
ボランティアセンターでは、様々なボランティア活動依頼を月一回情報紙に掲載し、発行しています。 

この情報紙は市社協個人登録ボランティア、市内の公共施設や学校等に配布しています。 
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 保育のお手伝いをしてください 
茅ヶ崎市教育センター  ☆中高生不可 

内容：「響きあい教育シンポジウム」開催中の保育のお手伝

いをしてください。 

日時：8/4(金) 13 時 30 分～16 時 40 分 
場所：市役所分庁舎 5階A会議室 

人数：5名（女性希望） 

備考：対象は 2歳以上の男女児 10名 

PTA主催行事のお手伝いをしてください 
茅ケ崎養護学校 PTA  ☆中学生不可 

内容：①夏祭りでの出店のお手伝い、遊び場の見守り、

受付業務などをお願いします。 

   ②プール入水中の補助をお願いします 

日時：①7/25(火) 9 時 30 分～12 時 30 分 

②7/28(金) 9 時 15 分～11 時 30 分 
場所：茅ケ崎養護学校（西久保 29-1） 

人数：①5名 ②4名 

備考：※雨天決行 ※車での来校可 

   ※昇降口（A部門玄関）集合 

   ※②水着、水泳帽持参  

※②飲み物の支給あり 

 納涼祭のお手伝いをしてください 
医療法人社団朋友会 けやきの森病院 ☆未成年不可 
内容：①模擬店のお手伝い（軽食、飲み物、ゲーム） 

②出し物（楽器演奏、ダンス等） 

③入院患者の付き添い 

日時：8/25(金) 16 時 30 分～19 時 30 分 
場所：けやきの森病院 駐車場（寒川町宮山 3505） 

人数：①２～3名 ②10名以下の団体 ③7名位 

備考：※雨天中止 ※車での来所可 

   ※②ステージは照明、音響設備なし（ラジカセ程度） 

   ※軽食あり 

（模擬店のチケットを配布します） 

夏祭りのお手伝いをしてください 
社会福祉法人翔の会 第 2 湘南鬼瓦 ☆中高生可 

内容：身体や知的に障害をお持ちの方の施設で行われる夏

祭りで、出店（射的、くじ引き、焼きそば、野菜ス

ープ）のお手伝いや調理補助をお願いします。 

日時：7/31(月)～8/4(金) 9 時 30 分～14 時 
   期間内でご都合のよい日、部分的な参加も可 

場所：第 2湘南鬼瓦（甘沼 123-2） 

人数：各日 1～3名 

備考：※雨天決行 ※車での来所は応相談 

   ※昼食の用意あり 

搬入・搬出や販売のお手伝いをしてください 
    社会福祉法人 翔の会 ☆中高生不可 

内容：表現展で行う、障害者が作っている自主製品の販売

や作品管理のお手伝いをお願いします。 

①販売 ②搬出 

日時：①7/27(木)～8/2(水)期間内でご都合の良い日 

ア．10 時～13 時 

イ．13 時～16 時 

ウ．10 時～16 時 
※ア～ウの中からお選びください 
②8/2(水)15 時～16 時 

場所：イオン茅ヶ崎中央店  

人数：各日 2～3名 

夏祭りのお手伝いをしてください 
社会福祉法人翔の会 湘南鬼瓦  ☆中高生不可 

内容：湘南鬼瓦のブースで、作品の販売や食品の調理・

販売のお手伝いをお願いします。 

日時：7/29(土) 16 時 45 分～21 時 
場所：TOTO茅ヶ崎工場（本村 2-8-1） 

人数：1名 

備考：※雨天中止 

   ※車での来場不可 



【問い合わせ先】 

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会 

（ボランティアセンター） 

月曜日～金曜日(土・日・祝日休み) 

８時３０分～１７時１５分 

〒253-0044 

茅ヶ崎市新栄町 13-44さがみ農協ビル 2階 

TEL： 0467（85）9650 

FAX： 0467（85）9651 

E-mail：vc@shakyo-chigasaki.or.jp 

ホームページ：http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/ 

ボランティア担当まで 

カラオケ、買い物、ライブに 

一緒に行ってください 
西久保在住 20 代男性（肢体不自由） 

内容： カラオケ、買い物（イオン、サティへ食料品などの

買い出し）、ライブ（ミスチル、ザード、夏フェス

等）などに一緒に行ってください。 

日時： 月 1回～数か月に 1回程度（相談で決定） 

備考： ※20～30代の方希望（男女不問） 

※交通費支給可能 

※車イスを押す程度で特に介助は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 お気軽にお電話下さい 

セッティングや球拾いなどのお手伝いをしてください 
サウンドテーブルテニス 

（視覚障害のある方の卓球です） 

問合せ先：茅ヶ崎市社会福祉協議会または 

堤さん ☎83-2510 

場所： 福祉会館（中海岸 2-2-42） 

日時： 7/9、23、8/13，27 
※いずれも日曜日の、10時～16時 30分 

（出来る範囲の時間でお願いします） 

☆継続的にお手伝いしていただける方大歓迎です☆ 

 小学生の学習支援をしてください 
ちがさき開智舎 のびしろクラブ ☆高校生可 

内容：小学生（1～6 年生）の学習の小さなつまずきを解

決し、学習意欲の向上を目指す支援をしてくださ

い。  

場所：ちがさき開智舎のびしろクラブ（香川 1-31-18） 

日時：毎週火曜日 15時 30分～17時（月１回でも可） 

備考：※教員OB 尚可 ※車での来所可 

  

  お話し、遊びの相手をしてください 
ボランティアグループ「小さな手」主催 

  サロン 『よりみち』 ☆中高生可 

内容： 身体や知的に障害のある大人の方を対象に、サロ

ンを実施しています。サロンに参加している方の

話し相手、遊び相手、カラオケ補助、麻雀補助な

どをお願いします。（車いすの方もいらっしゃいます） 

場所： 新栄町 13-44さがみ農協ビル３階大広間 

日時： 毎月第 2金曜日(原則) 

15時 30分～18時 15分頃 

お話し相手をしてください 
フリーブ甘沼入居中 50 代女性（軽い知的障害） 

               ☆中高生不可 
内容： 精神障害者グループホームに入居されている方の 

お話し相手をしてください。  

日時： 土、日曜日のどちらかで 1時間程度 

   （10時～、もしくは 14時～を希望） 

場所： フリーブ甘沼（甘沼743-4） 

備考： ※活動日は応相談、女性希望 

    ※車での来所可 ※月１回～お願いします 

にこにこｸﾗﾌﾞの 

ボランティア会員になりませんか？ 
内容： 認知症の方とその家族、看取った家族、ボランテ

ィアが一緒になって活動しています。認知症の方

のミニデイサービスも行っています。楽しく安全

に過ごせるようにご協力くださる方、お待ちして

います。 

場所： 第 1木曜日⇒福祉会館  

第 3木曜日⇒農協ビル 3階 

日時： 第 1、３木曜日 9時 30分～16時 

☆会費があります 

☆ぜひ一度、見学にいらしてください！ 

ボランティア香川でのお手伝いをしてください 
内容：香川その周辺の高齢者、障害者を対象にサロン・

ミニデイを実施しています。また、家事支援、見

守り、付添い、話し相手、車の送迎、福祉施設への

お手伝いをしています。 

一緒にお手伝いをしていただける方、お願いします。 

☆特に車送迎をお手伝いして頂ける方、大募集です！ 

場所：香川 5-4-24 ｺﾐｭﾆﾃｨ香川B 棟 2階 

日時：サロン⇒第 1金曜日・第 3月曜日（原則） 

ミニデイ⇒第 4水曜日（原則）10時～15時 

その他の活動⇒随時 

☆車送迎以外は、中高生も可 
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