１ 申込みをする。
【受付窓口：羽村市福祉センター】 【受付期間：７月４日～７月２２日 平日午前９時～午後５時】
1.「申込カード」を窓口に提出します。
「申込カード」は窓口のほかに図書館、ゆとろぎ、市内各児童館、コミュニティセンターにも置いてあります。
2．やってみたいボランティア活動を「メニュー表」から選びます。活動したい日程も一緒に「申込カード」に記入して、窓口でお伝えください。
3. 参加者は必ず「ボランティア保険」に加入します。保険料として３５０円が必要です。申込みの時にお支払いください。
※受付には必ず参加するご本人がお越しください。電話でも受付可能ですが、後日必ず窓口にお越しいただきます。

２ 参加者説明会に出席する。
【７月２３日（土）午前１０時～午前１１時】 【会場：羽村市福祉センター】
・参加者は必ず出席してください。どうしても出席できない場合は、申込みの時に相談してください。
・説明会では、ボランティア活動についてと、活動中の注意事項について説明をします。終了後には参加受付も行います。
お問合せ

羽村市社会福祉協議会

羽村市栄町２－１８－１ 電話：０４２－５５４－０３０４

ＦＡＸ：０４２－５５５－７４４５

【分野・・・高齢：お年寄りが利用する施設など 障害：障害のある方が利用する施設など 児童：児童館や保育園など 団体：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動などを行っている団体など】
分
野

高
齢

高
齢

№

1

2

施設・団体名

特別養護老人ホーム
羽村園
羽村市羽 690-17

いこいの里
羽村市羽加美 4-18-6

活動内容

【メニュー①】
夏まつりの準備の手伝い
【メニュー②】
全介助入浴時のドライヤーかけ

・高齢者の話し相手
・レクリエーションの手伝い
・将棋の相手
・お茶配り など

受入期間 * 活動時間 * 受入対象

PR・メッセージ

①7/26
②7/29、8/2、5、9、12、16、19、23、26
①9：30～15：00
②9：00～11：00
13：00～15：30
①中学生～大学生
②小学校４年生以上～高校生
*１日定員 ①３名②２名

コロナ禍で時間に制限のある活動となってしまいます。少し
の参加で構いません。

7/25、7/27、8/4～5、8、10、12、16、18～
19、22、24～25、9/5～7
9：00～15：00
小学校４年生以上 *１日定員 2 名

お気軽にお問い合わせください。

3

グループホームときわ木の里
羽村市双葉町 1-1-15

【メニュー①】
・お年寄りの方々との話し相手
・食事作り等のお手伝い
・レクリエーション活動への参加
【メニュー②】
・夕涼みゲーム大会の手伝い

障
害

4

障害者就労継続支援 B 型事業・
いちょう
羽村市栄町 2-18-1

・利用者との関り（話し相手など）
・作業の手伝い（部品の組み立てなど）

障
害

5

障害者生活介護事業・さくら
羽村市栄町 2-18-1

・フキン作業の手伝い
・利用者の話し相手

障
害

6

福祉作業所ひばり園
羽村市栄町 3-3-1

・箱組み立て
・ベアリング組み立て
・部品ごとの包装

7

羽村市生涯学習センターゆとろぎ・
はむら青年学級ふれんど
羽村市緑ヶ丘 1-11-5

はむら青年学級ふれんどでハンディを持つ青年が
さまざまな体験をする活動のサポート

8

五乃神学園
羽村市五ノ神 345

知的・発達障害の方への療養活動
・ミニハイキング、リズム体操などの補助
・食事、生活面の支援補助
・配膳、清掃
・イベントの手伝い

7/29～8/3
10：00～17：00
高校生以上 *１日定員 ５名

知的障害、発達障害の成人の方々が五ノ神学園で集団生
活を送りながら集団適応力を身につける、のばす療育活動
に取り組んでいます。
ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。

9

羽村市中央児童館
羽村市羽中 3-6-19

・事業で使用する製作の手伝い
・幼児・小学生との触れ合い
・受け付け

7/25～28、7/30～8/4、6～11、13～16
9：00～15：00
小学校４年生以上～大学生等
*１日定員 ２名

お子様が好きな方、細かい作業が好きな方参加をお待ちし
ています。

羽村市東児童館
羽村市神明台 3-30-2

【メニュー①】
・カウンターの貸し出し作業
・見回り
・事業準備 他
【メニュー②】
☆わくわくハッピーデーの手伝い
※スタートは 10：00～

①8/1～3、5～10、12～17、19～24、26～
31、9/2、3（午前）5～7、9
②8/11、9/3（午後）、4
①10：00～16：30
②9：00～15：30
①中学生以上
②高校生以上 *１日定員 ①２名②４名

☆SDGｓに興味のある方、待ってます
9/4（日）わくわくハッピーデイの準備～当日、体験遊びのク
リエーターと、楽しみながら活動してみませんか？

高
齢

障
害

障
害

児
童

児
童

10

①7/25～8/31
②8/17
①9：30～12：00
②13：30～15：30
小学校４年生以上～高校生
*１日定員①2 名②2,3 名
7/25～29、8/1～5、8/8～10、8/12、8/15～
19、8/22～26、8/29～9/2、9/5～9
9：30～16：00
中学生以上 *１日定員 2～3 名
7/25～29、8/1～5、8/8～10、8/12、8/15～
19、8/22～26、8/29～9/2、9/5～9
9：30～16：00
中学生以上 *１日定員 2 名
7/25～29、8/1～5、8～12、22～26、8/29～
9/2、9/5～9
9：00～16：00
小学校４年生以上
*１日定員 ５名
7/21
10：00～12：00
大学生以上 *１日定員 ２名

福祉の仕事（お年寄りの方々のお手伝い等）に興味がある
方は、ボランティア体験をしてみませんか？
参加をお待ちしています。

利用者さんは、ボランティアの方々が来るのを楽しみにされ
ています。一緒に作業に参加したり、お話ししたり、楽しい
ひとときを過ごしましょう。
利用者さんは、ボランティアの方々が来るのを楽しみにされ
ています。一緒に作業したり、歩行訓練をしたり、楽しい時
間を過ごしましょう。

明るく楽しい施設です。
気軽にご参加ください。
障害のある方たちと一緒に作業を行います。

ボランティア活動を経験して、障害者のことを理解してほし
いです。

※ひとりひとりが感染防止対策を徹底して活動しましょう。
※新型コロナの感染拡大状況により、活動が中止となる場合があります。

分
野

№

施設・団体名

活動内容

11

羽村市西児童館
羽村市小作台 5-28-3

【メニュー①】
・来館者の子供と関わる
・おもちゃ消毒
・事務作業の手伝い
・紙芝居読み など
【メニュー②】
・児童館事業の西の怪談の手伝い
（受け付け など）

12

まつぼっくり保育園
羽村市羽西 1-7-3

・子どもと遊んだりお世話をする
・保育士の仕事の手伝い
（掃除、片付け、製作 など）

児
童

13

あおぞら保育園
羽村市神明台 1-3-9

・保育士の手伝い
・子どもたちと遊ぶ
（プール遊びのお手伝い）

児
童

14

さくら保育園
羽村市羽加美 2-16-1

・子どもとあそぶ
・清掃などの保育補助

児
童

15

羽村たつの子保育園
羽村市五ノ神 2-6-20

・乳幼児の保育補助
・掃除、保育準備 など

児
童

児
童

児
童

16

富士見第一保育園
羽村市緑ヶ丘 4-12-40

・乳幼児の世話
・室内外の掃除
・装飾作り
・その他、雑務

児
童

17

富士見第二保育園
羽村市富士見平 2-3-16

・保育の手伝い

児
童

18

羽村まつの木保育園
羽村市小作台 3-9-12

・子どもたちと元気いっぱい遊ぶ
・清掃 など

児
童

19

かやの実保育園
羽村市栄町 2-1-5

・子どもの遊び相手
・清掃や製作物などの雑務

児
童

20

富士みのりこども園
羽村市五ノ神 2-12-10

・園児の遊び相手
・清掃 など

児
童

21

チューリップ保育園
羽村市双葉町 1-1-22

・子どもたちと触れ合う
・室内外の清掃の手伝い
・製作物の手伝い

児
童

22

チューリップ・こどものいえ
羽村市五ノ神 4-13-10

・子どもたちと触れ合う
・室内外の清掃の手伝い
・製作物の手伝い

児
童

23

認定子ども園あすなろ
羽村市小作台 1-6-32

・保育補助
・子どもの見守りと活動
・片付け、掃除
・昼食、昼食準備 など

団
体

24

ふれあいサロン
羽村市栄町 2-18-1

・使用済み切手の整理

団
体

25

図書館ボランティア本棚
羽村市緑ヶ丘 2-11-2

図書館休館日、翌日にブックポストに返却された
本を本棚に戻す作業

26

手品サークル 羽
羽村市栄町 2-18-1

団
体

手品を覚えて発表をします

おうちボランティア
メニュー①

集めて届けよう！～使用済み切手・書き損じはがき～

メニュー②

作って届けよう！～ウエス～

メニュー③

作って届けよう！～おりがみ～

メニュー④

書いて届けよう！～メッセージカード～

メニュー⑤

作ってみよう！

受入期間 * 活動時間 * 受入対象

PR・メッセージ

①7/25、27～31、8/6～8、10～15、17～22、
24～29、31～9/5、7～9
②8/3～5
①10：00～15：00
②9：30～16：00
①小学校４年生以上
②中学校以上 *１日定員 ①２名②２名

児童館でボランティア体験をしてみたい方、お待ちしており
ます。

8/1～5、8～10、12、15～19、22～26、29～
31
8：30～16：00
中学生以上 *１日定員 ３名
7/25～29、8/1～5、8～10、12、15～19、22
～26、29～9/2、5～9
9：00～16：00
高校生以上 *１日定員 ２名
7/25～30、8/1～6、8～10、12、13、15～
20、22～27、29～9/3、5～9
9：00～13：00
高校生以上 *１日定員 ２名
7/27～29、8/1～5、8～10、12、15～19、22
～26、29～9/1、5～9
8：30～17：00
高校生以上 *１日定員 ３名
7/25～29、8/1～5、8～10、12、15～19、22
～26
9：00～12：00
中学生・高校生 *１日定員 ３名
7/25～30、8/1～6、8～10、12、13、15～
20、22～27、29～31
9：00～12：00
中学生・高校生 *１日定員 ３名
7/25～29、8/1～5、8～10、12、15～19、22
～26、29～9/2、5～9
9：00～15：00
小学校４年生以上 *１日定員 ３名
7/25～29、8/1～5、8～10、12、15～19、22
～26、29～9/2、5～9
8：30～17：00
高校生以上 *１日定員 ３名
8/1～3、22～24
9：00～12：00
高校生・大学生 *１日定員 １～２名
8/8～10、12、15～19
9：30～15：00
小学校４年生以上～高校生
*１日定員 ３名
8/8～10、12、15～19
9：30～15：00
小学校４年生以上～高校生
*１日定員 ３名
7/25～29、8/1～5、8～10、12、15～19、22
～26、29～31
9：00～16：00
中学生以上 *１日定員 ５名
7/27、8/3、10、17、24、31、9/7
10：00～11：30
小学校 4 年生以上 *１日定員 10 名
8/2、9、17、23、30
9：00～10：00
小学校４年生以上 *１日定員 ５名
7/29
13：00～15：30
小学校４年生以上 *１日定員 １０名

子ども達と過ごすと楽しく元気をもらえます。とても可愛いの
で、一緒に遊んでみませんか！
給食もおいしいです。
ボランティア体験を通じてかわいい子ども達と楽しい時間を
過ごしてみませんか？また、保育園ってどんなところかを覗
いてみませんか？
皆さんの参加をお待ちしております。
保育園で子ども達と一緒に、夏のひとときを過ごしてみませ
んか？

産休明けから年長までの子供たちが生活しています。
元気な子ども達と一緒に遊びましょう。 お待ちしています。

かわいい子ども達と一緒に楽しく過ごしてみませんか？

毎日、わくわく・どきどき楽しく過ごしています。１２３名の元
気な子ども達と一緒に笑顔で保育園生活を体験してくださ
い。皆さんの参加をお待ちしております。

夏休みを利用して、ボランティア体験をしてみませんか？将
来、保育士を目指している人もそうでない人も大歓迎です。

子どもの遊び相手や手伝い、保育する上で必要な仕事をし
ていただきます。子育てや保育に興味のある方は、ぜひい
らしてください。
たくさん子ども達と触れ合ってもらい、楽しく過ごしていただ
きたいと思っています。

少人数の保育園です。小さな子との触れ合いが好きな方、
保育士に興味がある方、ぜひいらしてください！

少人数の保育園です。小さな子との触れ合いが好きな方、
保育士に興味がある方、お待ちしております！
園児と一緒に遊んだり、片付け、掃除、昼食やお昼寝の準
備等、保育士の補助をお願いします。子ども達はお兄さん、
お姉さんが来ると、とても喜びます！元気に楽しく、そして
保育士を目指している方、どうぞご参加ください。
市民の方からの寄付で集まった使用済み切手を、はさみを
使って綺麗に整えます。マイペースに活動できます。
普段自分が接することのない種類の本にも触れてみません
か？
こんにちは。手品サークル羽です！保育園や福祉施設、地
域のイベントなどでマジックを披露する活動をしています。
今回練習するマジックは簡単なものですので初心者でも大
丈夫です！ぜひご参加ください！！

社協ホームページ

LINE アカウント

～羽村の郷土料理～

YouTube
1．①～⑤

から活動するメニューを選んでください。

2．選んだメニューをおうちでやってみましょう！
3．集めたもの、完成したものを福祉センターに届けてください。
郵送でもＯＫです！
詳しくは、ＱＲコードから閲覧できます！

