
みなさん、こんにちは！　今年も夏休みが近づいてきました。
この夏、夏休みボランティア・福祉体験に参加してみませんか。

7月下旬～8月28日（日）頃まで
場所や日時は体験先によって変わります。

体験後 9月9日（金）まで
振り返り感想文を提出していただきます。

〔実施日程〕

事前研修

①7月22日（金）18:00～19:00
②7月23日（土）11:00～12:00　　①②どちらかに参加
場　 所：城東保健福祉エリア　保健福祉複合棟3階
持ち物：300円（ボランティア活動保険料）

※どちらも参加できない場合はご相談ください。
　 また、体験によって事前研修不要のものが
　　あります。

体験活動

中高生対象 

申込期間：平成２８年６月２７日(月)～７月８日(金)  

                      ※一部申込期間が異なるものがあります 

申込方法：希望する体験先へ直接申込みしてください（先着順） 
内   容：地域の福祉施設やボランティア活動に参加し、利用者や職員の方、ボラ 

       ンティアスタッフと交流し、地域の福祉やボランティアについて考えます。 

対   象：中学生・高校生 

参  加  費：無料 体験先によって実費等が必要な場合があります。 

       ※原則として「ボランティア活動保険」（300円）への加入が必要です。 
 

主   催：静岡市社会福祉協議会 葵区地域福祉推進センター 

【お問い合わせ】 

   静岡市社会福祉協議会 葵区地域福祉推進センター 担当：金澤 

   〒420-0846 静岡市葵区城東町２４－１ 静岡市城東保健福祉エリア内 

事前研修会場 

あおい区 



保護者記入：上記申込み内容を承認します　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

希望プログラム
（希望するプログラム
に書いてある番号・タ
イトル・希望日を書い

てください）

　プログラム名：　　　

　参加希望日：　　　　

事前研修

　7月22日（金）18:00～19:00　・　　23日（土）11:00～12:00

　場　 所：城東保健福祉エリア
　　　　　　保健福祉複合棟3階（葵区城東町24-1）
　持ち物：保険料300円
　※当日直接会場へお越しください。

※体験中、広報・記録用の写真を撮影させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
　また、体験中に写真を撮りたい場合は、体験先の担当者の方にご確認ください。

住　　所
　〒

電話番号 ＦＡＸ

学校名・学年 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校 　　　　　　　　　　年生

（ふりがな）
氏名

男　・　女

FAXで申し込む時に使ってください。

中学生・高校生 



申込先
来館またはＴＥＬ後FAXのいずれかにてお申し込みください（先着順）
ＴＥＬ・FAX　054-246-7224　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

実施団体 静岡市安東児童館

会　場 静岡市安東児童館（葵区安東２丁目１６－１２）

持ち物
筆記用具、飲み物（水分補給）、清潔感のある動きやすい服装（スカート不可）、ふりかえりシー
ト（申し込み後、各自で事前記入）

対象・定員 中学生・高校生　１０名程度

日にち ８月１７日(水) 時　間 9：30～11：30

④児童館で赤ちゃんやママとふれあおう

内　容 赤ちゃんを抱っこしたり、お母さんから子育ての話を聞いたりして、乳児親子とふれあいます。

申込先
電話にてお申し込みください。　TEL054-249-1188

実施団体 アクタガワ　ハートフルホーム城北

会　場 ハートフルホーム城北（葵区池ヶ谷6－20）

持ち物 上履き、動きやすい服装、お弁当、飲み物、タオル、筆記用具

対象・定員 小学生～高校生　小学生は1日3人、中学生・高校生は何人でも可

日にち ７月３０日（土）～８月２８日（日）のうち希望日 時　間 応相談

③お年よりとレクリエーションを通じて交流しよう！

内　容 デイサービスのお年寄りとお話したり、レクリエーションに一緒に参加して交流しましょう。

申込先
FAXにてお申し込みください。(先着順）　FAX054-249-3192

必ず携帯など日中連絡のつくTEL番号をご記入ください！問合せは平日（054-249‐3188）

実施団体 城東子育て支援センター

会　場 城東子育て支援センター（葵区城東町24－1　城東保健福祉エリア　保健福祉複合棟2階）

持ち物
飲み物(水分補給)、筆記用具、動きやすい服装、エプロン、ぼうし、
着替え、タオル、A希望者はビーチサンダル

対象・定員 小学校４～６年生・中学生・高校生　①～④のうちABいずれか１回　各回３名

日にち ①８月２日(水)②５日(金)③９日（火）④１９日（金） 時　間 A10：00～12：00／B14：00～16：00

②赤ちゃんたちと遊ぼう！

内　容
城東子育て支援センターにやってくる親子とお話をしたり、赤ちゃんや小さい子と一緒に、
絵本を読んだり、おもちゃで遊びます。

申込先
ＦＡＸにてお申し込みください（先着順）　ＦＡＸ 054-254-2600

※不明な点があれば、平日にTELください。（054-254-2296 担当：望月）

実施団体 静岡中央子育て支援センター

持ち物 動きやすい服装、飲み物（水分補給）、エプロン

対象・定員 中学生・高校生　①②各日５名

会　場 静岡中央子育て支援センター　（葵区呉服町2丁目1-1 札の辻ビル　４階）

内　容 静岡中央子育て支援センターに来る親子との交流やあそびの会の体験

日にち ①８月１日（月）、②８月４日（木） 時　間 10：00～12：00

①子育て支援センターの先生になってみよう！



社会福祉法人　静岡手をつなぐ育成の会　ラポール・タスカ　ラ・ポシェット

時　間 9：30～15：00

対象・定員 小学生4～6年生・中学生・高校生　２名　※食品を扱うため、事前に打ち合わせを行います

会　場 ラ・ポシェット（葵区城東町24-1　静岡市城東保健福祉エリア　保健福祉複合棟１階）

※不明点があれば、平日にＴＥＬください。（054-272-8838　担当：新井）

実施団体 社会福祉法人　静岡手をつなぐ育成の会　ラポール・タスカぽけっと

⑨ハンディ（障がい）のある方と一緒に、喫茶で働いてみよう！

内　容 軽食喫茶「ラ・ポシェット」のフロアーでの接客やお手伝い、下請け作業のお手伝い、利用者との交流

内　容 軽食喫茶「ぽけっと」のフロアーでの接客やお手伝い、下請け作業のお手伝い、利用者との交流

８月２４日（水） 時　間 9：30～15：00

対象・定員 小学生4～6年生・中学生・高校生　２名　※食品を扱うため、事前に打ち合わせを行います

筆記用具、飲み物（水分補給）、上靴、帽子、お弁当（お昼をまたぐ場合）、タオル、
動きやすい服装（タンクトップ・スカートは×）、着替え（水遊びをするため）

申込先
ＴＥＬ　054-209-0700   　ＦＡＸ　054-209-5700

実施団体 特定非営利活動法人　活き生きネットワーク

⑧ハンディ（障がい）のある方と一緒に、喫茶で働いてみよう！

水遊びや室内遊びを通して、知的ハンディ（障がい）をもった児童と楽しく交流します。

日にち
７月３０日（土）～８月２７日（土）のうち希望日 時　間 10：00～17：00で応相談

対象・定員 中学生・高校生　各日２名

会　場 静岡市服織児童館（葵区羽鳥6丁目27-14）

持ち物 筆記用具

申込先
来館／TEL／FAXのいずれかにてお申し込みください(先着順)
ＴＥＬ・FAX　054-277-1201　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

内　容 ユニバーサルデザインについて話を聞いたり、まつわるクイズなどもします。

日にち ８月２０日（土） 時間 13：30～14：30

会　場 静岡市服織児童館（葵区羽鳥6丁目27-14）

持ち物 飲み物（水分補給）、動きやすい服装

申込先
来館／TEL／FAXのいずれかにてお申し込みください(先着順)
ＴＥＬ・FAX　054-277-1201　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

⑤じどうかん夏祭りのスタッフリーダーになろう！

内　容 夏祭り当日の運営スタッフとして、小学生たちと一緒に盛り上げてくれるスタッフリーダーを募集します。

７月２３日（土） 時間 12：30～17：00

申込先
ＦＡＸにてお申し込みください（先着順）　FAX　054-272-8838

※不明点があれば、平日にＴＥＬください。（054-272-8838　担当：新井）

実施団体

持ち物 エプロン、バンダナ、タオル、お弁当（お店での注文も可能です）

日にち ８月２３日（火）

会　場 軽食喫茶ぽけっと（葵区城内町1-1　静岡市中央福祉センター２階）

申込先

会　場 放課後等デイサービスわくわく（葵区安東1-26-12 くすくす内）

実施団体 静岡市服織児童館

⑦知的ハンディ（障がい）がある児童と一緒に遊ぼう！

内　容

実施団体 静岡市服織児童館

⑥ユニバーサルデザインって何？

持ち物 エプロン、バンダナ、タオル、お弁当（お店での注文も可能です）

ＦＡＸにてお申し込みください（先着順）　FAX　054-272-8838

日にち

持ち物

電話／FAXにてお申込みください（7：00～19：30）

※日・祝除く　　　８月５日（木）くすくす夏まつり、２０日（土）安東夏まつりに出店（安東中）

対象・定員 小学生・中学生・高校生　30名

対象・定員 中学生・高校生　６名

日にち



申込先
来館／ＴＥＬ／FAXのいずれかにてお申し込みください（先着順）
ＴＥＬ・FAX　054-296-4156　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

実施団体 静岡市美和児童館

７月２７日（水） 時　間 9：00～12：00

対象・定員 中学生・高校生　１０名程度

会　場 静岡市美和児童館（葵区安倍口団地2-10）

申込先
来館／ＴＥＬ／FAXのいずれかにてお申し込みください（先着順）
ＴＥＬ・FAX　054-263-6343　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

実施団体 静岡市西奈児童館

⑬児童館であかちゃんとふれあおう！

内　容 赤ちゃんを抱っこしたり、お母さん達から子育てのお話を聞いたりしながらふれあいましょう。

静岡市西奈児童館

⑫赤ちゃんと遊ぼう！

内　容 赤ちゃんや幼児さんを抱っこしたり、一緒に遊んだりしてふれあいます。お母さん達のお話も聞きましょう。

日にち ８月３日（水） 時間 10：00～12：00

時間 10：00～12：00

対象・定員 小学生・中学生・高校生　１５名

会　場 瀬名南団地集会場　※集合・解散は静岡市西奈児童館（葵区瀬名1丁目19-30）

持ち物 筆記用具　※事前研修の参加、ボランティア活動保険は不要です。

申込先
６月２７日（月）～７月２２日（金）まで受付　直接またはFAXにてお申し込みください。

FAX　054-209-0128　市社協葵区センター事務所（TEL054-249-3183　上記会場1階）

実施団体 誕生学アドバイザー静岡県講師会・静岡市社会福祉協議会葵区地域福祉推進センター

⑩いのちってスゴイ！　いのちの始まり、見て、聞いて、体験しよう。

内　容
いのちっておもい！いのちってすごい！いのちってあたたかい！を心とカラダで感じる体験型プログラム。
「わたしのいのちもスゴイ！」と実感する「いのちのお話」も聞けます。夏休みの自由研究にも活用できま
す。

日にち ８月３日（水） 時　間 14：00～15：30

持ち物 筆記用具、エプロン、飲み物（水分補給）、清潔感のある動きやすい服装（スカート不可）

日にち

会　場 静岡市西奈児童館（葵区瀬名1丁目19-30）

持ち物
エプロン、飲み物（水分補給）、清潔感のある動きやすい服装（スカート不可）、筆記用具
※爪を切ってきてください。髪の長い人はしばってきてください。

対象・定員 小学5～6年生、中学生、高校生　15名

申込先
来館／ＴＥＬ／FAXのいずれかにてお申し込みください（先着順）
ＴＥＬ・FAX　054-263-6343　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

実施団体

持ち物 ぼうし、飲み物（水分補給）、タオル、筆記用具

内　容 地域のお年寄りとゲームなどを楽しんだあと、昔の生活についてお話を聞きましょう。

日にち ８月１９日（金）

⑪お年寄りとふれあおう！

対象・定員 小学生、中学生　50名程度（保護者もご一緒に参加できます）

会　場 城東保健福祉エリア　保健福祉複合棟3階研修室（葵区城東町24-1）

色々な活動に挑戦できる夏！ 

素敵な出会い、多くの学びが 

みなさんを待っています！ 



申込先
７月１５日（金）～８月７日（日）まで　ＴＥＬにてお申込みください。（先着順）

ＴＥＬ　054－200－4894(静岡市コールセンター)　※申込み期間が他の体験と異なるのでご注意ください。

実施団体 静岡市地域包括ケア推進本部

対象・定員 小学校４年生～６年生、中学生　５０名(同伴保護者含む）

会　場 静岡市城東保健福祉エリア　保健福祉複合棟３階　第１・２研修室

持ち物 筆記用具、飲み物（水分補給）

実施団体 静岡市麻機児童館

⑰認知症サポーターになろう！！

内　容
認知症ってなぁに？認知症について正しく学び、あたたかく見守る応援者になろう。
※事前研修の参加、ボランティア活動保険は不要です。

日にち ８月１２日(金) 時　間 10：30～12：00

会　場 麻機児童館（葵区有永４－２）

持ち物 動きやすい服装、筆記用具

申込先
来館／ＴＥＬ／FAXのいずれかにてお申し込みください（先着順）
ＴＥＬ・FAX　054-248-4044　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

日にち ７月２４日（日） 時　間 13：30～15：00　（集合13：00）

対象・定員 中学生・高校生　６名程度

実施団体 静岡市麻機児童館

⑯福祉まつりの体験コーナーのスタッフになろう！

内　容
点字の名刺づくりやブラインドテーブルテニスなど、体験コーナーのスタッフとしてお手伝いをお願いしま
す。

会　場 麻機小学校グラウンド（葵区有永421-1）　※集合は麻機児童館（葵区有永４－２）です。

持ち物 飲み物（水分補給）、動きやすい服装　　　

申込先
来館／ＴＥＬ／FAXのいずれかにてお申し込みください（先着順）
ＴＥＬ・FAX　054-248-4044　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

⑮児童館あそびのコーナーのスタッフになろう！

内　容 あさはたふれあい夏まつりの児童館コーナーの遊びのスタッフとして、お手伝いをお願いします。

日にち ８月６日（土）　※予備日７日（日）　
時　間

14：30～19：00
※変更がある場合連絡します対象・定員 中学生・高校生　６名程度

持ち物 飲み物（水分補給）、動きやすい服装

申込先
来館／ＴＥＬ／FAXのいずれかにてお申し込みください（先着順）
ＴＥＬ・FAX　054-296-4156　　※月曜日・第3日曜・祝日の翌日は休館

実施団体 静岡市美和児童館

日にち
準備…８月２日（火）・３日（水）　14：00～16：00

本番…８月４日（木）・５日（金）　13：30～15：00　片付け…８月５日（金）15：00～16：00

対象・定員 中学生・高校生　各日５名（本番だけでなく準備や片づけも一緒にお手伝いしてくれると嬉しいです。）

会　場 静岡市美和児童館（葵区安倍口団地2-10）

⑭お化け屋敷のスタッフになろう！

内　容 お化け屋敷の制作と、当日の運営のお手伝いをします。


