調布サマーボランティア2018

※

活動内容一覧表
（補足資料）

注意

詳細については、ホームページ上では公開いたしません。
詳細をお知りになりたい方は、受付期間中に当センターまでお越しく
ださい。
受付期間 7月2日(月)～1４日(土) 9：00～18：00
尚、この表をご覧いただいても、申し込みの際にご希望のプログラム
が定員に達している場合があります。

障がい分野
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo.

A

対象者

活動内容

A1

中学生、高校生、大学生、社会人

利用者の皆さんに働く喜びと働く機会を提供し、仕事を通じての自立や社会参加を支援している事業所で
す。
中・軽度の知的障がいを持つ利用者の方々と次の作業を行なってもらいます。
・パン製造・パン販売・またはそれに係わる作業
以上の作業を通じて、利用者の方々や施設を体験してもらいたいと思います。

A2

高校生、大学生、社会人

専門的支援を必要とする３～５歳児を対象とした通園療育を行う事業です。
夏まつり行事のお手伝いや会場設定、アトラクションの手伝いなどを行なってもらいます。前日準備からご参
加をお願いします。
(就労移行事業)
所内清掃や公園清掃を主に行なっています。また、喫茶店で接客の練習も行なっています。

A3

中学生、高校生、大学生、社会人

A6

大学生、社会人

A7

高校生、大学生、社会人

知的障がいのある利用者と一緒に古紙回収、工場からの受注作業、公園清掃等を行ないます。体操教室、
音楽教室、水泳教室、ウォーキング等仕事以外のクラブ活動もあります。

A8

中学生、高校生、大学生、社会人

音声ガイドという補助があれば、視覚に障がいがあっても映画を楽しむことができます。一緒に音声ガイド付
き映画を観て、視覚障がい者と共に楽しさ、素晴らしさを体験する時間を持ちましょう。音声ガイドのための朗
読体験や視覚障がい者の誘導なども体験します。この体験を通して身近に障がい者と触れ合い、また、普通
に見ていた映画の奥行きの深さ(イメージを楽しむこと)を感じることが出来たらと思います。最近ユーディー
キャスト映画と音声ガイドを同期化させるソフトが普及しつつあり、その体験も計画している。映画って素晴ら
しいよ！

A9

中学生、高校生、大学生、社会人
どなたでも

スルーネットピンポンサークルの活動補助

A10

高校生、大学生、社会人

小学2年生から高校1年生の発達に障がいのある児童の放課後を豊かにし、発達を促すと共に、地域の方に
開かれた活動をすることを目的として活動している事業所です。
障がいのある小学生および中学生の遊び相手。保育活動全般。
(例:調理の手伝い、昼食後のリラックスタイム見守り、プール活動や散歩、水遊び等付き添い)

(就労継続支援B型事業)
作業所では企業から受注している作業を行なっています。
作業としてはお菓子の箱詰めや箱折り等です。
この様な作業を利用者の方々と一緒に行ない、体験していただきます。
中学生・高校生を対象に主に室内レクリエーション、公園あそび、散歩、水遊び、プール、調理、遠足等で、
あそびを豊かにし、集団生活を通じて社会性を育む事を目指しています。

A12

大学生、社会人

障がい、発達の遅れのある子どもたち(小1～高3)の放課後・余暇支援を行なっている放課後等デイサービス
事業所です。
内容は外出活動(水族館・博物館・公園他)や調理活動等

A13

中学生、高校生、大学生、社会人

心身障がい児の放課後等デイサービス事業所です。
放課後活動、学齢の子どもたちと一緒に遊びます。
総合体育館でプールの活動 7月25日(水)、8月8日(水)午後22日(水)午後。
その他午前にもプールの引率の場合もあります。（申込時に問い合わせてください）

A14

高校生、大学生、社会人

心身障がい児の放課後等デイサービス事業所です。
放課後活動、学齢の子どもたちと一緒に遊びます。
総合体育館でプールの活動 ８日(水)午後、22日(水)午後。
その他午前にも、調布支援学校のプール引率の場合もあります。
（申込時に問い合わせてください）
※男性ボランティア体験者歓迎(プールや外出補助のため)

A15

高校生、大学生、社会人

知的障がいのある利用者と一緒に古紙回収、工場からの受注作業、公園清掃等を行います。
体操教室、音楽教室、水泳教室、ウォーキングなど仕事以外のクラブ活動の引率(同行)もあります。

A16

中学生、高校生、大学生、社会人

障がいのある方の余暇活動支援(声かけ、移動、配膳など)。
一緒に楽しく踊りましょう。
多くの方のご参加をお待ちしております。

中学生、高校生、大学生、社会人
※中学生は１日最大３名を目安。

①「こども夏祭り」
近所の子どもたちと手作りおばけ屋敷、綿菓子、金魚すくい等で遊びます。障がいのある子どもの個別ﾊﾟｰﾄ
ﾅｰ、おばけ屋敷や綿菓子、金魚すくい等の各ｺｰﾅｰの担当や受付等。
②「夏休みあそぼークラブ(教室開放＆学童保育)」
卓球やトランプなど色々な遊びを用意して、子どもたちは自由に好きなことをして過ごします。障がいをもった
子の個別パートナーや地域の子どもの遊び相手。ランチやおやつ作り・音楽タイムのサポートなど。

高校生、大学生、社会人
※ただし高校生2名までが望ましい
(相談可)

「ミント」活動…障がいがあっても「地域で普通に暮らす」ことを願い暮らしている人たちの日中活動です。曜
日や時間帯によって様々な活動をしています(音楽、料理、スポーツ、アート、えるぶバッグヤード仕事、話合
い等)
※やっていただきたいこと
・プログラム参加による盛り上げ・雰囲気づくり、進行補佐、ペアを組んで一緒に活動する等
・準備、片付けなど

高校生、大学生、社会人
※但し高校生は2名まで

①「ESサークル」…メンバーのやりたい事・しゃべりたいこと(例/手話、メイク、料理、恋バナ、仕事、時事問
題？等)を共に学んだり、しゃべったりして、友達になりませんか？
②「ホビークラブ」…パソコン＆カフェ・音楽の2部屋使って自由に過ごします。
③「EC(英会話)サークル」…ネイティブ講師による英会話レッスンとTeaTime。
各活動でやっていただきたい事
・障がいメンバーの個別パートナーやグループでの配慮
・プログラム参加による雰囲気作り・進行補佐
・準備や片付け等

高校生、大学生、社会人
④18歳以上の方のみ また看護師
資格もっている方大歓迎

①「プール」～水泳指導や水中ダンス、グループ対抗ゲーム等、いろいろな運動や遊び～
個別パートナー/行き帰りの引率補助
②「レッツ・ミュージック」～専門講師による生カラオケやダンスの振付などを楽しむ音楽～
一緒に歌ったり、踊ったりして盛り上げ役/障がいメンバーのサポート/ダンス
③のびのびアート(絵画教室)」～専門講師による絵画指導、染め物等～
④「日帰りバスハイク」【18歳以上】大型バスを貸し切って、八景島シーパラダイスまたは伊豆フルーツパーク
(検討中)へ障がいをもった同世代の仲間と共に行くバスハイク。個別パートナー/少人数グループ(6～7名)の
グループリーダー/車内レク等

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

中学生、高校生、大学生、社会人
（※中高生は男性のみ 大学生～は 利用者の日中活動を体験、移動補助など職員補助
女性可）
高校・大学・短大・専門学校で教育・
福祉課程を専攻している方または関
障がいのあるお子さんの生活支援・遊び・見守りを行う活動です。
心がある方

高校生、大学生、社会人

高校生、大学生、社会人

主に中高生の発達に障がいのある児童の放課後を豊かにし、発達を促すと共に、地域の方に開かれた活動
をすることを目的として活動している事業所です。障がいのある中学生、高校生の遊び相手。保育活動全
般。(例:調理の手伝い、昼食後のリラックスタイム見守り、プール活動や散歩、水遊び等付き添い)。その他に
も色々な活動を行っていく予定です。

小学校1年生から高校3年生の発達に障がいのある児童の放課後(長期休み)活動の支援です。
公園や博物館に行ったり、調理をやったり、時には宿題を見てあげたりしています。

高齢分野
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo.

B

対象者

活動内容

高校生、大学生、社会人

レクリエーション介助、ご利用者の話し相手(話したい内容を予め考えておいてください)
車いすの操作介助

B2

大学生、社会人

デイサービスでの活動となります。
AM:体操・茶話会・レクリエーションの補助
昼食:食事の盛付けや配膳、一緒に食事をして下膳
PM:レクリエーションの補助、おやつの手伝い
レクリエーション⇒散歩・書道・音楽・創作活動・ゲームなど提供

B3

中学生、高校生、大学生、社会人

夏祭りの準備・片付け
模擬店のお手伝い等

B4

中学生、高校生、大学生

昔懐かしい玩具(お手玉、こま、豆タンク、竹笛)を作る

B5

中学生、高校生、大学生、社会人

ご利用者様とのふれあい等

B6

中学生、高校生、大学生、社会人

B1

高齢者在宅サービスセンターを利用されている高齢者の方々との交流、お食事、お茶、おやつ配り等のお手
伝い、掃除、装飾作り等。
☆7/22 （日）については夏祭り模擬店等のお手伝い。

B7

高校生、大学生、社会人

高齢者のお話し相手、レクリエーション補助、洗髪後のヘアードライ

B8

高校生、大学生、社会人

シーツ交換の手伝い
車いすの清掃など（空気入れ）
浴室掃除（床をデッキブラシで磨く等）、利用者との会話

B9

高校生、大学生、社会人

利用者へのお茶出し、茶碗洗い、その他

B10

中学生、高校生、大学生、社会人

利用者の日中活動を体験、移動補助など職員補助。

B11

高校生、大学生、社会人

調理ボランティアとして参加してもらい、食事の用意、会場のセッティング、利用者さんとの会話を楽しんでも
らう。

B12

高校生、大学生、社会人

調理ボランティアとして参加してもらい、食事の用意、会場のセッティング、利用者さんとの会話を楽しんでも
らう。

B13

高校生、大学生、社会人

調理ボランティアとして参加してもらい、食事の用意、会場のセッティング、利用者さんとの会話を楽しんでも
らう。

B14

中学生、高校生、大学生、社会人

高齢者の通所事業における、利用者との交流、ボランティアの手伝い、趣味活動体験や各自の得意分野の
レクリエーション提供体験など

B15

中学生、高校生、大学生、社会人

高齢者の通所事業における、利用者との交流、ボランティアの手伝い、趣味活動体験や各自の得意分野の
レクリエーション提供体験など

B16

中学生、高校生、大学生、社会人

高齢者の通所事業における、利用者との交流、ボランティアの手伝い、趣味活動体験や各自の得意分野の
レクリエーション提供体験など

B17

中学生、高校生、大学生、社会人

高齢者の通所事業における、利用者との交流、ボランティアの手伝い、趣味活動体験や各自の得意分野の
レクリエーション提供体験など

B18

高校生、大学生、社会人

毎年恒例行事「ふうりん祭り＝夏祭り」を実施します。当日のお手伝い(会場設営、模擬店など)をしてくださる
ボランティアさんを募集します。体力に自信のある高校生以上の方大歓迎です。
準備後片づけは出来る範囲でお願いします。

子ども分野
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo.

C

対象者

活動内容

C1

高校生

環境の整備

C2

高校生、大学生、社会人

保育準備、片付け、掃除、草取り、子どもの世話、プールの後始末

C3

高校生、大学生、社会人

子どもと関わりながら保育園での様々な活動を体験する。
(子どもの介助・部屋の掃除・室内外の環境整備等)

C4

中学生、高校生、大学生、社会人

保育補助(子どもと一緒に遊ぶ)、掃除、保育準備等

C5

高校生、大学生、社会人

※女性のみの募集
保育園の草取り、保育補助、掃除、保育準備等

C6

高校生、大学生、社会人

乳幼児の保育補助や環境整備等

C7

高校生、大学生、社会人

保育補助業務(プールの補助・掃除・保育補助)

C8

高校生、大学生、社会人

園舎内外の掃除、保育活動、その他

C9

中学生、高校生、大学生、社会人

子どもたちとの関わり、保育士の補助、園全体の仕事
※学校の課題や職員研修の方は、状況により受け入れます。

C10

高校生、大学生、社会人

遊具の整理、子供と遊ぶ(保育補助)、掃除

C11

高校生、大学生

玩具あらい、草とり、掃除、子どもとのふれあいなど保育補助、園内清掃など

C12

高校生、大学生、社会人

乳幼児の保育補助、室内装飾等の補助
園舎・園庭の清掃、草むしり、オムツたたみ、布団敷き等

C13

高校生、大学生、社会人

保育の手伝い(子どもの見守り、散歩の付き添い、一緒に遊ぶ、着脱の介助等)
掃除、片付け、制作、草取り等

C14

中学生、高校生、大学生

乳幼児の保育補助をしていただきます。オムツ替え、食事介助など、乳幼児と関わりながら職員と共に子ど
もへの援助を行います。

C15

高校生、大学生、社会人

保育補助、施設内の環境整備など

C16

高校生、大学生、社会人

午前は子育てひろば幼児プールの補助中心。
午後は児童館事業・学童クラブ事業の補助。
児童の相手だけでなく、安心、安全に利用できるよう施設内の環境整備など。
おばけやしきの準備等も体験。(8月6日～8月10日)

C18

大学生

日常の児童館で行われる業務一般、子どもたちの相手など
乳幼児プールの準備から片づけまで

C19

高校生、大学生、社会人（教員研修
可）
「乳幼児とのふれあい」については中
学生も可

・乳幼児とのふれあい(主に0歳～3歳くらいまでの親子とあそびます）
・学童クラブ事業の補助、児童館事業の補助、子育てひろば事業の補助
8/8(水)、9(木)、 9:00～17:30 おばけやしきと夏まつり体験希望者は8/7(火) 9:00～17:30の作業もお手伝い
ください。

C20

高校生、大学生

児童館・子育て・学童クラブ各事業補助

C21

高校生、大学生、社会人
※子どもが好きな方、将来、子どもの 小・中学生の相手、行事準備の作業、学童クラブの子どもたちの世話等
関係の仕事に就きたいと思っている 子育てひろば利用親子、一般来館小・中学生・高校生、学童クラブ児童を対象とする業務補助
方、大歓迎です。

C22

子どもと一緒に(主に小学生)生活します。掃除して、勉強して、遊んで・・・
高校生、大学生 ※国領地域にお住 子どもといっぱいあそびます。
まいの方以外
8/10(月)～14(金)の期間に児童館の「おばけやしき」を実施予定です。
そのお手伝いや、小学生スタッフの補助をお願いします。

その他分野
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo.

D

対象者

活動内容

D1

中学生、高校生、大学生

公園や仙川周辺の清掃

D2

高校生以上(市内に在住か在学の
方)

書架整理、予約本の回収、本の清拭など

D3

①中学生・高校生・大学生・社会人
②大学生・社会人
③高校生・大学生・社会人

全3種（①～③で個別表記にしています。）
①サンデー・マティネ・コンサート
200回以上開催されている人気無料コンサートの受付準備・受付対応・片づけ。
②せんがわピアノオーディション
ピアノオーディション(一般観覧あり）の受付準備・受付対応・片づけ。
③おらほせんがわ夏まつり
地元の祭りである、おらほせんがわ夏祭りのイベントの運営補助。

D4

中学生、高校生、大学生、社会人

野ヶ谷の郷が加入している「梅の湯商店会」主催の納涼祭でのお手伝い。
(野ヶ谷の郷では昔遊びや折り紙づくりなどの取り組みや焼そば販売などを担当します)

D5

高校生、大学生、社会人

調布・福島フレンドリーカップ事業における福島の子ども達の引率、サッカー大会での大会運営補助(引率、
飲料の準備、他)および子ども達の応援。
主な活動
8/4(土) 12:00頃集合 勉強会準備→子どもたちのお出迎え(味スタ周辺)→ミニサッカー会場までの引率→
サッカー交流(ミズノフットサルプラザ)、宿泊先までの引率 17:00頃まで
8/5(日) 12:00頃集合 サッカー交流(ミズノフットサルプラザ)応援→Jリーグ観戦引率(味スタ)→宿泊先までの
引率 22:00頃まで
8/6(月) 朝食準備、子ども達お見送り 9:00頃まで

D6

中学生、高校生、大学生、社会人

「深大寺 夕涼みの会2018」の手伝い
（本部受付、浴衣着付け補助、足水、子ども水遊び受付など）

D7

中学生以上でしたらどなたでも

夏休み地域イベントの際の、ボランティアスタッフ「夏休み 親子で体験！」
ミニ手話レッスン、ぬり絵でマイバック、手作りゲームあそび、折り紙、大人のぬり絵体験、ビーズ、手芸和太
鼓体験、ボッチャ体験、アロマ芳香剤づくり、ほか ボランティア団体の当日の手伝い
参加対象は、幼児から小学生とその保護者

D8

高校生、大学生、社会人

国領小学校の子どもたちを中心に、その弟くん妹さんもいっぱい来てとってもにぎやかですよ。
調理のお手伝いでも良いし、食事のあと子どもたちとゲームで遊んだり、おしゃべりするだけでも結構です。
その中から”地域の居場所”という取り組みを感じ取っていただきたいと思っています。

