園 
日程：7/20-9/14 

※日曜を除く 土曜は応相談 
場所：松が丘 
内容：子どもたちと元気に遊ぶ 

【中学 2年生以上】 

⑪ちがぼ～（茅ヶ崎に冒険あそび場をつくろう会)  

日程：a.8/5.19.9/2.9  b.7/27 
場所：a.中海岸 うみかぜテラス横  
b.堤 市民の森 

内容：子どもと一緒に楽しく遊ぶ 
【中学生以上】 

⑯ｻｰﾌ 90 茅ヶ崎ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 
日程：7/20-8/18の土･日のみ 
場所：茅ヶ崎海岸（ヘッドランドビーチ） 
内容：安全パトロール、イベント対応補助 

ライフセーバーの基礎トレーニング 
【中学生以上】 

 

⑬茅ケ崎里山公園倶楽部 
日程：7/20,27 8/2,3,7,24,31 

場所：芹沢(県立茅ケ崎里山公園内) 
内容：畑・田んぼ・雑木林の保全作業 

（農体験作業）他 

 【中学生以上】 

 

⑮ほのぼのビーチ茅ヶ崎 
日程：a.7/28 b.8/4 
場所：茅ヶ崎海岸(ヘッドランドビーチ) 

内容：a.ほのぼのビーチ 
フェスティバルのお手伝い 

b.ビーチクリーンへの参加 

【中学生以上】 

 ⑰（特非）湘南市民 

メディアネットワーク 
日程：未定 
場所：藤沢市藤沢  

内容：a.映像作品制作ワークショップﾟの補助 

b.映像制作業務の補助 
c.映像制作体験  【高校生以上】 

 ⑲介助犬･聴導犬育成団体 

(特非)ウェルフェアポート湘南 
日程：7/20|-9/14の金･土･日のみ 

場所：茅ヶ崎、辻堂、湘南台 
  （各駅周辺） 

内容：介助犬・聴導犬育成のための 

募金活動の手伝い 【中学生以上】 

⑳(特非) WE21 ジャパンちがさき 
日程：7/22-8/9 ※土日を除く 
場所：共恵、十間坂 
内容：国内外支援のリサイクル 

ショップでの販売、整理、 
接客の手伝い 【中学生以上】 

㉑ （認定特非）NPOサポートちがさき 
日程：7/20-9/14 ※8/21 を除く 
場所：ちがさき市民活動サポートセンター 
内容：スタッフ手伝い、イベント 

   準備、花壇の水やりなど 
   【中学生以上】 

⑭三翠会 
日程：a.7/27,8/3 b.7/28,8/4 

場所：西久保 
内容：a.湘南タゲリ米の水田に 
    入って草取り体験  

 b.小出川で魚とり体験、観察 
   【中学生以上】 
 

(※緊急連絡先は必須です。2 か所必ずご記入下さい) 
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