
 
 No. 施設名 活動内容 

受入人数 
(１日あたり) 

受入期間 
活動時間 服装・持ち物 

子 
 
 
 
 
 
 

ど 
 
 
 
 
 
 

も 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 

施 
 
 
 
 
 
 

設 

37 
東光保育園 

（東方町 3-13-3） 
保育士補助、こどもとのふれあい ５人 

7/29～8/23 
（日曜日、祝日除く） 

9:00～16:00 

動きやすい服装、エプロン、 
マグカップ、弁当 

38 
さくら保育園 
（東方 1792-2） 

保育士のお手伝い ３人 

7/29～8/23 
（8/2～16、 

土・日曜日除く） 
9:00～16:00 

動きやすく汚れてもいい服装 
(キャラクターの絵柄でないも
の)、着替え、タオル、 
サンダル（クロックス以外）、水筒 

39 
すみれ保育園 
（宿根 630-1） 

乳幼児の保育 ５人 
7/29～8/9 

（8/5、土・日曜日除く） 

8:30～16:30 

動きやすい服装、着替え一式、 
運動靴 

40 
あけぼの保育園 
（東方 3700－3） 

園児との遊び触れ合いなど 
保育士のサポート 

２人 

7/29～8/23 
(8/12～16、 

土・日曜日除く) 
9:00～16:00 

ジャージ等汚れてもよい服装、 
エプロン、着替え、上履き、運動靴 

41 
あおぞら保育園 
（原郷 1137） 

保育士の手伝い、子どもたちのお世話
や一緒に一日過ごす 

２人 

7/29～8/23 
(8/10～18、 
土曜日除く) 
9:00～16:00 

ジャージ、エプロン、スリッパ、 
帽子、タオル、水遊びのできる服
（水着やハーフパンツなど）、水筒 

42 
桃園保育園 

（戸森 226－1） 
乳幼児保育補助、子どもとのふれあい、
絵本等の読み聞かせ 

２人 
8/1～8 

(日曜日除く) 
9:30～16:00 

学校指定体操服上下、上履き 

43 
光第二保育園 
（血洗島 269-1） 

保育、子どもとの遊び ３人 

7/29～8/23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
8：30～16：30 

動きやすい服装、弁当 

44 
豊里保育園 

（新戒 640－3） 
プール遊び等こどもと一緒に楽しむ、 
環境整備 

４人 

7/29～8/23 
(8/12～16、 

土・日曜日除く) 
9:00～16:30 

着替え、エプロン、上履き、タオ
ル、帽子、水筒 等 

45 
光保育園 

（下手計 988-1） 
保育、子どもとの遊び ３人 

7/29～8/23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
8：30～16：30 

動きやすい服装、弁当 

46 
栃の木保育園 

（上柴町東 3－18－3） 
園児と遊ぶ、保育士の手伝い、 
園内外の環境整備 

２人 

7/29～8/23 
(8/12～17、 

土・日曜日除く) 
9:00～15:30 

動きやすい服装、上履き、着替え、
タオル、帽子、水筒 

47 
桜ヶ丘保育園 

（上野台 2891－1） 
保育補助、 
プール指導や環境整備の手伝い 

３人 
7/29～8/16 
9:00～16:00 

動きやすい服装（T シャツ・ジャー
ジ又はハーフパンツ可）、上履き、
タオル、エプロン、帽子、 
濡れた時の着替え、水筒、弁当 

48 
つばさ保育園 
（岡 2955-1） 

子どもと楽しく遊ぶ ２人 
8/19～23 

9：30～15：30 
上履き、昼食代（280円） 

49 
仙元山保育園 
（上野台 3101） 

保育のお手伝い（子供と遊ぶ）、 
掃除（草むしり含む）、片付け、 
トイレ補助等 

２人 
7/29～8/9 

(8/6、土・日曜日除く) 
8:30～12:00 

活動しやすい服装、着替え、 
上履き（素足可）、水筒 

50 
ふきのとう保育園 
（針ヶ谷 41－3） 

乳幼児との生活や遊びの関わり ２人 

7/29～8/23 
(8/5、12～15、 
土・日曜日除く) 
8:30～16:30 

汚れても良い服装(ジャージ・ 
T シャツなど動きやすい服装)、 
着替え、タオル、帽子 

51 
エンゼル保育園 
（山河 557－1） 

子どもたちとの触れあい、環境整備等 ２人 

7/29～8/23 
(8/12～16、 

土・日曜日除く) 
9:00～16:00 

動きやすい服装(イヤリング・ネッ
クレス等はしない、ピン止め等に
は注意を)、上履き、弁当、 
その他必要と思われるもの 
※事前に検便をお願いします 

52 
花園保育園 

（小前田 1994） 
園児と一緒に遊ぶ、保育士の手伝い、 
園内外の環境整備等 

３人 
7/29～31 

8：30～11:00 
体操服(ジャージ)、帽子、タオル、
着替え、上履き、水筒 

53 
花園第二こども園 

（永田 407） 
園児と一緒に遊ぶ、保育士の手伝い、 
園内外の環境整備等 

３人 
7/2９～31 

8:30～11:00 
体操服(ジャージ)、帽子、タオル、
着替え、上履き、水筒 

54 
花園エンゼル保育園 
（小前田 297－1） 

保育補助、絵本の読み聞かせ、 
環境整備等 

３人 
7/29～8/8 

(土・日曜日除く) 
9:00～12:00 

動きやすい服装 
(短い丈やスカート不可)、 
筆記用具、エプロン、着替え、 
帽子、上履き、水筒 等 

55 
花園第２エンゼル保育園 

（小前田 2345-2） 
子どもと一緒に遊ぶ、先生のお手伝い
（本読み、掃除など）、環境整備 

２人 

7/29～8/23 
（8/10～18、 

土・日曜日除く） 
9：00～16：00 

動きやすい服（ジーンズ不可）、 

運動靴、上履き、エプロン、 

飲み物、筆記用具 

※事前に保菌検査をして初日に結果を持参 
 

チャンスを掴むのはあなた次第！！ 
夏休みボランティア体験プログラム 

 

 

 

 

【ふれあい・いきいきサロンボランティア】  
                 

No. サロン名（開催場所） 活動内容 
受入人数 
(1 日あたり) 

開催日 
活動時間 

服装・持ち物 

1 
本住町いきいきサロン 

（智形神社社務所） 

会場設営・撤収、配膳・下膳、子ども会
との交流事業（ふっかちゃん体操、歌
(加藤省吾作品集より)、お楽しみコー

ナー、おしゃべりコーナー等） 

３人 
8/19 

9:00～12:00 
なし 

2 
樫合東部・西部ふれあい・いきいきサロン 

(樫合自治会館) 

会場の設営、参加者の受付、参加者と
の交流、会場の後片付け（消防職員に

よる AED の使い方、救命手当等につ
いての講習） 

５人 8/23 
13:30～15:00 

なし 

3 
東方西部ふれあい・いきいきサロン 

(東方杉町自治会館) 

薪でご飯炊き等料理の手伝い、 
お年寄りの肩たたき、片付け等 

６人 8/7 
9:30～13:00 

なし 

4 
本田ケ谷ふれあい・いきいきサロン希望 

（本田ケ谷自治会館） 
会場の設営、ゲームの補助、歌 等 ６人 

8/18 
9:30～12:00 

なし 

5 
いきいきサロン上柴町西１丁目 

（上柴町西１丁目自治会館） 
ゲーム補助等(わなげ) ５人 

8/6 
9:30～12:30 

なし 

6 
上柴西５丁目ひだまりサロン 

（上柴第一団地集会所） 
健康体操、歌声、流しそうめん ５人 

8/20 
9:30～12:00 

なし 

7 
上柴東１丁目自治会ふれあいサロン 

(上柴東１丁目自治会館) 

会場準備、片付け、参加者受付、 
催し物準備、配膳下膳 等 

３人 
8/19 

9:30～13:00 
なし 

8 
上柴東７丁目サロン 

（上柴東７丁目自治会館） 

会場準備、片付け、高齢者サポート、

納涼祭へ向けての盆踊り練習 
２０人 

8/10 
9:30～12:30 

動きやすい服装 

9 
大台東ふれあいサロン「スマイル」 

（大台自治会館） 

大台「通いの場」深谷ふっかつ体操開
催の準備・片付け、体操の見守り及び

一緒に体操を行う 

５人 
7/31 
8/7・21 

9:00～11:30 
運動の出来る服装 

10 
小前田上「サロンさくら」 

（小前田上自治会館） 
参加者との交流、会場の後片付け ５人 

8/18 
15:00～17:00 

なし 

11 
小前田下いきいきサロン 

(小前田下自治会館) 

「元気な人の体験発表サロン」（テー

マ：私の楽しみ・生きがい）という内容
でサロン参加者に発表していただく。
小中学生の方も得意なことや部活動など

発表していただくことも可能です 

５人 
8/20 

9:30～12:00 
タオル 

12 
ふれあいサロンあらかわ中央 

（荒川中央営農センター） 

会場の準備(テーブル・椅子等の設
置)、買い物の手伝い(荷物運び等)、
参加者とのコミュニケーション(お話

相手) 

５人 
8/8 

9:30～12:00 
なし 

13 
北根サロン 

（北根公民館） 
茶話会、手遊びやゲーム ５人 

8/3 
9:45～11:45 

なし 

深谷市ボランティアセンターでは、市内の福祉施設や市民の方々と連携し、ご協力いただきながら、毎年

夏に「彩の国ボランティア体験プログラム」を実施し、ボランティア活動にはじめの一歩を踏み出す方を応

援しています。今年の夏は何にチャレンジする？ 

ふれあい・いきいきサロンとは、 

近所の方たちで定期的に集まってお茶を飲みながらお話したり歌ったり
身体を動かしたりと楽しい活動をしています。 
現在深谷市内では１００か所以上で開催されています。 
サロンで地域の先輩と交流しませんか♪ 

 



【施設ボランティア】 

 No. 施設名 活動内容 
受入人数 
(１日あたり) 

受入期間 
活動時間 

服装・持ち物 

高 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

齢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設 

1 
養護盲老人ホーム 

ひとみ園 
（人見 1665-3） 

入園者介助の補助(車いす移動の手伝い、 
居室での話し相手、居室の清掃、 
歩行介助等) 

４人 

7/29～8/23 
(8/12～16、 

土・日曜日除く) 
８:40～17:40 

ジャージ着用、上履き、 
タオル、弁当 
(ネイルや装飾品は不可) 

2 
特別養護老人ホーム 

ふじさわ苑 
（人見 2028-3） 

利用者の日常生活介助のお手伝い、 
入浴後の整容、食事のお手伝い(片付け)、 
レクリエーションのお手伝い 

２人 

7/29～8/23 
（8/10～18、 

土・日曜日除く） 
9:00～15:30 

活動しやすい服装、エプロン
(名札は縫い付ける)、 
上履き、弁当 

3 
特別養護老人ホーム 

むさし愛光園 
（大谷 241） 

利用者の皆様と交流(レク・クラブ活動のお
手伝い)、移動時のお手伝い、お食事のお手
伝い等 

３人 

7/29～8/23 
(土・日曜日、祝日除く) 

9：30～15:30 
（短時間でも可） 

動きやすい服装、上履き、 
タオル、筆記用具、飲み物、
弁当 

4 
特別養護老人ホーム 

あかつき 
（藤野木 117） 

レクリエーションやクラブ活動の手伝い、 
ご利用者様とのコミュニケーション、 
移動(車いすを押してあげる)等の手伝い 
※特養、ケア、デイのいずれかの事業所にて 

２人 
7/29～8/23 

（土・日曜日除く） 
9:00～15:00 

ジャージ等の活動しやすい
服装、エプロン、上履き、 
弁当 

5 
特別養護老人ホーム 

深緑苑 
（江原 570） 

入所者の介護補助（話し相手、レクリエーショ
ン、習字、体操等） 

４人 

7/29～8/23 
（土・日曜日、祝日除く） 

9:30～16:00 
（短時間でも可） 

動きやすい服装、上履き 

6 
特別養護老人ホーム 
サンライズガーデン 
（上手計 317-1） 

話し相手、レクリエーション相手、テーブル拭
き、おしぼりたたみ、衣類たたみ、清掃等 

４人 
8/1～16 

(土曜日除く) 
9:00～15:00 

ジャージ等動きやすい服
装、エプロン、着替え、 
上履き、筆記用具、弁当 

7 
特別養護老人ホーム 

かがやき 
（成塚 213） 

清掃、 
入居者の方とのコミュニケーション 

３人 
7/29～8/23 

（土・日曜日除く） 
9:30～16:00 

動きやすい服装、水筒、弁当 

8 
特別養護老人ホーム 

福寿園 
（本郷 341-1） 

利用者とのコミュニケーション、 
クラブ活動参加、食事介助の見学、 
車いす体験等 

２人 
（相談可） 

7/29～8/23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
10:00～16:00 

ジャージ等動きやすい服
装、エプロン２枚(普段用・食
事用)、上履き(かかとのある
もの)、弁当（又は昼食支給) 

9 
特別養護老人ホーム 

エンゼルの丘 
（今泉 625） 

利用者様の話し相手、食事の配膳や清掃等
の手伝い 他 

２人 
7/29～8/23 

（土・日曜日、祝日除く）
8:30～17:30 

ジャージ等動きやすい服
装、筆記用具、上履き、水分
補給用の飲み物、弁当 

10 
特別養護老人ホーム 

清風苑 
（本田 4915-1） 

利用者とのレクリエーション、清掃 ２人 
7/29～8/23 
10:00～16:00 

動きやすい服装、上履き、 
水筒 

11 
特別養護老人ホーム 

飛鳥の郷 
（上原 496） 

利用者とのふれあい(レクリエーション・食事
の配膳等)、生活環境の整備(清掃・リネン交
換等) 

３人 
7/29～8/23 

（土・日曜日、祝日除く） 
9:00～16:00 

上履き、動きやすい服装 
（ジャージ等）、上履き 

12 
特別養護老人ホーム 

ひびき 
（長在家 3976） 

利用者様とのコミュニケーション、 
レクリエーション 

２人 
7/29～8/23 
9:00～15:00 

動きやすい服装、上履き、 
飲み物、 
弁当又は昼食代(400 円) 

13 
特別養護老人ホーム 

フラワーヴィラ 
（小前田 2677） 

洗濯物たたみ、テーブル拭き、 
利用者とのコミュニケーション 

２人 
8/1～22 

(土・日曜日除く) 
9:00～15:00 

学校の体操服で可、上履き
(スニーカー等)、タオル類、
食事代(200 円) 

14 
介護老人保健施設 

はなみずき 
（柏合 1041-1） 

利用者様と一緒に活動をしたり、 
コミュニケーションをとる、清掃等を行う 

２人 

7/29～8/23 
(土・日曜日、祝日除く) 

都合のつく時間で 

ご相談ください 

ジャージ等動きやすい服装 

15 
介護老人保健施設 

FOMA・なごみ 
（新戒 413-1） 

利用者のお話相手や見守り、レクリエーショ
ンや行事の手伝い等 

５人 
7/29～8/23 

（日曜日、祝日除く） 
9:00～16:00 

動きやすい服装、エプロン、
水分補給飲料、弁当又は 
昼食代（280円） 
（昼食を注文する場合は事前に連絡） 

16 
介護老人保健施設 

あねとす 
（人見 1975） 

利用者との話相手、ストレッチャー清掃、 
レクリエーション参加、車いす清掃 

３人 
8/1～9 

（土・日曜日除く） 
9:00～15:00 

動きやすい服装、筆記用具、 
水筒、弁当 

17 
介護療養型老人保健施設 

アルメリア 
（人見 2031） 

高齢者とのふれ合い、配膳・下膳、清掃 ６人 

7/29～8/23 
（日曜日除く） 
8:30～16:00 
（上記時間内で 

都合のつく時間） 

動きやすい服装 

障 

害 

児 

・ 

者 

施 

設 

18 
社会福祉事業 みらい 

（西島町 2-1-3） 
畑作業の手伝い 
（PCスキルのある方は別途作業提供を検討します） 

２人 
8/6～9 

9：30～13：00 
汚れても良い服装、弁当 

19 
皆光園 

（人見 1998） 
利用者との会話、散歩、食事介助等 ４人 

7/30～8/23 
（月・木・土・日曜日、 

祝日除く） 
9:30～15:30 

動きやすい服装、上履き、 
弁当 

 No. 施設名 活動内容 
受入人数 

(１日あたり) 
受入期間 
活動時間 服装・持ち物 
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・  
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施 
 
 
 
 
 
 
 
 

設 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
深谷たんぽぽ 
（人見 2000） 

利用者作業の補助、 
レクリエーション活動への参加等 

３人 

7/29～8/23 
（8/11～14、 

土・日曜日除く） 
9:00～15:30 

動きやすい服装、上履き、 
弁当等 

21 
みんなのまち 
（新井 1095） 

主に知的障害のある人の見守り、日中支援
の手伝い (内職おかずカップの組立て梱
包、創作活動の手伝い、畑の水やり、草取り
（必要な日のみ）、散歩への同行（実施日の
み）、見守り) 

２人 

7/29～8/23 
(8/8、12～16、 
土・日曜日除く) 
9:00～15:00 

動きやすい服装、運動靴等
散歩や畑作業のできる外
靴、上履き、ハンカチ（タオ
ル）、帽子、筆記用具、弁当又
は昼食代(360 円) 
（昼食を注文する場合は事前連

絡必要） 

22 
エル・フォー 

（原郷 772-3） 
利用者さんの作業のサポート、 
施設外先でのポップコーン製造のサポート 

２人 

7/29～8/23 
（8/10～18、 

土・日曜日除く） 
8:50～16:00 

動きやすく清潔感のある服
装、エプロン、上履き、 
弁当又は昼食代（380 円） 

23 
ワーカーズ 

（原郷 946-7） 
障害のある方と一緒に店舗の清掃や介護施
設での洗濯作業を行う 

２人 
7/29～8/23 

(土・日曜日、祝日除く) 
9:30～16:00 

軽作業のできる服装、 
水筒等（水分補給） 

24 
ねぎぼうず作業所 
（榛沢新田 6-1） 

軒花づくり、アルミ缶つぶし、畑作業 ２人 8/19～21 
9:30～15:00 

動きやすい服装、エプロン、
着替え、上履き、 
昼食代(500円) 

25 
ライフサポート 

すまいる 
 （針ヶ谷 591-3） 

スポンジの袋詰め、ゴミ取り等 ３人 

7/29～8/23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
9：30～16：00 

動きやすい服装、 
上履き（スリッパでも可）、 
必要であれば着替え、水筒、
弁当又は昼食代（540 円） 

26 
ワークショップ・チボリ 

（山河 1058-3） 
パンの製造作業 ２人 

8/19～23 
9:00～15:30 

弁当 
（作業エプロンをお貸しします） 

27 
春日園 

（本田 3126） 

傾聴(利用者とのコミュニケーション)、 
掃除、車椅子体験、日中活動補助(スポーツ・
製作・音楽)、入浴支援(ドライヤー)、 
作業(利用者の仕事)手伝いなど 

３人 
（１人２日まで） 

7/29～8/23 
（土・日曜日、祝日除く） 

8:40～16:00 

動きやすい服装 
(ポケットのある服)、 
上履き、弁当 

28 
第２春日園 
（本田 3342） 

障害者の支援(生活面・作業) ２人 

7/29～8/23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
9:00～17:00 

動きやすい服装、 
昼食代（420円） 

29 
埼玉朝日園 

（本田 3512-1） 
作業補助（箱折り、部品入れ、荷物運び）、 
話相手、食事配膳等 

４人 
7/29～8/23 

（土・日曜日、祝日除く） 
9:00～16:00 

運動着、運動靴、帽子、 
昼食代(400円) 

30 
川本園 

（本田 7080-8） 
木工作業の手伝い ２人 

7/29～8/23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
9:00～16:30 

作業しやすい服装、上履き、
軍手、水筒、 
弁当又は昼食代(360 円) 

31 
No Side 

（長在家 1675） 

農作業班(畑の草取り、石拾い、苗の管理・準備等) 

食品班(パン・ケーキの製造、販売) 
内職班(ボールペンの組立) 

２人 

7/29～8/23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
9:30～15:30 

各班共通:上履き、水筒、 
弁当 

上記の他に 

農作業班：長靴、手袋、帽子 
食品班:エプロン、髪の毛を

被れるもの、マスク 

32 
まきの木福祉会 
（小前田 2676-6） 

利用者さんと一緒に作業をしたり、 
レクリエーションを楽しむ（調理やゲーム） 

３人 
7/29～8/9 

（土・日曜日除く） 
9：30～16：00 

動きやすく清潔な服装、 
着替え（適宜）、エプロン（あ
れば）、タオル、帽子、水筒、
昼食代（500円） 

33 
埼玉県社会福祉事業団 

花園 
（小前田 2691） 

工房はなぞの利用者との作業の手伝い １０人 
7/31 

10:00～11:00 
作業できる服装、上履き、 
エプロン 

子 

ど 

も 

の 

施 

設 

34 
樫の実保育園 
（仲町 12-6） 

保育士の手伝い 
(子どもの世話、給食を配る、掃除 他) 

２人 
8/19～23 

9:00～16:30 

動きやすい服装、エプロン
(名札縫いつけ)、上履き、 
帽子、水筒(水かお茶)、 
運動靴、昼食代(200 円) 

35 
稲荷町保育園 

（稲荷町 2-5-20） 
各クラスに入り子ども達と遊ぶ、 
食事や午睡などの手伝い、掃除等 

1 人 
8/19～20 

8:30～16:30 

動きやすい服装(ジャージ
等)、運動靴、上履き、帽子、
スリッパ、水筒、タオル、給食
用のコップ(割れにくいも
の)、お箸、スプーン、水遊び
用の服(水着・ハーフパンツ・
Tシャツなど濡れても良いも
の)、筆記用具、エプロン、 
昼食代(250 円) 

36 
のぞみ保育園 
（人見 92-1） 

乳児のお世話 
２人 

（1人 2日以内） 
7/29～8/3 
8:30～14:00 

動きやすい服装、上履き、 
タオル、帽子、運動靴、水筒、
エプロン、三角巾、マスク、 
着替え、弁当 



 No. 施設名 活動内容 
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(１日あたり) 
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56 
上柴東学童保育室 
（上柴町東 5-9-1） 

放課後、登室してきた児童の保育 
（宿題を見てあげる、室内・校庭で一
緒にあそびながら、ケガ等ない様
見守る）清掃、草取り 

２人 
7/29～8/23 

（土・日曜日、祝日除く） 

9：00～16：00 

動きやすい服装、運動靴、 
水筒、タオル、弁当 

57 
本郷学童保育室 
（針ヶ谷 503-20） 

夏休み期間中の子ども達との関わ
り 
室内遊びや外遊びなど 

３人 
8/1～9 

（土・日曜日除く） 
9：00～16：00 

動きやすい服装 
（ジャージなど）、 
スニーカー、水筒、弁当 

58 
第１岡部西学童保育室 
第２岡部西学童保育室 

（岡 2016－1） 
小学生の保育 

４人 
（相談可） 

7/29～8/23 
(8/12～16、 

土・日曜日除く) 
10:00～17:00 

動きやすい服装、スニーカ
ー、タオル、水筒、弁当 

59 
さくらんぼ学童クラブ 

（櫛引 211） 

子ども達とお掃除、外遊び、 
昼食後の皿洗いや宿題等一緒に活
動 

３人 
(中学 2年生以上) 

7/29～8/23 
(8/2、11～17、 
土・日曜日除く) 
9:00～14:00 

汚れても良い恰好、水着、 
着替え、タオル 
(昼食は給食の時と弁当の時が 

あるので事前に連絡下さい) 

60 
たけのこ学童クラブ 
（上野台 129－3） 

保育 ２人 

7/29～8/23 
(8/11～18、 

土・日曜日除く) 
9:00～16:00 

(上記時間内の希望の時

間) 

軽装で汚れても良い服装 

61 
元気学童クラブ 

（上柴町東 2－33－6） 
学童クラブに通う子どもと遊ぶ、 
雑務(掃除や草取り等) 

２人 

8/1～23 
（8/12～15、 

土・日曜日除く) 
10:00～17:00 

動きやすい服装、割れにく
い 
コップ、着替え、水筒、弁当 

62 
キッズガーデン 

アフタースクールケア 
（上柴町東 3⊸8⊸8） 

子どもとの関わり(自由時間での遊
び相手や企画イベントの手伝い、勉
強の補助)、清掃、その他(活動の手
伝い等) 

午前・午後 
３人ずつ 

7/29・30(午後のみ) 
7/31～8/23 
(8/12～16、 

土・日曜日除く) 
9:00～12:00 

又は 15:00～18:00 

動きやすく汚れても良い服
装、運動靴、室内履き、帽子、 
飲み物、(割れないコップ)、 
ハンカチ、ティッシュ 

63 
こどもとおはなしの家 
（上柴町東 5-18-1） 

放課後児童クラブで、生活・学習・読
書をサポート 
（8/8・22 は陶芸、染色等の体験活動
のボランティアを行う。） 

２人 

8/2～23 
（8/12～16、 

土・日曜日除く） 
8：30～18：00 
（相談可） 

動きやすい服装、筆記用具、 
弁当又は昼食代（350 円） 

64 
川本南 

アフタースクールケア 
（本田 4447－2） 

児童と一緒に遊んだり掃除をした
り・・・ 
とにかく子どもたちと楽しむ 

３人 

7/29～8/23 
(8/12～16、 

土・日曜日除く) 
9:00～17:00 

の間で都合のつく時間 

動きやすい服装、上履き、 
飲み物、弁当 

65 
中央学童クラブ 
（小前田 791－4） 

宿題の手助け、おやつ準備、 
室内・外遊びの補助、その他雑務 

２人 

7/29～8/23 
(8/7～16、21 

土・日曜日除く) 
9:00～17:00 

動きやすい服装、タオル、 
帽子、エプロン、弁当 

66 
花園学童クラブ 
（小前田 1463－1） 

学童時の世話(宿題を見たり、戸外
遊び等を一緒に行う) 

３人 

7/29～8/23 
（8/10～18、 

土・日曜日除く） 
9:00～12:00 

動きやすい服装（学校指定
体操着等）、着替え、タオル、 
上履き、帽子、水筒 

 
※サロン及び施設の定員になり次第受け付けを終了します。また、施設によっては昼食代等がかかることがあります。 
なお、今回のボランティア活動における保険については、社会福祉協議会にて取りまとめ、保険料は当協議会にて負担します。 

 
申込み  下記参加申込書に必要事項を記入のうえ、深谷市社会福祉協議会へお越しください。 

受付期間  ７月８日（月）～１２日（金） ８時３０分～１９時 

問い合わせ   深谷市社会福祉協議会（深谷市本住町１２－８）  ☎０４８－５７３－６５６３ 

 

 

 

令和元年度彩の国ボランティア体験プログラム 参加申込書兼同意書 

令和  年  月  日 

住 所 深谷市  （電話：           ） 

ふりがな 

氏 名 

 男 

・ 

女 

学校名 

     中学校（  年生）  

活動希望先 

第１希望 

 
 

希望活動日 

月  日 ～  月  日 

第２希望 

 
 

希望活動日 

月  日 ～  月  日 

※この申込書に記入された情報は、教育委員会等を通じて中学校に情報提供させていただく場合があります。 

標記事業に（参加者名）         が参加することに同意します。 

保護者氏名                印    緊急連絡先                 （続柄） 



 


