
彩の国 

ボランティア体験プログラム 
～彩の国ボランティア体験プログラム 2021 in 鶴ヶ島～ 

 

 

昨年度同様、コロナ禍でボランティア活動が難しい中ではありますが、「お家でで

きる社会貢献活動」「感染対策をして行う対面での社会貢献活動」を企画しており

ます！ 

コロナ禍の今だからこそ、ボランティア活動にチャレンジしてみませんか？ 

小学生から大人まで、家族や友達と、一人での参加も大歓迎！！ 

※希望者には、活動証明書を発行します！（詳しくは裏面を確認ください） 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会 

鶴ヶ島市三ツ木１６－１（市役所６階） 

電話 049-271-6011（平日 午前９時から午後５時） 

①体験プログラムを選ぶ！ 

②申込みをする 

申込み期間：７月１２日（月）から７月２６日（月）まで 

※⑦～㉕を除く 

※申込み期間を過ぎている場合は、電話にてご相談ください。 

申込み：パソコン、スマートフォンから 

「申込みフォーム」に入力をしてください。 

※パソコンからは、「鶴ヶ島市 社協」で検索して 

→彩の国ボランティア体験プログラム 202１を確認！ 

③ボランティア・社会貢献活動をする！ 

※作り方などは、ホームページに掲載します。 

プログラムの 

参加方法 

 

申込用 QRコード 

 

 

 

 

 

ホームページ 

QRコード 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

プログラムの見方 

プログラム№ 

プロプログラム名 

内容活動内容 

対象対象 

会場会場 

持物持ち物 

その他その他 

プログラム№２ 

プロおうちで作って、寄付しよう！ 

（布ボール） 

内容布ボールを作ろう！ 

※製作物は保育園に寄付されます。 

対象小学生から大人まで 

会場・持物特になし 

その他材料はご負担ください。 

協力：ちゅうちゅうサロン 

    第二はちの巣保育園 

プログラム№１ 

プロおうちで考えてみよう！ 

ボランティア・社会貢献活動！ 

内容自分にできるボランティア活動や社会貢献活動を

考えてみましょう！ 

対象小学生から大人まで 

会場・持物特になし 

その他受付後に記入用のシートをお渡しします 

 

プログラム№４ 

プロおうちで作って、寄付しよう！ 

（高齢者施設のお祭り飾りつけ） 

内容お祭りで使う飾りつけや 

（輪飾り）を作ろう！ 

※製作物は高齢者施設に寄付をします。 

対象小学生まで 

会場・持物特になし 

その他材料はご負担ください 

協力：SOMPO ケア ラヴィーレ鶴ヶ島 

   鶴ヶ島ナーシングホーム 

お家で、できるボランティア活動 

プログラム№３ 

プロおうちで作って、寄付しよう！ 

（マグネットの魚釣り） 

内容マグネットの魚釣りを作ろう！ 

※製作物は高齢者施設に寄付されます。 

対象小学生から大人まで 

会場・持物特になし 

その他材料はご負担ください。 

協力：鶴ヶ島ほほえみの郷 

 

プログラム№５ 

プロおうちで作って、寄付しよう！ 

（高齢者施設の足置き台）目指せ 50個！ 

内容椅子に座るときの、高さ調整用の 

（牛乳パックで作る）足置き台を作ろう！ 

※製作物は高齢者施設に寄付をします。 

対象小学生から大人まで 

会場・持物特になし 

その他材料はご負担ください 

協力：みどりの風鶴ヶ島 

   SOMPO ケア ラヴィーレ鶴ヶ島 

   デイサービス ベルグルー 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム№７・８ 

プロ施設の草むしり・窓ふきやベランダ等の

掃除 

内容 ・鶴ヶ島ほほえみの郷での草むしり、

窓掃除、網戸や桟のお掃除 

  ・みどりの風鶴ヶ島での窓ふき、ベラン

ダのお掃除 

対象中学生から大人まで（親子参加 OK） 

会場⑦ 鶴ヶ島ほほえみの郷 

⑧ みどりの風鶴ヶ島 

日時⑦⑧８月 1 日（日）～8 月 31 日

（月）の間で調整します。 

受付締切 ⑦⑧ 7月 26日（月） 

持物汚れてもよい服装 

その他協力 鶴ヶ島ほほえみの郷 

      みどりの風鶴ヶ島 

 

 

プログラム№６ 

プロ鶴ヶ島をきれいにしよう！ 

内容おうちの周りのゴミ拾いや掃除をしてまち

をきれいにしよう！ 

対象小学生から大人まで 

会場自宅周辺など 持物特になし 

その他道路などの危険な場所を避けてくださ

い。 

プログラム№１０ 

プロみんなで作ろう！（布ボール） 

内容布ボールの作り方を教えてもらいながら

製作をしよう！（プログラム No3 の製作物

と同じものを、サロンの人たちに教えてもら

いながら作ります） 

※製作物は保育園に寄付されます。 

対象小学生から大人まで（親子参加 OK） 

会場 南市民センター 

日時 ７月２６日（月）午後１時３０分～ 

受付締切  ７月２０日（火） 

持物 裁縫道具、フェイスタオル 1枚、 

わた（100円ショップの綿１袋） 

その他協力：ちゅうちゅうサロン 

                  第二はちの巣保育園 

      あたご保育園 

お家を飛び出して、できるボランティア活動 

プログラム№１１ 

プロステップの手伝いをしよう！ 

内容 生活支援員および職業指導員の補助 

対象中学生から大人まで 1日につき 2名まで 

（定員になり次第締め切ります） 

会場就労継続支援 B型事業所 ステップ 

日時８月 2日（月）～ 8月 31日（月）  

月曜日～土曜日（祝日除く） 

受付締切 ７月２６日（月）      

持物エプロン、上履き、弁当 

 

プログラム№９ 

プロみんなで作ろう！（竹とんぼ） 

内容竹とんぼを製作しよう！ 

※製作物は保育園に寄付されます。 

対象小学生から大人まで 7名まで 

会場 東市民センター 

日時 8月 3日（火） 午後１時～４時 

受付締切 ７月２６日（月） 

持物 改めて案内します 

その他協力：壮年塾Gのつどい 

                   第二はちの巣保育園  

HP User
タイプライターテキスト
まん延防止等重点措置により中止とします



 

 

  

プログラム№１３・１４・１５ 

プロ市民の森整備活動体験 

内容 ⑬森の整備活動 

⑭森と飯盛川の整備活動 

⑮森と大谷川の整備活動 

対象中学生から大人まで（親子参加 OK） 

会場⑬ 五味ケ谷市民の森 

⑭ 高倉市民の森 

⑮ 藤金市民の森 

日時⑬ 7月 2４日（土）午前９時～12時  

⑭ ８月 ７日（土）午前９時～12時 

⑮ 8月２８日（土）午前９時～12時 

受付締切 ⑬ 7月１６日（金） 

⑭ ７月３０日（金） ⑮ ８月１８日（水） 

持物長ズボン、長袖シャツ（汚れても良い服

装）、トレッキングシューズ、やぶ蚊対策、飲

料 

※⑭と⑮の参加者は濡れてもいい服装 

その他協力 NPO 法人 

つるがしま里山サポートクラブ 

 

プログラム№１２ 

プロ保育園の手伝いをしよう！ 

内容 保育補助、保育室の掃除など 

対象高校生から大学生まで（連続３日以上可能

な人に限ります） 

1 日につき 2 名まで（定員になり次第締め

切ります） 

会場笹久保さくら保育園 

日時８月 2日（月）～ 8月２７日（金） 

  月曜日～金曜日 午前 9時～午後５時 

（8 月 10 日（火）～8 月 16 日（月）は除

く） 

受付締切７月２１日（水）        

持物動きやすい服装、エプロン、運動靴、上履

き、帽子、箸、コップ、筆記用具、昼食代 300

円 

※事前の健康チェック表の提出が必要です。 

プログラム№１６～２１ 

プロ演芸を披露しよう！ 

内容 お笑い、寸劇、ダンス、なぞなぞ、紙芝居などを披露（感染対策に配慮をお願いします） 

対象 年齢制限なし。グループ参加歓迎！ 各回１団体まで、30分程度の出し物。 

日時 場所 協力団体 

⑯7月 28日（水） 午前 10時～１２時 

⑰８月２５日（水） 午前 10時～１２時 

ウェルシア鶴ヶ島新町店 

(鶴ヶ島市 新町 1-6-2) 

おやじの会 

⑱7月 28日（水） 午後 1時 30分～ 

⑲８月 2５日（水） 午後 1時 30分～ 

五味ヶ谷自治会館 
(鶴ヶ島市五味ヶ谷 146) 

あじさい 

⑳８月９日（月）  午後 1時３０分～３時 

㉑８月３０日（月） 午後 1時３０分～３時 

北市民センター 

(鶴ヶ島市大字脚折 2171-1) 

さくら草 

受付締切 ⑯～㉑７月２１日（水） 正午まで       

 

 

 

HP User
タイプライターテキスト
まん延防止等重点措置により中止とします

HP User
タイプライターテキスト
まん延防止等重点措置により中止とします



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

プログラム№２５ 

プロオンラインでつながる講座 

内容 高齢者にスマートフォンアプリ「LINE」

の使用方法を説明する。また、LINE の通話機

能を使用して高齢者との交流をする。 

対象中学生から大学生までで、スマートフォン

またはタブレットをお持ちの方（7 月 29

日・８月２６日を含め数日に渡って参加可

能な人に限ります） 

会場鶴ヶ島市役所６階会議室・食堂 

日時７月 2９日（木） 午前１０時～午後４時 

８月２６日（木） 午前２時３０分～午後４時 

オンラインでの交流日程はグループごとに調整 

受付締切７月２１日（水） 正午まで       

持物スマートフォンまたはタブレット、筆記用

具、弁当、飲料 

お家の中と外、両方で行なうボランティア！ 

 

 

 

オンラインでつながる講座の

申込みのみ、左の QR コード

で申し込みをお願いします。 

プログラム№２２・２３ 

プロおうちや地域の防災について、考えてみよう！ 

内容事前に、防災チェックシートで確認し、身近な災害に備えよう！ 

また、炊き出し体験や応急手当講座を通じ、災害について考えを深めよう！ 

対象小学生から大人まで 

会場㉒鶴ヶ島市高倉個人宅 ㉓市役所 101・102会議室 

日時㉒炊き出し体験 ８月１日（日）午前９時～12時 

  ㉓応急手当講座 8月２４日（火）午前 10時～12時 

その他チェックシートや体験等詳細は、「参加にあたって」をご確認ください。 

※事前に健康チェック表の提出が必要です。 

協力：鶴ヶ島市赤十字奉仕団 

プログラム№２４ 

プロ赤い羽根共同募金運動で使用する啓発グッ

ズを作ろう！ 

内容募金活動に使用する呼びかけの音源製作や

ポスター、募金箱の製作 

※製作物は街頭募金活動等使用します。 

対象小学生から大人まで 

会場中央図書館（呼びかけ音源の録音時のみ） 

製作品提出締切 ８月 ３１日（火） 

その他 製作物のサイズ等詳細は、「参加にあた

って」をご確認ください。 

※事前に健康チェック表の提出が必要です。 

協力：鶴ヶ島音訳ボランティアサークル  

せせらぎ 

 

 



彩の国ボランティア体験プログラム２０２１in 鶴ヶ島 

活動期間      ７月２０日（火）～９月３０日（木）  

提出物等の締め切り ９月３０日まで（木） 

提出物等の提出先  鶴ヶ島市社会福祉協議会（鶴ヶ島市役所６階） 

対 象  小学生から大人まで （家族、グループでの参加もできます！） 

参加費  無料（個別の材料費等は負担ください） 

保険加入 ボランティア体験プログラムは、ボランティア行事用保険に加入 

します。（保険料は、鶴ヶ島市社会福祉協議会が負担します。） 

受付期間 窓口：７月１５日（木）から７月２８日（水）まで 

オンライン：７月１２日（月）から７月２６日（月）まで 

 ⑦～㉕を除く 

受付方法 【窓口】鶴ヶ島市社会福祉協議会事務局（市役所６階）で申し込

み書類に記入 

【オンライン】パソコン、スマートフォンから申込みフォームに入力。 

    ※表紙のQRコードまたは、鶴ヶ島市社会福祉協議会の HPより 

ボランティア活動証明書を希望する方は  

①活動の様子がわかる画像や動画（制作物だけではなく、作業中の人物の様

子が映っているもの） ②参加者アンケート ③申請書 ④返信用封筒

（84円切手を貼ってください） の提出をお願いします。 

 ※②③の様式はHPよりダウンロードしてください。 

★鶴ヶ島市内の小中学生は学校に直接お渡ししますので、③と④の提出は

不要です。 

 

お願い ボランティア体験プログラムの様子を撮影した写真等は広報や 

HP等に掲載することがありますので、予めご了承ください。 




