令和４年度
ボランティアスクール
参加者大募集！
★ボランティアスクールとは★
毎年、社会福祉協議会では、ボランティアに興味のある方、何か新しいことを始めてみたい
方を対象に、ボランティア体験事業を開催しております。
ボランティアスクールは、市内の社会福祉施設や地域のボランティア団体等でのボランティ
ア体験を通じて社会福祉やボランティア活動についての理解を深めることを目的としてい
ます。ぜひ、ご参加をお待ちしております。
★ボランティアスクール参加にあたって★
ボランティア活動をしている様子の写真を撮影をさせていただく場合がございます。社協だ
よりやSNS等に掲載させていただくことをあらかじめご了承ください。 また、ボランティア活
動をされる際は、基本的な感染対策（マスクの着用や手指消毒）を行ってください。

〇ボランティア活動可能期間
令和４年７月１日～令和５年２月２８日で以下のとおりです。
※年末年始（令和４年１２月２７日～令和５年１月３日）は、活動受付出来ません。
※新型コロナウイルスの影響や、施設、団体の都合により、活動希望日に活動が出来ない可
能性もあります。
〇まず、活動を希望される際は、桶川市社会福祉協議会までご連絡ください。
※初回のみメニュー（令和４年７月１日現在）を作成しておりますが、ボランティアメニューについては、随
時更新をしておりますので、市社協ホームページ、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
（詳しい情報は、社協のホームページでご確認下さい。⇒「桶川市社協」で検索！）
〇活動される場合は、申込書の記入をお願いしております。
申込書は社会福祉協議会窓口、市民活動サポートセンター（ベニバナウォーク内）で入手でき、ホームペ
ージからもダウンロードできます。

お問合せ
桶川市社会福祉協議会
地域支えあい課 地域福祉推進係
０４８－７２８－２２２１

１．絵手紙を作ってみよう

「絵手紙藤の会」による親子絵手紙教室に参加をして、
絵手紙を作ってみよう！
日時 令和４年８月８日（月）
１０時～１２時
場所 桶川市坂田コミュニティセンター 多目的室１
（桶川市坂田東２－３－１）
定員 １０名（先着順）
その他 道具等は団体で準備をします。活動３日前までに
申込。

２．サウンドテーブルテニス
交流会

視力障害者（視力障害者友の会）と盲人卓球（サウンドテー
ブルテニス）を通しての交流をしよう！
日時 令和４年８月５日（金）①１０時～１２時
②１３時～１５時
場所 桶川市サン・アリーナ ２階会議室
（桶川市下日出谷西２－４－１）
定員 小学校４年生以上 午前、午後ともに各５名ずつ。
その他 動きやすい服装、飲み物、上履き持参。
活動３日前までに申込。

３．桶川・さといも作業所
そうめんまつり

４．ボッチャ＆リアル野球盤

桶川・さといも作業所で開催をされる「そうめんまつり」
に参加をして、調理のお手伝いや利用者と交流をしよう！
日時 令和４年８月５日（金）９時～１５時
場所 桶川・さといも作業所
（桶川市末広２－８－２９）
定員 高校生以上 ３名
その他 動きやすい服装、エプロン、三角巾、マスク
飲み物持参。
令和４年７月２９日までに申込。

性別関係無く、どんな人でも楽しめるユニバーサルスポー
ツのボッチャとリアル野球盤を体験して交流しよう！
日時 令和４年７月２９日（金）１３時３０分～１５時
場所 桶川市役所旧分庁舎 会議室１
（桶川市上日出谷南３－４－１）
定員 小学校４年生以上高校生まで １２名
その他 動きやすい服装、飲み物、タオル
活動３日前までに申込。

５．おけがわ西口レストラン

おけがわ西口レストランによる子ども食堂に参加をして、
利用者へのお食事のお渡しやお手伝いなどをしよう！
日時 毎月第４金曜日 １５時～１８時
※ 活動時間応相談。開催月によって開催内容に変動
があるため、受け入れが出来ない可能性がありま
す。
場所 桶川市商工会館２階
（桶川市鴨川１－４－３）
定員 １日３名まで 中学生以上
その他 動きやすい服装、エプロン、三角巾、マスク、飲
み物持参。活動の１週間前までに申込。

６．おけがわみんなの食堂
輪空

おけがわみんなの食堂輪空による子ども食堂に参加をして、
利用者へのお食事のお渡しやお手伝いなどをしよう！
日時 毎月第３日曜日 ９時～１５時
※ 活動時間要相談。農業センターの予約状況で日程
が変更になる場合がございます。
場所 桶川市農業センター（桶川市川田谷４４１４）
定員 １日２名まで 中学生以上
その他 動きやすい服装、エプロン、三角巾や帽子、マス
ク持参。昼食はカレーを準備します。

７．こども食堂 かのうの森

８．デイサービスやまと

桶川かのうの森による子ども食堂に参加をして、利用者へ
のお食事のお渡しやお手伝いなどをしよう！
日時 奇数月 第２土曜日 ９時～１３時
※ 活動時間要相談。活動場所の都合により、実施日
に変動がある場合があり。
場所 桶川市坂田コミュニティセンター 多目的室
（桶川市坂田東２－３－１）
定員 １日３名まで 中学生以上
その他 動きやすい服装、エプロン、三角巾、マスク、飲
み物持参。活動の１週間前までに申込。

「デイサービスやまと」にて障害児との遊びや外出の付き
添いのお手伝いをしよう！
日時 令和４年７月１日～令和５年２月２８日
【月～金】
１４時～１７時
【土、夏休み冬休み期間】１０時～１６時
※ 活動時間は要相談。日曜、お盆期間は活動できません。
不定期で土曜日も閉所日があります。ご了承ください。
場所 児童デイサービスやまと（桶川市坂田８８５－１）
定員 １日に２名程度 高校生以上
動きやすい服装、活動３日前までに申込。

９．りんごの家

障害者支援施設りんごの家にて、利用者との交流や外出
の付き添いのお手伝いをしよう！
日時
令和４年７月１日～令和５年２月２８日
１０時～１６時 活動時間は要相談。
場所
桶川市倉田５１３
定員
１日に２名程度 高校生以上
動きやすい服装、水筒、１日活動の場合はお昼持参。
活動３日前までに申込。
１１．桶川市老人福祉センター

桶川市老人福祉センターで開催をされる縁日に参加をし
て、当日のお手伝いをしよう！
日時 令和４年７月２８日（木）
令和４年７月２９日（金）
１０時～１５時 午前か午後のみも可
場所 桶川市末広２－８－２９
桶川市老人福祉センターポーチ
定員 １日に５名程度
その他 当日は動きやすい服装、飲み物持参、１日活動
の場合、お昼持参。活動３日前までに申込。
１３．しゃきょう食堂

１０．いずみのの家

障害福祉サービス事業所いずみのの家にて、利用者との
交流、作業補助のお手伝いをしよう！
日時 令和４年７月１日～令和５年２月２８日の平日
９時３０分から１５時３０分
活動時間は要相談。
場所 桶川市川田谷１９９１－５
定員 １日２名まで 中学生以上
その他 当日は動きやすい服装、上履き、水筒、１日活
動の場合はお昼持参。
１２．桶川市児童館

桶川市児童館にて、利用者との卓球、オセロ等の相手などを
して交流をしよう！
日時 令和４年７月１日～令和５年２月２８日
９時～１７時
※ 毎月第２、第４水曜日を除く。活動時間要相談。
場所 桶川市児童館（桶川市末広２－８－２９）
定員 １日２名程度 １８歳以上
※ 高校３年生でも参加可能ですが、１８歳になって
いない高校３年生は、参加は出来ません。
動きやすい服装、１日活動の場合はお昼を持参。
活動の１０日前までに申込。
１４．交流サロン青空

利用者へのお食事のお渡しや、お土産の準備、食品等整
理のお手伝いをしよう！
日時 令和４年７月１日～令和５年２月末
（毎月第１、第３金曜日）１７時～１８時３０分
活動時間は応相談。
場所 令和４年８月末までの活動場所
桶川市東公民館（桶川市末広２－８－２９）
令和４年９月からの活動場所（予定）
桶川市地域福祉活動センター
（桶川市末広２－８－８）
定員 １日に２名 中学生以上
その他 当日は動きやすい服装、飲み物持参。活動３日前
までに申込。

市内在住在勤で障害をお持ちの方を対象に、皆さんで交流を深
めるサロンに参加をして、利用者とのお話相手やイベントのお手
伝いをしよう！
日時 月に１回イベントを実施をしており、開催日や内
容については変動がございます。ご参加希望の方
は、お気軽にお問い合わせください。
場所 ※ 令和４年８月末までの活動場所
桶川市役所旧分庁舎（桶川市上日出谷南３－４－１）
※ 令和４年９月からの活動場所
桶川市地域福祉活動センター（桶川市末広２－８－８）
定員 １日に２名まで
その他 動きやすい服装、飲み物持参。

１５．おうちで古切手等収集

１６．おうちでぞうきん作り

使用済み切手、書き損じはがきを集めて下さい。集まった
ものは、桶川市内で古切手等を集めているボランティアグ
ループより、福祉施設へ送付をさせていただきます。
受取場所
※ 令和４年８月末までの受取場所
桶川市役所旧分庁舎（桶川市上日出谷南３－４－１）
※ 令和４年９月からの受取場所
桶川市地域福祉活動センター（桶川市末広２－８－８）
受付期間 令和５年２月２８日まで

自宅で使っていないタオル等を使ってぞうきんを作ってください。
作っていただいたぞうきんは社協より、市内の福祉施設へ
お届けいたします。タオル等がご用意できない場合は、ご相談
ください。
受取場所 ※ 令和４年８月末まで
桶川市役所旧分庁舎（桶川市上日出谷南３－４－１）
※ 令和４年９月から
桶川市地域福祉活動センター（桶川市末広２－８－８）
受付期間 令和５年２月２８日まで

改修工事終了・リニューアルオープンに伴い、９月から桶川市社会福祉協議会は桶川市地域福
祉活動センターでの業務を再開します。ボランティアスクール関係業務につきましても、桶川市地域
福祉活動センターに移転をします。
令和４年８月末まで
桶川市役所旧分庁舎
（桶川市上日出谷南３－４－１）

令和４年９月から
桶川市地域福祉活動センター
（桶川市末広２－８－８）

桶川市社協ボランティアセンターLINEに登録しよう！
桶川市社協ボランティアセンターLINEは、ボランティアスクール情報をはじめ、様々なボラ
ンティア情報や各種講座のお知らせを随時お知らせをしております。この機会にぜひ登録
をお待ちしております。

QRコードはこちら！
★おうちで古切手等収集、おうちでぞうきんづくりの保険適用外について★
ボランティアスクールの参加者はボランティア活動中での怪我などを補償するボランティア行事
用保健に加入をしておりますが、メニュー番号１５、１６番（ おうちで古切手等収集、おうちでぞ
うきんづくり）については、在宅で行うボランティア活動で、ございますのでボランティア行事用保
険の適用外となります。また、ボランティア活動を行う際は、新型コロナウイルスの感染予防のた
め、手洗いやマスク着用などの感染予防対策を講じて、安全に気を付けて活動をしてくださ
い。

