
 

 

 

 

 

 

 

 

7/21(水)～9/11(土) 
～2 日以上は参加してね！～ 

【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 

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) 

E-Mail s-center@pluto.plala.or.jp 

URL https://sapocen.net/ 

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) 

E-Mail vc@shakyo-chigasaki.or.jp 

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

【新型コロナウイルスについて】 

オリエンテーション・体験当日ともマスク着用。体調が悪い場合は無理せず休養してください。 

会場での手指の消毒・検温等、ご協力お願いします。（活動日の２週間前から検温をお願いする 

場合があります）感染予防対策をした上で開催します。 

新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合があります。 

夏休みはボランティアに 

チャレンジ!! 

《申込・問合せ先》 

参加証とドリーミィ 

グッズがもらえるよ 

●申込の際、7/9 または 7/10 のどちらか都合の良い日をえらんでください 

（体験先は受入人数制限があるため先着順です。7/9 の参加がおススメ！） 

●両日とも都合が悪い場合は 7/11 以降に「個別対応」が可能です 

＜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 

第 1 回：７/  9(金) 18:00～19:30 

＠さがみ農協ビル 5 階大会議室(茅ヶ崎市新栄町 13-44) 

第 2 回：７/10(土) 15:00～16:30 

＠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) 

 

【申 込 受 付】6/1(火)～7/５(月)  

【対  象】中学・高校・専門学校・短大・大学(25 歳まで)   

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 

【申 込 方 法】HP からフォーム入力/QR コード/E-Mail/FAX/電話のいずれかで 

受付可能。体験先・申込書(FAX 用)は裏面にあります 

＜体験期間＞ 

イメージキャラクター 

QR コードから申込 OK 
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ボランティア体験先一覧 日程・内容などは予定変更の可能性があります 

② (社福 )翔の会 萩園ケアセンター 
日程：7/21-9/11 ※日曜を除く 
場所：萩園 

内容：高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽで 
お話し相手、配膳、 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの手伝い、 

入浴後のﾄﾞﾗｲﾔ-かけ  
【中学生以上】 

⑨ (特非 )ワーコレたんぽぽひろば 

たんぽぽはうす  
日程：a.7/27.8/3.17.24 

     b.7/22.29.8/5.19.26 

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：7/21-9/11 ※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：7/21-9/10 ※土･日を除く 
場所：萩園 
内容：知的障害のある方の作業補助  

a.クッキー作り 
b.紙すき等の自主製品作りなど 

【中学生以上】 

⑤ (社福 )翔の会  水平線   
日程：7/21-9/11 
場所：芹沢  
内容：身体や知的に障害を 

もつ方の補助 
a.レクリエーションの手伝い  
b.自主製品作りの手伝い 

 その他、補助業務など  
【中学生以上】 

 
⑦ボランティア香川  
日程：a.未定 b.8/25 

場所：香川 
内容：地域の高齢者などのイベント手伝い 
a.昼食（弁当)作りと宅配支援 

b.レクリエーションの手伝い 
       【中学生以上】 

 

⑧ (社福 )  松が丘保育園  
日程：a.7/28.29  

b.8/4.11.16.18.23.25.30 

場所：a.ちがさきサポセン b.保育園 
内容：a.園長先生のお話  

b.保育園見学（提出物あり） 

【中学 2 年生以上】 
※園児とのふれあいはありません 

①生活リハビリクラブ茅ヶ崎  
日程：7/21-9/11 ※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】 
 

⑩きらきらぼし（子育ち応援する会） 

日程：7/26.8/2.9.23.9/6 

場所：鶴が台小学校多目的室 
内容：親子のフリースペースで 

スタッフの手伝い  
【中学生以上】 

⑪ちがぼ～  
（茅ヶ崎に冒険あそび場をつくろう会)  

日程：a.8/2.9.9/6 b.7/25.8/28 
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】 

 

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.7/26＆27 b.8/2＆3  

場所：a.b ちがさきサポセン        
内容：１日目：「みるっこテレパシー 

おえかき」のガイダンスと練習 

２日目：実施「オンラインで参加者と交
流」  

【中学生以上】 

 

⑬茅ケ崎里山公園倶楽部  
日程：8/11.20.21.28 
場所：芹沢(県立茅ケ崎里山公園内) 

内容：草取り・ささげ収穫・かかし製作 
農体験作業他 

 【中学生以上】 

 

⑭ほのぼのビーチ茅ヶ崎  
日程：8/1.9/5 
場所：茅ヶ崎海岸 

(ヘッドランドビーチ) 

内容：ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ、ﾏｲｸﾛ 
ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ清掃 

【中学生以上】 

 

⑮サーフ 90 茅ヶ崎  
ライフセービングクラブ 

日程：7/21-8/22 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】 

 

⑯ (特非 )湘南市民 

メディアネットワーク 
日程：a.8/15  

b.7/25.8/8.22 他 
場所：藤沢市藤沢  
内容：a.子ども達や市民を対象とした映像 

作品ワークショップの補助 
b.映画・映像制作の補助 

【高校生以上】 

 

⑰ (認定特非)NPO サポートちがさき 
日程：7/21-9/11 ※8/18 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、 

   花壇の水やり等 
     【中学生以上】 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・FAX で申込の場合、切り取らずお送りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★ユースボランティア 2021★ 体験申込書《FAX 用》88-7546/ちがさきサポセン、85-9651/市社協 

※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ください。 

【個人情報の取り扱いについて】申込の際に提出した「個人情報」は活動終了後、破棄します。 

・住   所…オリエンテーションの案内・体験に関する詳細等を郵送するために必要です 

・本人連絡先…時間になっても体験先に着かない、悪天候で体験中止の連絡をする際に必要です 

・緊急連絡先…活動中の体調不良となった場合に連絡する際に必要です 

 【お願い】空欄の場合、緊急時の連絡ができなくなりますので、記入モレがないか確認の上、お申込みください 

体験先が確定した後、主催者と体験先の連絡先を、携帯電話などに登録をお願いします 

 
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（いずれかに☑）：□7/9(金)18:00～ □7/10(土)15:00～ □その他(日程相談) 

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

 (※緊急連絡先は必須です。2 か所必ずご記入下さい) 

⑥ (特非 )松の実会  みらま～る  
日程：7/21.23.26-28.30.8/2-4.16-18.20      

8/23-25.27.30.31.9/1.3.6-8.10 
場所：東海岸北 
内容：障害を持つ方の作業補助 

a.昼食作りの手伝い 
（メニュー決め・買い物・調理） 

b.石鹸作り・クッキー作りなどの 

手伝い   【中学生以上】 
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