初めてのボランティア体験事業（２０１９年） メニュー一覧表

ふじみ野市ＰＲ大使
『ふじみん』

事業名
地
域
関
連

障
が
い
者
関
連

高
齢
者
関
連

活動内容

期日・時間

定員・年齢

1

おおい祭り

麦茶配り、準備、後片づけ等の手伝い

東久保中央公園、大井東中体育館周辺
ふじみ野市ふじみ野１－３
（ふじみ野駅～徒歩１１分）

７／２８（日）
午後１時～午後５時まで

１０名まで
中学生以上

2

福岡河岸まつり

バザーの手伝い、準備、後片づけ等の
手伝い

養老橋周辺 ふじみ野市福岡3-4
（上福岡駅～徒歩22分）

８／１７（土）
午後２時～午後６時まで

５名まで
中学生以上

3

NPO法人上福岡障害者
支援センター２１

障がい者の身辺介助、移動介助、日中
活動（パン販売・公園掃除など）

ふじみ野市上福岡４－６－１１
イシデンビル１Ｆ
（上福岡駅～徒歩１０分）

７／２２（月）～９／１３（金）までの間で２日間以
上（ただし、土・日・祝日、及び８/１３～８/１５を除
く） 午前９時～午後３時まで

１日１名まで
高校生以上

大井総合福祉センター１F
ふじみ野市大井中央２－２－１
（ふじみ野駅～徒歩２５分）

７／２２（月）～８／２３（金）までの間で３日間以
上(ただし、土・日・祝日、及び ８／１（木）を除く)
午前９時～午後４時まで

１日２名まで
中学生以上

4

大井デイケアセンター

障がいのある方との交流・手伝い

5

【東京パラリンピック2020競技】
車椅子バスケットボール体験

パラリンピック正式種目車椅子バスケット
ボールの体験とバスケ選手との交流

上野台体育館
ふじみ野市福岡１－１－３
（上福岡駅～徒歩１４分）

6

【東京パラリンピック2020競技】
ボッチャ体験

パラリンピック正式種目ボッチャの体験と
障がいのある方との交流

大井総合福祉センター４F 多目的ホール
ふじみ野市大井中央２－２－１
（ふじみ野駅～徒歩２５分）

7

小学生（５年・６年）のためのボラ デイサービス利用者の方とのお話し、昔
ンティア体験講座
の手遊びやレクリエーションで、一緒に
（中丸デイサービスセンター）
楽しくボランティア体験をします

8

中丸デイサービスセンター

デイサービス利用者との交流、簡単な介
助の手伝いなど

9

上野台の里 夏祭り

夏祭りで特別養護老人ホーム入所者の
付き添い、飲食コーナーの手伝いなど

10

上福岡リハケアセンター
夏祭り

老人保健施設入所者の付添いなど

11

子どものその幼保連携型認定
こども園

ふじみ野市中丸２－２－１３
（上福岡駅～徒歩３０分）

ふじみ野市上野台２－１５－２５
（上福岡駅～徒歩１４分）
ふじみ野市福岡新田１０８－１
（上福岡駅～バス１０分）
ふじみ野市中福岡７９-1
（上福岡駅～徒歩４０分）

12 ふじみ野市立上野台保育所
保
育
所
・
保
育
園
・
幼
稚
園

活動先（会場）/交通手段

８／２２（木）
午後１時３０分～午後４時まで
８／５（月）
午後１時３０分～午後３時３０分まで
（Ａ） ７／２０（土）～７／３１（水）の間
（Ｂ） ８／１９（月）～８／２４（土）の間
で２日間以上(ただし、日曜を除く)午後1時～午後
４時まで

１日３名まで
小学５年生～
小学６年生

８／１（木）～８／１７（土）の間で３日間以上(ただ
し、日曜・祝日を除く) 午前９時～午後４時まで

１日３名まで
中学生以上

７／２７（土） 午後３時～午後６時まで

２０名まで
中学生以上

（A）７／２９（月）、７／３０（火）、７／３１（水）
午前９時～午後２時頃まで、全日出来る方
（B）８／２８（水）、８／２９（木）、８／３０（金）
午前９時～午後２時頃まで、全日出来る方

（A）（B）共に
３名まで
高校生以上

ふじみ野市新田１－４－２３ （上福岡駅～徒歩18分） （C）８／１３（火）～８／１６（金）

15 ふじみ野市立滝保育所

ふじみ野市長宮２－１－２３ （上福岡駅～徒歩27分）

（B）８／５（月）～８／９（金）

子どもたちの生活や遊びの手伝い

16 ふじみ野市立大井保育所

（D）８／１９（月）～８／２３（金）
いずれも、午前９時～午後４時まで
各期間で全日出来る方

各週３名まで
高校生以上

ふじみ野市市沢２－５－１ （ふじみ野駅～徒歩14分）

ふじみ野市東久保１－３８－１
（ふじみ野駅～徒歩１０分）

17 かすが保育園

ふじみ野市大井１１２５－４
（ふじみ野駅～徒歩２０分）

18 風の里保育園

ふじみ野市鶴ヶ岡４－１６－１
（上福岡駅～徒歩１５分）

19 ゆずり葉保育園

22 西児童センター

申込先

ボランティア保険代
（３５０円～）

地元のお祭りで地域の方々とふれあいな
がら楽しく活動してみませんか。
【服装・持ち物】動きやすい服装、水分補
給ができるもの

大井
支所

ボランティア保険代
（３５０円～）

なし

保育者の補助として子どもたちの生活や
遊びの手伝い

遊具の貸出受付、利用者との交流と見
守り、イベントの準備・手伝いなど

遊具の貸出受付、絵本等の整理、遊び
相手、イベントの準備・手伝いなど

ふじみ野市福岡武蔵野１０－２１
（上福岡駅～徒歩１２分）

市民交流プラザフクトピア３F
ふじみ野市福岡１－２－５
（上福岡駅～徒歩１８分）

大井総合支所複合施設内３F
ふじみ野市大井中央１－１－１
（ふじみ野駅～徒歩２３分）

本部
事務所

ボランティアが初めての方も、福祉関係で 本部
事務所
働いてみたい方も、お気軽にどうぞ。
ビーズ・革細工製作、体力づくり、音楽療
法等たくさんの活動がありますよ。
競技用の車椅子を使うバスケ体験です。
【服装・持ち物】運動の出来る服装、体育
館履き、水分補給ができるもの
親子での参加大歓迎です。
【服装・持ち物】運動の出来る服装、体育
館履き、水分補給ができるもの

大井
支所
本部
事務所
大井
支所

職員の方が親切に教えてくれますので、
気軽にご参加ください！

ボランティア保険代
（３５０円～）

８／５（月）～８／７（水）の間は、夏祭りの
ため特に大募集！（１日４名まで）

本部
事務所

一日だけの大募集！
高齢者の方と夏祭りを楽しみましょう。
一日だけの大募集！
高齢者の方と夏祭りを楽しみましょう。
お弁当・感謝状・記念品あり

①ボランティア保険代（３５０円～） 元気な園児たちと、思いっきり遊んでくだ
②給食費（１日４００円×日数）
さい。
本部

14 ふじみ野市立新田保育所

児
童

参加者へのメッセージ

ふじみ野市上野台１－１－１ （上福岡駅～徒歩14分）

ふじみ野市霞ヶ丘１－５－５ （上福岡駅～徒歩6分） （A）７／２９（月）～８／２（金）

21 東児童センター

中学生１０名
高校生以上１０名

８／２５（日）
午前９時～午後２時頃まで

13 ふじみ野市立霞ヶ丘保育所

20 新双葉幼稚園

２０名まで
小学５年生以上

経費等

７／２５（木）～８／２３（金）までの間で３日間以
上(ただし、土・日・祝日を除く) 午前９時～午後
４時まで
７／２５（木）～８／２３（金）までの間で３日間以
上(ただし、土・日・祝日を除く) 午前９時～午後
４時まで
７／２９（月）～８／２３（金）までの間で３日間以
上(ただし、土・日・祝日を除く) 午前９時～午後
４時まで
７／２９（月）～８／２８（水）の間で連続３日間以
上（ただし、土、日、祝日及び８／１０（土）～８／
１８（日）を除く） 午前８時３０分～午後４時まで
（Ａ） ７／２０（土）～７／２６（金）
（Ｂ） ７／２７（土）～８／２（金）
（Ｃ） ８／３（土）～８／９（金）
（Ｄ） ８／1０（土）～８／１６（金）（ただし、休館日
８/１４（水）を除く)
（Ｅ） ８／１７（土）～８／２３（金）
（Ｆ） ８／２４（土）～８／３０（金）
各期間内で３日間以上
中学生…午前９時５０分～午後３時
高校生以上…午前９時５０分～午後６時までの
間で５時間以上
７／２２（月）～８／２３（金）の間で１日（ただし、８
/２１（水）を除く） 午後１時～午後５時まで

１日３名まで
高校生以上

1日２名まで
高校生以上
１日２名まで
中学生以上

細菌検査（検便）が必要なため、結果が出 事務所
①ボランティア保険代（３５０円～） てから活動を開始して頂きます。検査期
②昼食・おやつ代(２８０円×日数） 間が１０日前後かかりますので、事前に容
器を社協に取りに来て頂き、下記日時ま
③検便代５４０円
でに提出してください。
◆活動開始日が８/２（金）までの方
７/１１（木）～７/１２（金）の１５時までに社
協へ提出
①ボランティア保険代(３５０円～)
◆活動開始日が８/５（月）以降の方
②昼食代(３００円×日数)
③検便代５４０円
７/１８（木）～７/１９（金）の１５時までに社
大井
協へ提出
支所
①ボランティア保険代（３５０円～）
◆上記に間に合わない場合は個人で検
②検便代５４０円 ※お弁当持参
査し、結果を活動前に社協に提出してくだ
①ボランティア保険代(３５０円～)
さい。
②昼食・おやつ代(３５０円×日数)
③検便代５４０円

ボランティア保険代（３５０円～）

子ども相手のボランティアは非常に体力を使
いますので、体調を整えてご参加ください。
お弁当・水筒・着替え一式をご持参ください。

本部
事務所

児童センターのお仕事に興味がある方、
お待ちしています。
各週２名まで
中学生以上

本部
事務所

なし
ふじみ野市ＰＲ大使
『ふじみん』

１日２名まで
中学生以上

なし

児童センターのお仕事に興味がある方、
お待ちしています。

（１）電話では、仮予約のみです。正式な申し込みは、社協へ｢参加申込書｣を提出して頂いて完了となります。｢参加申込書｣は“ふじみ野市社会福祉協議会”のHPからダウンロードできます。
（２）参加にあたり、事前説明会への出席もお願いしています。日時など、詳細は申し込みの際にご確認ください。

大井
支所

