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主催 小山市社会福祉協議会 



 

 

☆ボランティア活動に興味・関心のある 

 中学２年生以上、義務教育学校８年生以上、および高校生を募集します☆ 

２日間、各施設でボランティア活動をします！ 

夏休みの素敵な思い出になると思います！ぜひ、参加してみてください♪ 

 

 

  

 

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興味があるけど、何を

しよう？ 

福祉の仕事はどんな

ものがあるのかな？ 

 

自分の視野を

広げたい！ 

人の役に立ち

たい！ 

ボランティアっ

てなんだろう？ 

夏休みの思

い出づくり

をしたい！ 

★参加申し込み要項★ 

対象者    小山市内在住または、市内通学の中学２年生以上、義務教育学校８年生以上、

および高校生 

全日程参加が可能で、ボランティア活動に意欲のある方 

※活動証明書は全日程（４日間）参加された方に対し、希望に応じて 

 発行いたします。 

定 員    ８６名（先着順） 

参加費    無料 

申込み方法  別紙の参加申込書に必要事項を記入し、下記の宛先に持参または 

       郵送してください。 

       ※申込書（用紙）は、市内の中学校・義務教育学校・高校に送付します。小山

市社会福祉協議会のＨＰからもダウンロードできます。 

受付期間   ６月１日（金）～６月２９日（金） 消印有効 

 

（問合せ・申込書送付先） 

〒323-0827 小山市大字神鳥谷９３１番地３ 

小山市社会福祉協議会 電話 0285－22－9501 

 

TEL:0285－22－9502


サマーボランティアスクールの全日程 

※事前学習会、開講式、閉講式、体験学習は必ず出席してください！ 

急用ができて欠席する場合は、必ず連絡をしてください。 

 

内  容 開 催 日 時間・会場 備   考 

打ち合わせ 5 月 14 日 (月) 
14：00～15：00 

市保健福祉ｾﾝﾀｰ 4 階 

施設担当者との打

ち合わせ会議 

① 開講式 7 月 27 日 (金) 
14：00～16：00 

県南体育館 １階研修室 

事前学習会および

各施設担当者、生

徒との顔合わせ 

各施設で 

体験学習 

7 月 30 日(月） 

～8 月 7 日(火) 
各施設により異なる ２日間の体験学習 

② 閉講式 8 月 8 日 (水) 
13：30～16：30 

県南体育館 １階研修室 

生徒のみ参加 

 

 

 

 

 

① 開 講 式 日 程 

日 時：7 月 27日（金）14：00～16：00 

会 場：県南体育館 １階研修室 

 

13：45  受   付 

 

14：00  開 講 式 

 

14：15  体験学習に向けての注意事項 

 

14：30  グループミーティング（施設の方との顔合わせ） 

 

16：00  終   了 

 

 



② 閉 講 式 日 程 

日 時：8 月 8日（水） 

会 場：県南体育館 １階研修室 

13：15～  受   付 

 

13：30   日程説明 

 

13：50   グループレポート作成・発表 

 

16：20   主催者あいさつ 

 

16：30   閉   講 

      解   散 

 

 

 

 

福祉施設体験学習（各施設の受入れ状況） 

＊期間：７月３０日（月）～８月７日（火）まで 

＊１つの施設で２日間の体験学習を行ないます。 

 

＊各体験施設種類   高齢者施設…①～② 障害者施設…③～⑩ 保育施設…⑪～⑭ 

No  施 設 名 
受入 

人数 
No  施 設 名 

受入 

人数 

①  サンフラワーデイサービスセンター ８名 ⑧ 就労継続支援事業所 小山ひまわり ６名 

②  ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 富士見荘 10名 ⑨ 地域活動支援ｾﾝﾀｰ ラベンダーハウス ２名 

③  障害者支援施設 サンフラワー療護園 ４名 ⑩ 
こども発達支援センター 

たんぽぽ園 
６名 

④  障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 一桃舎 ２名 ⑪ やはた保育所 10名 

⑤  多機能型事業所 えいぶるの里 ２名 ⑫ 若木保育所 10名 

⑥  多機能型事業所 くわの実 12名 ⑬ 城北保育所 ５名 

⑦  社会就労支援ｾﾝﾀｰ 第２くわの実 ４名 ⑭ もみじ保育所 ５名 

※必ず第３希望まで選択してください。 



※活動中に知りえた情報（個人情報など）は決して外部に漏らさないでください。
※各施設では動きやすい服装で活動しましょう！ No.１

人　数
①
サンフラワー 支援や介護の必要な方を対象に日帰りで、入浴や A： ７月 ３０日(月) 昼食持参
デイサービスセンター 健康状態の確認、機能訓練等のサービスを提供する ３１日(火) Ａ・Ｂ 体育館シューズ

ところです。 (各４名) （スリッパ不可）
（出井１９３８） ◎内 容 (２日間共通) B：　８月 　６日(月) 計８名 帽子
ＴＥＬ　２２－６６４４ ・施設概要説明、利用者様とのコミュニケーション 　７日(火) （着替え持参で

　配膳の補助、レクリエーションの補助等 動きやすい服）
ＡＭ１０：００ ※施設で1食315円
 ～ＰＭ４：００ 　で昼食を取ること

　もできます。
　事前希望にて

②
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 支援や介護の必要な方を対象に日帰りで、日常生活や A： ８月 　１日(水) 昼食持参
富士見荘 健康状態の確認、機能訓練等のサービスを提供する 　２日(木) Ａ・Ｂ 体育館シューズ

ところです。 (各５名) (スリッパ不可)
（上石塚１５） ◎内 容 (２日間共通) B：　８月 　６日(月) 計１０名 エプロン持参
ＴＥＬ　３８－０８０５ ・利用者とのコミュニケーション、納涼祭の準備、 　７日(火) 動きやすい服

運動靴を履いてくる
AM９：００

～ PM３：００

③
障害者支援施設 様々な障害を理由に生活をするために必要な支援を A： ７月 ３０日(月) 弁当持参、帽子
サンフラワー療護園 受けられる施設です。 ３１日(火) Ａ・Ｂ 体育館シューズ

◎内 容（２日間共通） (各２名) (スリッパ不可)
(出井１９３６) ・現場見学、支援 B：　８月 　１日(水) 計４名 着替え持参で
ＴＥＬ　２２－１１０９ 　利用者様とコミュニケーション 　２日(木) 動きやすい服

※施設で1食315円
AM９：００ 　で昼食を取ること

～ PM５：００ 　もできます。

④
障害福祉 知的にハンディをもつ方々の社会参加を支援する施設 ８月 　２日（木） 体育館シューズ

ｻｰﾋﾞｽ事業所 です。 　３日（金） ２名 (スリッパ不可)
一桃舎 一般就労を目指し、利用者がスタッフと共に日々作業を エプロン持参

行なっています。また、クラブ活動を通し利用者のコミュ AM９：００ 動きやすい服
（間々田７５０－１） ニケーションを図っています。 ～PM４：００ 弁当持参
ＴＥＬ　４５－７１９９ ◎内 容 (２日間共通)

・利用者と一緒にボールペン・シャープペンの組立

⑤
多機能型事業所 障がいを持った方たちの生活介護をする施設です。 ８月 　６日(月) 弁当持参
えいぶるの里 主に、手織り、園芸、創作活動などを行っています。 　７日(火) ２名 体育館シューズ

◎内 容 (スリッパ不可)
（東島田２４０３－２） ・１日目…利用者との交流や作業体験 ＡＭ９：００ エプロン持参
ＴＥＬ　２２－４５６１ ・２日目…生活介護支援の見学、一部参加 ～ＰＭ４：００ 動きやすい服装

(車イス介助、本の読み聞かせ等) 飲み物
タオル・ハンカチ

平成３０年度(第３８回）中学生・高校生サマーボランティアスクール協力施設概要

　施　設　名　 概　　　　　　　　　要 学習期間 そ　の　他



※活動中に知りえた情報（個人情報など）は決して外部に漏らさないでください。
※各施設では動きやすい服装で活動しましょう！ No.２

人　数
⑥
多機能型事業所 知的障がい者が、パン製造、野菜づくり、下請け作業を A： ７月 ３１日（火） Ａ・Ｂ 弁当持参
くわの実 して、社会への自立を目指しています。 ８月 　１日（水） （各６名） 動きやすい服

◎内 容 (２日間共通) 計１２名 上履き持参
（犬塚８７ー７） ・パンの仕分け、配達販売、下請け作業 B： ８月 　２日（木） 運動靴を履いてくる

ＴＥＬ　２５－８１１１ 　それに関わる利用者支援 　３日（金） ※食品を扱うので、
衛生面には気を

 ＡＭ９：００ 使って下さい。
　～ＰＭ４：００

⑦
社会就労支援ｾﾝﾀｰ 知的障がい者が、パン製造、野菜づくり、下請け作業 A： ７月 ３１日（火） Ａ・Ｂ 弁当持参
第２くわの実 をして、社会への自立を目指しています。 ８月 　１日（水） （各２名） 動きやすい服

◎内 容 (２日間共通) 計４名 上履き持参
（西黒田２９９－７） ・下請け作業、配達（納品）体験 B： ８月 　２日（木） 運動靴を履いてくる
ＴＥＬ　４５－３７００ 　３日（金） ※開始15分前集合

（説明のため）
 ＡＭ９：００ ※食品を扱うので
　～ＰＭ３：４５ 衛生面には気を

使って下さい。

⑧
就労継続支援事業所 精神疾患や知的障がいのある方々が就労や健康の A： ７月 ３１日(火) Ａ・Ｂ 昼食持参
小山ひまわり 維持、生活の向上などを目的として軽作業を中心に ８月 　１日(水) (各３名) 動きやすい服装

行っている施設です。 計６名 スリッパ
(本郷町２－８－２１) ◎内 容 (２日間共通) B： ８月 　６日(月) または上履き
ＴＥＬ　２４－００８９ ・障がいのある方々との軽作業 　７日(火)

　（ボールペンの組立て、金属部品の袋詰め等）
ＡＭ９：００
～ＰＭ４：００

⑨
地域活動支援ｾﾝﾀｰ 精神疾患や知的障がいがある方々が気楽に立ち ８月 　６日(月) 昼食持参
ラベンダーハウス 寄ることができる、居場所、憩いの場です。趣味 　７日(火) ２名 動きやすい服

活動や創作活動などを通じて社会との交流促進など
(本郷町２－８－２１) を支援しています。  ＡＭ９：００
ＴＥＬ　３０－５５１０ ◎内 容 （２日間共通） 　～ＰＭ４：００

・傾聴支援（障がいのある方との対話）
・趣味、創作活動などの手伝い　　　　など

⑩
こども発達支援センター 成長、発達に遅れのある子たちの療育を行なっている A： ７月 ３１日(火) Ａ・Ｂ 昼食・飲み物持参
たんぽぽ園 施設です。保育士と共に、子供たちと遊んだり、療育に ８月 　１日(水) (各３名) 動きやすい服

参加したりします。 計６名 着替え、帽子
(神鳥谷９３４番地３) ◎内 容 (２日間共通) B： ８月 　２日(木) (ハーフパンツ）
ＴＥＬ　２５－１０２２ ・児童発達支援と放課後等デイの療育体験と補助 　３日(金) 上履き持参

　リズム運動、製作、集団遊び 運動靴を履いてくる
ＡＭ９：００ (保育や療育等幼児との

～ＰＭ５：００ 体験を希望される方)

　施　設　名　 概　　　　　　　　　要 学習期間 そ　の　他

平成３０年度(第３８回）中学生・高校生サマーボランティアスクール協力施設概要



※活動中に知りえた情報（個人情報など）は決して外部に漏らさないでください。
※各施設では動きやすい服装で活動しましょう！ No.３

人　数
⑪
やはた保育所 家庭での児童の保育にあたる人が仕事や病気のため､ A： ７月 ３０日(月) 昼食、飲み物持参

保育ができない場合に代わって保育する施設です。 ３１日(火) Ａ・Ｂ 体育館シューズ
（八幡町２－８－８） ◎内 容 (２日間共通) （各５名） 運動しやすい服装
ＴＥＬ　２１－２７２５ ・こども達とふれあい、生活全般の援助 B： ８月 　１日（水） 計１０名 着替え、帽子

　プール等の水遊び 　２日（木） 運動靴を履いてくる
タオル

ＡＭ９：００
 ～ＰＭ４：００

⑫
若木保育所 家庭での児童の保育にあたる人が仕事や病気のため、 A： ７月 ３０日(月) 弁当、飲物持参

保育ができない場合に代わって保育する施設です。 ３１日(火) Ａ・Ｂ 運動しやすい服装
(若木町１－１９－２８) ◎内 容 (２日間共通) （各５名） 着替え、帽子
ＴＥＬ　２３－１１６１ ・こどもたちと触れあい遊ぶ B： ８月 　６日（月） 計１０名 運動靴を履いてくる

・環境整備手伝い 　７日（火） 体育館シューズ
・午睡時間中の製作物の手伝い タオル

ＡＭ９：００
 ～ＰＭ４：００

⑬
城北保育所 家庭での児童の保育にあたる人が仕事や病気のため､ ８月 　２日(木) 弁当、飲物持参

保育ができない場合に代わって保育する施設です。 　３日(金) ５名 体育館シューズ
(駅東通り３－１５－１) ◎内 容 （２日間共通） 運動しやすい服装
ＴＥＬ　２４－１１９７ ・子どもたちと触れ合い遊ぶ ＡＭ９：００ 着替え、帽子

・環境整備手伝い ～ＰＭ４：００ 運動靴を履いてくる
タオル

⑭
もみじ保育所 家庭での児童の保育にあたる人が仕事や病気のため、 ８月 　１日(水) 弁当、飲物持参

保育ができない場合に代わって保育する施設です。 　２日(木) ５名 運動しやすい服装
(暁３－１１－２) ◎内 容 (２日間共通） 着替え、帽子
ＴＥＬ　４５－３２３８ ・保育士体験、環境整備等の手伝い ＡＭ９：００ 体育館シューズ

～ＰＭ４：００ 運動靴を履いてくる
タオル

　施　設　名　 概　　　　　　　　　要 学習期間 そ　の　他

平成３０年度(第３８回）中学生・高校生サマーボランティアスクール協力施設概要



 

ボランティア活動の４原則 

自分からすすんで行動する―「自主性・主体性」 

ともに支え合い、学び合う―「社会性・連帯性」 

見返りを求めない―「無償性・無給性」 

よりよい社会をつくる―「創造性・開拓性・先駆性」 

東京ボランティア・市民活動センターHP より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小山市社会福祉協議会 
〒323－0827  小山市大字神鳥谷 931 番地３ 

小山市役所 神鳥谷庁舎１階 

TEL:0285（22）9501   

FAX:0285（22）2940 

社会福祉法人 



社会福祉法人
小山市社会福祉協議会長　　様

〒

②今までに、ボランティア活動をしたことがありますか。

④各施設でのリーダー希望

※中学生は２年生以上、義務教育学校生は８年生以上が対象になりますのでご注意ください。
※参加申込書は、小山市社会福祉協議会に郵送または直接持参してください。

保
護
者
記
入
欄

上記の者が中学生・高校生サマーボランティアスクールに参加することに同意します。
また、肖像・氏名などを本会の広報物・報道並びに、情報メディアにおいて使用するこ
とを承諾します。

社会福祉法人　小山市社会福祉協議会

性　  別

※提出された個人情報は、本スクール以外の目的で使用致しません。

　男　・　女　（○をつけてください）

学
校
長
記
入
欄

上記の者が中学生・高校生サマーボランティアスクールに参加することを許可します。

【学校名及び学校長名】

印

※必ず第３希望までご記入ください。
　Ａ・Ｂ日程がある施設を希望される方で、希望日程の
　記載がない方はこちらで割り振らせていただきます。

印

携帯電話

℡(自宅）

参
加
者
記
入
欄

氏　名
学 校 名 　　　　　　　　　　　学校・第　　　学年

【保護者氏名】

希　望　施　設　名

チェック欄

※必ずご記入ください。

第一希望

第二希望

第三希望

③自宅からの交通手段（具体的に）

体験学習先では、体験中や事前・事後学習の際のまとめ役が必要となります。高校生を対象に
リーダーを募集いたしますので、希望される方は右の欄にチェック☑を記入して下さい。
※リーダーは、優先的に希望施設へ配属します。 □

平成３０年度　中学生・高校生サマーボランティアスクール参加申込書

下記のとおり、平成３０年度　中学生・高校生サマーボランティアスクールに参加申込みいたします。

①参加の動機を具体的に記入してください。

　・ある(具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ない　

平成 　　　年 　　　月 　　　日生ふりがな

住　所

平成３０年　　　月　　　日

生年月日



体験先施設（１４施設） 

 

●高齢者施設（２ヶ所） 

①サンフラワーデイサービスセンター 

②デイサービスセンター 富士見荘 

 

●障害者施設（８ヶ所） 

③障害者支援施設 サンフラワー療護園 

④障害福祉サービス事業所 一桃舎 

⑤多機能型事業所 えいぶるの里 

⑥多機能型事業所 くわの実 

⑦社会就労支援センター 第２くわの実 

⑧就労継続支援事業所 小山ひまわり 

⑨地域活動支援センター ラベンダーハウス 

⑩こども発達支援センター たんぽぽ園 

 

●保育施設（４ヶ所） 

⑪やはた保育所 

⑫若木保育所 

⑬城北保育所 

⑭もみじ保育所 


