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参加者大募集！！！！
-

夏休み中に、学生からシニアまで、誰もが気軽に参加できる
ボランティア体験メニューをご用意しました！
市内福祉施設や保育所などの児童施設、イベント、サロンなど多
種多様なボランティア先があります！この夏、ぜひボランティア体
験をしてみませんか。
【期 間】7 月 2６日（木）～8 月 31 日（金）
【活動先】市内福祉施設 等
（保育施設・高齢・障がい・その他）
【内 容】レクリエーション補助、話し相手、遊び相手、
作業補助、イベント補助 等
【対 象】ボランティア活動に関心のある方
ボランティア経験を就職に生かしたい方 等
※詳しい内容は、お問合せくださるか、
社協ホームページをご確認ください！！

楽しいメニューが
盛りだくさん！
◆保育所でのお手伝い
◆ふれあいサロン
◆公園の花壇の手入れ
など

◆体験の流れ◆
① 事前説明会に参加する（要予約）
※日程はご相談ください。
②メニュー一覧から希望する体験内容を選び、
ボランティアセンターに申し込む。
③ ボランティア体験
④ アンケートを提出する。
児童館での活動の様子

運転ボランティア
【日
少しでも興味がある方は、お気軽にご連絡
ください。
詳細についてのお問い合わせや、お申込み
は、ボランティアセンターへ。

ボランティアセンター（2954-0294）

【内

【条

時】地域住民の活動（会食会や拠点活動
など）に合わせた随時
容】地域で行われる各種交流活動の際の
送迎のためのボランティア
社協車の運転、自家用車の持ち出し
も可
件】安全運転のための確認あり

夏まつりボランティア

夏まつりボランティア

【日

【日

【場
【内

時】8 月 18 日（土）
16：00～19：00
所】大樹の家（狭山）
容】模擬店・介助などおまつり全般の
お手伝い（食事支給）

【場
【内

時】8 月 22 日（水）
10：30～15：30
所】特養 さくら（加佐志）
容】模擬店などおまつりのお手伝い
（軽食支給）

秋のこどもまつりボランティア ハロウィーン 2018 ボランティア
【日
【場
【内

時】10 月 20 日（土）
【日 時】10 月 27 日（土）
9：00～15：30
9：00～16：００
所】水野児童館（水野）
【場 所】広瀬児童館（広瀬）
容】模擬店・工作
【内 容】模擬店・工作
ゲーム遊びのお手伝い（軽食支給）
ゲーム遊びのお手伝い（軽食支給）

「大人の学校」講師ボランティア 福祉教育サポーター
【日
【場
【内

時】月曜日～土曜日（いずれか 1 日から）【日
13：45～15：30（休憩 30 分あり）
所】特養・デイサービス
【場
オリーブ（上赤坂）
【内
容】
「大人の学校」のテキストに沿った
授業形式のケアの講師

時】主に平日午前中 9：00～12：30
（取り組める日）
所】市内小中学校・公民館など
容】社協の出前授業「福祉教育」で児童
さんの福祉体験の見守りや昔あそ
びで一緒に遊ぶ等、お子さんの福祉
の心を育むお手伝い

街頭募金ボランティア

朗読ボランティア

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
（10～12 月）の期間、市内のスーパー等に
て街頭募金を行っていただける団体を募集
しています。

【日
【場
【内

時】月 1 回から
14：00 以降で 30 分間
所】狭山神経内科病院（加佐志）
容】難病患者さんへの本の朗読

イベント＆講座情報
参加者大募集!!

ボランティアセンターでは、市内小中学校で、車いすや高齢者疑似体験などの福祉
教育を行っています。その時に、学校で指導や児童の見守りをしていただく、サポー
ターの養成講座です。
【日

時】８月 24 日（金）
10：00～16：00
【会 場】社会福祉会館大会議室
【内 容】午前：ボランティア講義
午後：実習（車いす体験・アイマスク体験 他）
【申込み】8 月 17 日（金）までにボランティアセンターへ

シニアのための仲間づくりシリーズ

「初級スマートフォン講座」

スマートフォンの基礎を学び、情報交換できる仲間をつくりませんか？
【日 時】９月 19 日（水）10：00～15：00
【会 場】社会福祉会館大会議室
【参加費】昼食代 400 円
【持ち物】自分のスマートフォン
【定 員】20 名（応募多数の場合は抽選）
【申 込】8 月 10 日（金）までにボランティアセンターへ

傾聴ボランティア養成講座
「聴く力を学ぶ」
相手の話を遮らない 相手の話題を盗まない 相手の意見を否定しない
【日 時】9 月 1 日（土）、８日（土）15 日（土）、22 日（土）29 日（土）、
10 月６日（土）、13 日（土）
、27 日（土）
11 月 10 日（土）、17 日（土） 10：00～12：00 全 10 回
【会 場】社会福祉会館大会議室
【対 象】市内在住・在勤・在学の高校生以上の方 21 名
【参加費】2,000 円（テキスト代・保険料含む）
【申込み】社会福祉協議会東口事務所（TEL：04-2956-7665）

イベント＆講座情報
ガイドヘルプボランティア講座
「ガイドヘルプボランティア 彩の道」の皆さんのご指導のもと、全 4 回の
講座を開催します。
視覚障がい者の外出ボランティアについて学んでみませんか。
【日 時】10 月 31 日（水）、11 月 14 日（水）、28 日（水）
12 月 12 日（水） 9：30～12：00 全 4 回
【会 場】社会福祉会館大会議室、地域のスーパー、駅 等
【内 容】視覚障がい者の理解、ガイドヘルプの基礎、街中歩き

0

等

今年もやります！
ボランティア活動をやったことのない方、始めようと思っている方が、ボランテ
ィア活動について関心をもつきっかけをつくることを目的に開催します。
【日 時】12 月８日（土）（予定）
【場 所】社会福祉会館
【内 容】シンポジウム、活動発表、
展示、模擬店、疑似体験 等
☆詳細は次号や社協だよりにてご案内しますので、
お楽しみに☆

ボランティア活動について、広く市民の方に知っていただくために、「ボランティア
通信」を下記の場所に置かせていただいています。
◆イオン武蔵狭山店 ◆イオン狭山店
◆産業労働センター
◆児童館
◆公民館
◆市役所
◆図書館
◆狭山郵便局
◆老人福祉センター
◆社会福祉会館
◆社協東口事務所
「ボランティア通信」を置いていただける事業所や店舗など、まだまだ募集中です。
ボランティア募集やイベントなどを掲載したい場合も、ボランティアセンターまで
お問合せください。
【お問合せ先】TEL：０４－２９５４－０２９４ FAX：０４－２９５４－４３４３

