
夏休みを利用して、ボランティア体験をしませんか？
高齢者の方とお話をしたり、子どもたちと交流をしたりなど、
新しいことに挑戦してみたい、いろんな人に出会いたい人大募集です！

瑞穂区内在住・在学の中学生及び高校生でオリエンテーション･
ボランティア活動の体験･振り返り会に参加できる方

３０名程度（コースごとに定員があります）
＊応募者多数の場合は抽選となります。

２５０円（ボランティア活動保険料など）
＊活動内容によっては別途昼食代が必要な場合があります。

申込書を7月17日（火）までに下記へ持参またはFAX・郵送（いずれも

必着）によりお申込みください。
＊電話でのお申込みはできませんのでご了承ください。

〒467-0016 名古屋市瑞穂区佐渡町３－１８
社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会（担当：高原）
☎８４１－４０６３ fax８４１－４０８０

対 象

定 員

費 用

申込方法

申込先

※①～③は必須です。

①オリエンテーション
日時：7月２３日（月）１０：００～１２：００
場所：瑞穂区在宅サービスセンター１階研修室
内容：①ボランティア活動の基礎知識

講師：地域ボランティアグループかがやき 代表 近藤京子さん
②認知症サポーター養成講座
③体験にあたっての注意事項の伝達

＊受付にて参加費用を徴収させていただきます

②ボランティア体験学習
日程：７月２４日（火）～８月２７日（月）の間で２～３日間
場所：瑞穂区内各活動先（コース一覧より選択してください）

③振り返り会
日時：８月２８日（火）１０：００～１２：００
場所：瑞穂区在宅サービスセンター１階研修室
内容：体験を振り返っての感想や参加者同士の交流など

ボランティア体験のコースによっては、昼食を持参いただく場合があります。
また、活動先で昼食が支給される場合の費用は各自でご負担いただきますので、
活動当日に直接お支払ください。

参加者は全員ボランティア活動保険に加入していただきます。
申込み状況によっては３日以上、又は２コース体験していただいても大丈夫です。

オリエンテーション・振り返り会会場地図



福祉施設での傾聴ボランティア・個人の方への
生活援助など、区内を中心に地域につながった
ボランティア活動に取り組んでいます。

（活動内容）
★瑞穂区ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰでの傾聴
★なごやかハウス岳見での傾聴

★名古屋市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰでのサロン、散
歩付添い

A～E：地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「かがやき」

地域に住む誰もが集まり、おしゃべりをして交
流し、人と人とのつながりを作るサロンなどを
行っています。

（活動内容）
★えんがわカフェでの参加者とのコミュニケー
ション

地域における子育ての輪を広げ、子育て中の親
の支援だけでなく、子、親、支援者がともに育
ち合う三者の育ち合いを大切にしています。

（活動内容）
★ぞうさんちパオパオに参加しているお子さん
との交流など

健康体操・レクリエーション・小物作りなどの
プログラムの実施及び自主活動・地域活動への
参加を通じてはつらつとした元気な生活づくり
を支援します。

（活動内容）
★瑞穂区内各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰなどで開催する高齢者
はつらつ長寿推進事業での、お手伝いや交流

F：瑞穂デイセンターえんがわ/えんがわカフェ

G：託児グループぞうさん H：はつらつ長寿推進事業「コスモス」

デイサービスの運営を通して、地域に住む高齢
者の方が日常生活を過ごせるよう支援していま
す。

（活動内容）
★堀田デイサービスセンター利用者様との
コミュニケーションなど

子育て広場の運営などを通して、地域の方との
交流などを行っています。また、各種ボラン
ティアの情報などを発信しています。

（活動内容）
★子育て広場の運営のお手伝いなど（開設準備、
後片付け、小さいお子さんの遊び相手など）

J：ＮＰＯ法人つながる子育てにじいろI：堀田デイサービスセンター

○ 上記の定員は、１日あたりの受け入れ可能人数です。
○ 申込みの際は、コースを選択し、そのコースの中で設けてある受け入れ可能日の中から、希望する活動日を
別紙の申込書にご記入ください。（必ず、２日以上の活動希望日の記入をお願いします。）

グループ名 活動先 コース 活動日時 活動内容 定員

地域
ボランティア
グループ
かがやき

瑞穂区
デイサービスセンター
(瑞穂区佐渡町3－18)

A
7月27日(金) 8月3日(金) 8月10日(金) デイサービスに来ている

方々とのお話などを通じ
て、楽しく交流します。

4名8月24日(金)

13：00～14：00

特別養護老人ホーム
なごやかハウス岳見
(瑞穂区岳見町3-4-1)

B
7月26日(木) 8月2日(木) 8月16日(木)

入所している方々との
ゲームやお話を通じて、
楽しく交流します。

2名
13：30～14：30

なごやかハウス岳見
デイサービス

(瑞穂区岳見町3-4-1)
C
7月30日(月) 8月6日(月) 8月20日(月)

デイサービスに来ている
方々とのお話などを通じ
て、楽しく交流します。

3名
10：00～11：00

名古屋市総合
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

(瑞穂区弥富町字密柑山1-2)

Ｄ：お散歩コース
Ｅ：サロンコース

D

7月24日(火) 7月31日(火) 8月7日(火) 車いすや杖を使っている
方に付き添って、一緒に
散歩をします。

3名8月21日(火)

10：40～11：40

E
8月1日(水) 8月22日(水)

車いすや杖を使っている
方に付き添って、一緒に
散歩をします。

3名
10：40～11：30

瑞穂デイ
センター
えんがわ

瑞穂デイセンター
えんがわ

(瑞穂区片坂町2-50)
F

7月26日(木) 8月23日(木)
地域に住む高齢者の方
が集うえんがわカフェの
お手伝いをします。参加
者と一緒に歌ったり、お
話相手をしたり、体操をし
たりして交流します。

3名
13：00～14：00

8月2日(木) 8月9日(木)

10：00～12：00

託児
グループ
ぞうさん

ぞうさんちパオパオ
(瑞穂区白龍町2-44-3) G

7月24日(火) 7月31日(火) 8月7日(火)
０歳～未就園児の小さい
お子さんと遊びます。

2名8月21日(火)

10：00～13：20

はつらつ
長寿

推進事業
コスモス

区内各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
など８カ所

H①
または

H②

7月24日(火) 7月25日(水) 7月26日(木)
様々なプログラムを通じ
ての高齢者のはつらつと
した元気な生活づくりの
支援を行っています。一
緒に健康づくりなどの体
操やゲームに参加したり、
会場設営のお手伝いをし
ます。

3名

7月30日(月) 7月31日(火) 8月1日(水)

＜H①＞
月：陽明ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
火：弥富ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
水：仁所公民館
木：穂波ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

＜H②＞
月：在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
火：井戸田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
水：御剱ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
木：南新開荘

8月2日(木) 8月6日(月) 8月7日(火)

8月8日(水) 8月9日(木) 8月20日(月)

H①10：00～12：00、または、

H②13：30～15：30

※申込の際は、H①またはH②とご記入ください。

堀田デイ
サービス
センター

堀田デイサービス
センター

(瑞穂区堀田通5-6-1)
I

7月24日（火）～8月11日（土）の期間のうち、
毎週日曜を除く、毎日
9：30～15：30
※申込書に希望日をご記入ください。

ご利用者とのコミュニ
ケーションや、水分補給
のためのお茶出し、レク
リエーションへの参加等
をします。

3名

ＮＰＯ法人
つながる
子育て
にじいろ

横山ビル1F
(瑞穂区妙音通2-40) J

7月24日（火）～8月27日（月）の期間のうち、
8月8日（水）～18日（土）と毎週水曜・日曜
を除く、毎日
9：30～14：30（月・火・木・土曜）
12：00～17：00（金曜）
※申込書に希望日をご記入ください。

子育て広場の運営のお
手伝い（開設準備、後片
づけ、小さい子の遊び相
手等）をします。 2名



ふりがな 性別 男　・　女 年齢 歳

氏名 学校名 学年

住所・
電話番号

緊急連絡先 氏名　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号

第１希望　　　   　コース

第２希望　　　　　コース

第３希望　　　　　コース

※２日以上の活動日をご記入ください。また、Hについては、H①又はH②のように

記入してください。（各コースについては、パンフレットに記載されています。）

　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　氏名 印 申込者との続柄　　（　　　　）

 ☆　７月２３日（月）開催のオリエンテーションまでに、申込みされた方へご案内を差しあげます。

  ＜申込先＞

    名古屋市瑞穂区社会福祉協議会　（担当：高原）

　  〒　４６７－００１６

　  名古屋市瑞穂区佐渡町３丁目１８

　  瑞穂区在宅サービスセンター　２階

　  ＴＥＬ　８４１－４０６３　FAX　８４１－４０８０

（活動日　　　月　　日・　　月　　日・　　月　　日）

（活動日　　　月　　日・　　月　　日・　　月　　日）

活動コース

＜承諾書＞　      私は、上記の者がサマーボランティア活動体験講座に参加することを承諾します。

※この申込書に記載された個人情報の保護については十分努め、社協事業以外の用途に使用する
ことはありません。

平成３０年度「サマーボランティア活動体験講座」参加申込書

 ☆　申込期限は７月１７日（火）です。申込書は、持参、FAX、郵送いずれかによりご提出ください。

 ☆　全日程を参加していただくことが原則となります。活動コースは必ず第３希望まで記入してください。

 ☆　必ず保護者の方の承諾をもらってください。

（〒　　　　　－　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（　　　　）　　　　－

（活動日　　　月　　日・　　月　　日・　　月　　日）


