
空いている少しの時間を誰かのために活かしたい。    
お休みを利用して自分の夢（将来像）を体験してみたい。　    
そんな思いをかなえませんか？    
杉戸町社会福祉協議会では、いつでも、どこでも、誰でも、    
気軽にそして楽しくボランティア活動に参加できるよう、    
多彩なメニューをご用意しました。    
ボランティアの初めの一歩として、ぜひご参加ください！    
参加したいメニューを決めたら、まずは希望日が空いているかを電話かメールで確認しましょう！各プ
ログラムとも、定員になり次第受付を終了します。活動日が確定しましたら、必ず窓口での申込みをお
願いします！

杉戸町
マスコットキャラクター

すぎぴょん

　　ボランティア初心者の皆さんはこちら

NO プログラム名／活動内容 対象／定員／参加費 場所／日時 受入先からのメッセージ

1
ボランティア活動・はじめの一歩 どなたでも

10名程度
無料

すぎとピア
7月23日㈭
13:30～15:30

この夏ボランティアデビューするあ
なた。
不安なく取り組むために、まずはご
参加ください。

「ボランティアとは」、活動者の話、車い
す体験など

2
ミニ点字絵本を作ろう！ どなたでも

10名程度
無料

中央公民館
8月18日㈫
14:00～16:00

点字シールをつけて、オリジナル絵
本を作りましょう。
（本は持ち帰れますよ！）初めての点字体験（ミニ絵本作り）

3
手話であいさつしてみよう！ どなたでも

10名程度
無料

南公民館
8月20日㈭
14:00～16:00

「おはよう」「こんにちは」など、あ
いさつの仕方や、簡単な会話をおぼ
えませんか？初めての手話体験

4
書いてスクリーンに映してみよう！ どなたでも

10名程度
無料

泉公民館
8月19日㈬
14:00～16:00

「聞こえ」に不自由を感じている方
のために、書いて伝える方法を学ん
でみませんか？

初めての要約筆記体験
※3人以上の申込みがあった場合、開催します。

5
切手整理をしてみよう！ 小中学生親子

(中学生のみでも可）
20名程度

無料

すぎとピア
8月24日㈪
13:30～15:00

寄付でお預かりしている切手の整理
をします。切手のデザインを楽しみ
ながら、ハサミでチョキチョキしま
せんか？

小中学生親子福祉体験教室
使用済み切手の整理、仕分けなど

　　高齢者とふれあいたい方はこちら

NO プログラム名／活動内容 対象／定員／参加費 場所／日時 受入先からのメッセージ

6
高齢者を知ろう！高齢者と話そう！ 中学生以上の学生

各日１～2名
300円(保険代)

デイサービス東埼玉
7月27日～9月12日の
うち日曜除く毎日
10:00～15:00

積極的にコミュニケーションを図っ
ていただき、皆で一緒に過ごしまし
ょう。利用者様との会話など

7

高齢者を知ろう！高齢者と話そう！
高校生以上

1日につき3名
300円(保険代)

特別養護老人ホーム
はなみずき
7月27日～9月11日の
うち土日除く毎日
9:00～16:00

入居者様と楽しく過ごしていただければ
と思います。
食事希望の方、390円で食べられます。
※車利用要相談入居者様との話し相手

「やってみたい」をやってみよう！
～ 彩の国ボランティア体験プログラム2015・杉戸町編 ～

事前説明会日程：7月22日㈬　14：00～15：30（受付 13：30～）　場所：すぎとピア
　参加にあたり、事前説明会にご参加ください。事前説明会では、体験前の注意、資料の配付を行ないます。
また、受け入れ先の担当の方との顔合わせや、個別の質疑応答の場でもありますので、必ず参加してください。
なお、事前説明会に出席できない方、事前説明会以降に申込みをした方は、杉戸町社協にご相談ください！

参加対象者：埼玉県内在住・在学・在勤で、ボランティア活動に興味・関心がある方
実施期間：７月２７日（月）～９月１３日（日）（受入れ先により変動あり）
　　　　　〒345-0024 杉戸町堤根4742－1
問合せ・申込先：杉戸町社会福祉協議会　TEL  0480－32－7402
　　　　　　　 （すぎとピア内）Email：sugitoshakyou@saitama.ne.jp
※ 電話・メールの際は、①氏名②住所③連絡先（電話番号・メールアドレスなど）

④年齢⑤学校名･学年⑥活動希望先⑦希望日をお忘れなく！



　　障がい児・者とふれあいたい方はこちら

NO プログラム名／活動内容 対象／定員／参加費 場所／日時 受入先からのメッセージ

8

知的障がいがある皆さんと過ごそう！ 中学生以上 
1日につき2 名 
300円(保険代)
昼食希望の場合

380円／1日

れんげそう作業所 
7月27日～ 9月11日

（8月8日～ 16日、土日除く）
9:00～16:00
※時間応相談

知的障がい者の法人施設です。
ぜひ一度来てください。 
※車での来所可。利用者の行う軽作業（内職）の補助

9

知的障がいがある皆さんと過ごそう！ 中学生以上 
1日につき2 名 
300円(保険代)
昼食は持参、

もしくは仕出し弁当
380円／1日

デイケアかわせみ 
7月27日～ 9月11日

（8月12日～ 14日、土日除く）
9:00～16:00
※時間応相談

町立の知的障がいを持った方のデイ
ケア施設です。その中で作業の手伝
いやレクレーションなどの介助をお
願いします。 
※車での来所可。

内職作業補助、利用者とのふれ合い

10

知的障がいがある皆さんと過ごそう！
高校生以上

1日につき2名
400円（お弁当代）
300円（保険代）

生活介護事業所
ワークショップ野の花
7月27日～9月11日
(８月14日、土日除く)
9:00～16:00
※時間応相談

知的障がい者の方々と仲よく楽しく
一日を過ごしていただきたいと思い
ます。 
※車での来所可。

知的障がい者の方達と共に作業、話相手、遊び。 
又、何か特技のある方（楽器、ダンス、読み聞か
せ、手品etc)一芸披露。（ピアノあり）

11

知的障がい者がある皆さんと夏祭りを楽しもう！ 専門学生・短大生 
大学生（できれば 
福祉系）1～4名　 
400円（お弁当代） 
300円（保険代）

生活介護事業所
ワークショップ野の花
8月2日㈰
8:30～16:00

フラダンス、歌と楽器演奏、日本の
伝統芸能(安来節、かっぽれ等）を
共に楽しんでください。 
※ 車での来所可。（２台程度駐車ス

ペース有）

知的障がい者の方々と共に楽しく夏祭りを
過ごす。 
作品販売の手伝い。

12
音楽を通してふれあおう！ どなたでも 

10名程度 
無料

すぎとピア 
8月3日㈪ 
13:30～3時間程度 
8月4日㈫ 1日

障がいがある皆さんと踊ったり歌っ
たりして一緒に音楽を楽しんでくだ
さい。

「障がい者とのふれあいサマーコンサート」
を支援する

13
陽だまりの喫茶室で障がいがある皆さんと過ごそう！ 高校生以上 

1日につき1名 
300円（保険代）

茶房ほほえみ（カルスタすぎと） 
7月28日～ 9月13日のうち月金
除く毎日
10:15 ～ 13：30

障がい者が協力して運営している喫茶
です。是非ボランティアとして参加し
てください。
※要検便（社協負担）障がい者のサポート、及び皿洗い等

14
楽しくからだを動かそう！ 高校生以上 

5名 
無料

高野農村センター
7月19日㈰ 
13:20～15:30

MG体操やリボン体操など一緒に楽
しくからだを動かします。障がい児・者と一緒にMG体操 

（MG：もっと元気）

15
元気まつりに参加しよう！ 高校生以上 

1～2名 
300円(保険代）

宮代特別支援学校 
（宮代町金原） 
7月25日㈯ 
13:30～15:30

子ども達と一緒に行事を楽しんでく
ださい。宮代特別支援学校の行事介助

　　保育園児とふれあいたい方はこちら
❶～❸は町内在住・在学者に限る 
❶～❺は麻疹・風疹の予防接種記録（母子手帳の写し等）添付
のこと、要検便（キットは社協にて配付・費用は社協負担）

NO プログラム名／活動内容 対象／定員／参加費 場所／日時 受入先からのメッセージ

16

夏休みは園児と過ごそう！❶ 高校生以上の学生 
1日につき1～2名 
300円（保険代） 

＋250円／日（給食
費･おやつ代）×日数

泉保育園 
7月27日～9月11日（8月
13日･14日、土日除く） 
9:00～16:30

子どもが好きで、保育園や保育士の
仕事に興味関心がある方をお待ちし
ています。園児との交流と保育士の補助

17

夏休みは園児と過ごそう！❷ 高校生以上の学生 
1日につき1名 

300円（保険代） 
＋250円／日（給食
費･おやつ代）×日数

内田保育園 
7月27日～7月31日 
8月3日～8月28日 
（土日除く） 
9:00～16:30

子供が好きな方、保育園の活動に興
味のある方などの参加をお待ちして
おります。

保育園内の環境整備（掃除、草取り、製作
物の手伝いなど）　　　　　　　　　　　
水遊びの準備、片付けなど

18

夏休みは園児と過ごそう！❸ 高校生以上の学生 
1日につき2名 

300円（保険代） 
＋250円／日（給食
費･おやつ代）×日数

高野台保育園 
7月27･28日、8月3日
～8月24日（8月10日
～17日、土日除く） 
9:00～16:30

子どもが好きで、保育士の仕事内容に
興味のある方、将来保育士になる希望
をお持ちの方をお待ちしています。園児との交流と保育士の補助

19
夏休みは園児と過ごそう！❹ 高校生以上の学生 

社会人 
1日につき1名 

300円（保険代）

わかば保育園 
7月27日～8月28日（8月
13日･14日、土日除く） 
9:00～17:00

子ども達と共に遊んだり生活すること
で、お互いの人格や気持ちを尊重し、
自分を大切にし、他人を思いやる人に
育ち合うことを願っています。園児との交流と保育士の補助

20
夏休みは園児と過ごそう！❺ 中学生以上の方 

1日につき1～2名
300円（保険代）

高野台子どもの家保育園 
7月27日～8月28日（8月
13日･14日、土日除く） 
9:00～16:00

子ども達とたくさん遊んでください。
保育補助・教材作成等



　　幼児とふれあいたい方はこちら

NO プログラム名／活動内容 対象／定員／参加費 場所／日時 受入先からのメッセージ

21
幼児と遊ぼう！❶ 高校生以上の学生 

3名 
300円（保険代）

子育て支援センター
「たんぽぽ」 
8月3日㈪ 
10:00～10:45

親子との楽しい時間を一緒に過ごし
ませんか？育児教室（０歳児）のお手伝い。子供たち

と遊ぶ。

22

幼児と遊ぼう！❷
高校生以上の学生 

３名 
300円（保険代）

子育て支援センター
「たんぽぽ」 
8月17日㈪ 
10:00～10:45
11:00～11:45

親子との楽しい時間を一緒に過ごし
ませんか？
10:00～と11:00～の2部構成です。
続けて活動していただける方希望し
ます。

育児教室（1歳児）のお手伝い。子供たちと
遊ぶ。

23

幼児と遊ぼう！❸
高校生以上の学生 

3名 
300円（保険代）

子育て支援センター
「たんぽぽ」 
8月24日㈪ 
10:00～10:45
11:00～11:45

親子との楽しい時間を一緒に過ごし
ませんか？
10:00～と11:00～の2部構成です。
続けて活動していただける方希望し
ます。

育児教室（2・3歳児）のお手伝い。子供た
ちと遊ぶ。

24

幼児と遊ぼう！❹ 高校生以上の学生 
３名 

300円（保険代）

カルスタすぎと 
8月19日㈬ 
10:00～11:30

親子との楽しい時間を一緒に過ごし
ませんか？出前たんぽぽ広場（カルスタすぎと）のお

手伝い。子供たちと遊ぶ。

25
幼児と遊ぼう！❺ 高校生以上の学生 

3名 
300円（保険代）

泉児童館・泉子育て支
援センターひまわり
7月28日㈫ 
9:45～11:30

児童館・泉子育て支援センターの３
周年を記念したイベントで一緒に楽
しく過ごしましょう。　　　
※車での来所不可。

「ひまわり３周年記念サマーフェスティバ
ルin児童館」のお手伝い。片付け等

26
幼児と遊ぼう！❻ 高校生以上の学生 

１名 
300円（保険代）

南公民館 
8月6日㈭ 
10:00～11:30

地域の子育て中の親子と一緒に遊び
ませんか？
※車での来所不可。

「ひまわり」出前広場の準備・片付け・手
伝い等。

　　小学生とふれあいたい方はこちら

NO プログラム名／活動内容 対象／定員／参加費 場所／日時 受入先からのメッセージ

27
小学生とふれあおう！❶ 高校生以上の学生 

4名
西公民館 
8月8日㈯ 
13:00～16:00

エプロン・飲み物を持ってきてくだ
さい。「小学生お菓子作り教室」のサポート

28

小学生とふれあおう！❷
専門学生・短大生・

大学生・主婦 
1日につき2名 

300円（保険代）

杉戸第二小学校 
7月27日～8月31日（8月
12日～14日、土日除く） 
14:00～19:00（18:00
まででも可）

子どもと仲よく安全に遊んでください。
※車・自転車可中央放課後児童クラブでの保育補助

29

小学生とふれあおう！❸
高校生以上の学生 

1日につき2名 
300円（保険代）

泉小学校 
7月27日～8月31日（8月
12日～14日、土日除く） 
9:00～12:00

事故（ケガ）なく安全に子供たちと
楽しく遊んだり勉強を見守ってくだ
さい。　　　　　　　　 
※車・自転車可泉放課後児童クラブでの保育補助

30

小学生とふれあおう！❹ 専門学生 
短大生・大学生 
1日につき2名 

300円（保険代）

杉戸小学校 
7月27日～8月31日（8月
12日～14日、土日除く） 
14:00～18:00

子どもと一緒に安全に楽しく遊んで
ください。内田放課後児童クラブでの保育補助

31

小学生とふれあおう！❺ 専門学生 
短大生・大学生 
1日につき1名 

300円（保険代）

杉戸小学校 
7月27日～8月31日（8月
12日～14日、土日除く） 
14:00～18:00

子どもと仲よく安全に遊んでください。
内田第二放課後児童クラブでの保育補助

32

小学生とふれあおう！❻ 専門学生 
短大生・大学生 
1日につき1名 

300円（保険代）

西小学校 
8月3日～7日、
17日～21日、
24日～28日 
14:00～18:00

子どもとケガなく安全に遊んでくだ
さい。西放課後児童クラブでの保育補助

33

小学生とふれあおう！❼ 専門学生 
短大生・大学生 
1日につき2名 

300円（保険代）

高野台小学校 
8月3日～31日（8月11
日～14日、土日除く） 
14:00～18:00

安心、安全で過ごす上で決まりがあ
ります。決まりが守れずケガにつな
がる時は必ず注意をし、安全に子供
と一緒に楽しく遊んでください。
※車・自転車可。

高野台放課後児童クラブでの保育補助



　　ともにイベントを盛り上げよう！

NO プログラム名／活動内容 対象／定員／参加費 場所／日時 受入先からのメッセージ

34

いきいきふれあいまつりを楽しもう！

イベント支援に関心
のある方どなたでも 

10名

すぎとピア 
10月31日㈯ 1日 
8:30～16:00

すぎとピア全館がイベント会場
になります。 
 
「自分を知る、人を知る、町を
知る。ここに来れば福祉がわか
る！」 
そんな福祉のイベントのお手伝
いをしてみませんか？ 
 
一緒に楽しみましょう！

いきいきふれあいまつり当日スタッフ（準備・受
付・ブース担当・片付等・すぎぴょん応援隊）

ＮＯ．　　　　　　　平成27年度 彩の国ボランティア体験プログラム　　　　受付日　　月　　日  

参加申込みカード 
ふりがな 生  年  月  日 年 齢

氏  名 （ 男・女 ） 昭   ・   平 　   　年　　   月　　   日 歳

勤務先・学校名（ 学年 ・ 専攻 ） 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（　　　　　　）

小学生・中学生・高校生・学生・勤労者・主婦主夫・退職者・その他（　　　　　　　　　　　　　　  ）

住 所
〒 電話

番号
自  宅 （          ）

勤務先 （          ）
緊急連絡先（ 携帯  ・  帰省先等） 保護者の同意（ 署名 ・ 捺印 ）※高校生以下の方

〒

電話　　　　　　　（　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　印

ボランティア活動の経験 ボランティア活動保険

無 有
→（具体的な活動：　　　　　　　　　　　　　　） 未加入 加入済

→ ( どこで？：　　　　　　　　 ）
彩の国ボランティア体験プログラム事業について（○印をつけてください）

この企画への参加は何回目？ 初めて   ・   ２回目   ・   ３回目   ・  （　　　）回目　・　不明

この企画をどこで
知りましたか？
（複数回答可）

１彩の国だより　　　　　　　６その他新聞　　　　　　11 親から聞いて
２S･A･I（県社協広報紙）　　 ７インターネット　　　　12 友達から聞いて
３市町村広報紙　　　　　　　８ラジオ　　　　　　　　13 その他
４市町村社協広報紙　　　　　９チラシ・ポスター       
５埼玉新聞　　　　　　　　 10 先生から聞いて　　　

活
動
先
の
希
望

社協名・ＮＯ． 事業名及び活動先 希望活動日

杉戸町

杉戸町

杉戸町

杉戸町

き　り　と　り

※ご記入いただいた個人情報は、ボランティア体験プログラム事業以外には使用いたしません。

（昨年の様子）


