
実施プログラム ● 子育て支援施設 ■ 障がい者支援施設   ▲高齢者支援施設   ※体験内容は施設等の都合により、変更となる場合があります。予めご了承ください。 

●認定こども園 

 ④アリス認定こども園  
     高校生～専門・大学生 

  

 
 

  

   
  活動日時：8/6(火)～8/８(木) 

        8時50分～16時30分 
 内 容：園児と一緒に過ごし、遊びや 
     学びなど、保育教諭の仕事を 
     体験してみましょう！ 
 募集人数：1日３名(女性のみ) 
 所在地：勇舞1丁目１－１ 
 留意点：弁当持参、学校指定ジャージ 
     着用（フード付き禁止） 
     髪は顔にかからないようまと 
     めてください。 

●認定こども園 

 ①住吉認定こども園 

       高校生～社会人 

  

 

 
  活動日時：期間中随時※日曜祝日を除く 

      ９時００分～１７時３０分 

 内 容：保育の補助、子どもの生活 

     介助、遊びの見守り等 

 募集人数：1日2～3名 

 所在地 ：豊里3丁目９－５ 

 留意点 ：弁当・外靴（運動靴）・着 

      替えを持参 

      動きやすく清潔な服装 

     （ジャージは裾をひきずらない 

                  もの、ノースリーブ不可） 
      爪は短く、長い髪は結んでく 
      ださい。 

●認可保育所 

 ③向陽台保育園   

       中学生～社会人 
  

 

 

 

 

 活動日時：期間中随時※日・祝日を除く 

       ８時45分～17時00分 

 内 容：子どもと一緒に遊ぶ、食事 

     ・排せつ介助等(クラスによる) 

 募集人数：1日2～3名 
 所在地：若草5丁目２－２ 
  留意点：弁当（主食のみ）持参、又は 
     昼食代200円 
     上靴を持参（裸足でも可） 
      服装は動きやすく清潔なもの 
     を着用してください。 

■就労移行支援、就労継続支援施設 

①いずみワークセンター 
    高校生～社会人  
 

 
 

  
  

 活動日時：8/12(月) 

       ９時00分～16時00分 

 内 容：クリーニングでの軽作業が主で 

     す。状況により製パンでの補助 

     作業になる場合もあります。 

     利用者との交流  
 募集人数：1日３名 
   所在地：清流２丁目４－４ 
   留意点：上靴・名札持参 
     昼食は施設で用意 

知的・発達障がいのある方々が、就労また

は施設での作業を目的に通所しています。 

製菓・製パン、クリーニングの作業をして

います。 

■障がい者通所施設 

②障がい者支援センターめいぷる  

        高校生～社会人 

  

 
 
 
   
 活動日時：期間中随時 

       ９時３0分～16時00分 

      ※土曜・日曜除く 

 内 容：作業活動、レク・散歩等 

 募集人数：1日1～2名 

 所在地：自由ヶ丘３丁目10‐11 
 留意点：上靴・エプロン持参、動きやす 
     い服装 
    （スカート、アクセサリー不可） 
     昼食代500円 
        

在宅で暮らす障がい者が日中通所し、
必要な介護を受けながら軽作業や余
暇活動をしながら、地域の中で社会
参加することを支援します。 

昭和59年開園。定員80名（６ヶ月～５

歳） 

自然の中でたっぷりと遊び、のびのびと育

つ保育を目指しています。 

昭和50年に千歳初の認可保育園として設立 

平成29年4月より、認定こども園に移行 

園児数は93名（２歳～５歳・6/15現在） 

 保育園と幼稚園の機能を併せ持った
教育施設です。園庭の芝生の上を裸足
で遊んだり、和太鼓指導を行ったり、
様々な遊びの中で子ども達の豊かな感

■就労継続支援、生活介護施設 

 ⑦支援センターゆみな  

         小学生と保護者～社会人 
  
 
  
 活動日時：期間中随時 

      ※土日祝日及び8/13～8/15を除く 

 ①オープンカフェゆみな：9時00分～16時00分 

 ②生活介護ステーションゆみな：９時00分～15時00分 

 内 容：委託作業、パン製造・販売等 

 募集人数：１日２～３名（①２～３名、②２～３名） 

 所在地：花園1丁目１－１（①オープンカフェゆみな） 

     青葉１丁目９－４（②生活介護ステーション） 

 留意点：上靴、エプロン、動きやすい服装 

     昼食は弁当持参、または昼食代300円を 

     ご持参ください。 
 「オープンカフェゆみな」と「生活介護ステーションゆみ 
な」のどちらでも体験できます。ご希望をお知らせください。 

①就労継続支援B型（パン製造・販売等)及び②生活介護

型（委託作業等の日中活動）の多機能事業所です。 

■施設入所・生活介護施設 

 ⑤障がい者支援施設いずみ 
      高校生～専門・大学生 

 
 
 

  
  
   活動日時：8／９（金） 

      ９時30分～15時00分 

 内 容：掃除、作業体験、見学等 
 募集人数：1日４名 
 所在地：泉郷403-9 

 留意点：動きやすい服装と靴、帽子、 

     タオル、飲み物を持参 

     なお、昼食は不要です。 

     交通手段：要相談 

介護等の支援が必要な利用者に対し、個
別支援、安全で生き生きとした生活の場
を提供しています。 

■生活介護施設(通所) 

④障がい者支援センターキラリ 
     専門・大学生～社会人 

  

 

 
 

  

 活動日時：期間中随時 

      9時０0分～1５時00分 
 内 容：作業体験、利用者との交流 

 所在地：春日町3丁目5-1 
 募集人数：１日１～２名 

 留意点：弁当または昼食代（411円）、 
     作業に適した服装、室内靴 

知的障がいを持つ18歳以上の利用者が通
所しています。利用者は47名、職員は
14名です。 

■児童発達支援・放課後等デイサービス 
 ⑥児童発達支援事業所 ぱすてる 
         高校生～社会人 

  
 
 

 

   
  活動日時：8/1(木)～8/2(金)、8/5(月)～ 

      8/9(金)、8/19(月)～8/23(金)、 

      8/26(月)～8/30(金) 

       12時50分～16時30分      

 内 容：障がい児童との遊びを通してのふ 

     れあい（ 屋内、公園での遊び） 

 募集人数：1日4名 

   所在地：春日町3丁目5-1 

 留意点：上靴・帽子を持参、軽装でご参 
     加ください。 

発達に支援が必要な児童に個別指導、生
活習慣の指導、創作的活動、集団生活へ
の適応のための訓練を行っています。 

■障がい当事者団体 

③千歳視覚障害者福祉協会 
       中学生～社会人 
 

  
 
 

 活動日時： 

  8/17(土) 11時00分～17時00分 

   ８/18(日)   8時45分～16時00分 

 内 容：道内サウンドテーブルテニス交 

     流会支援（障がいのある方のガ 

     イドヘルプ、ボールパーソン、 

     会場準備・後片付けなど） 

 募集人数：1日3名 

 活動場所：千歳市総合福祉センター４階 

      401号室・402号室（千歳 

      市東雲町２丁目34） 

千歳市在住の視覚障がい者により組

織され、自立更生の促進と福祉の向

上を目的に活動しています。 

▲介護老人福祉施設 
①特別養護老人ホーム 暢寿園       
                       高校生～社会人  

 
 
 
  
 
  
  活動日時：8/３(土)・8/7(水)、 

      8/21(水)、8/28(水) 

 ※３日（盆踊り行事）： 
  ９時50分～18時00分 
  ３日以外：9時20分～16時00分 

  内 容：環境整備、利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ､ 
              食事･後片付け等 
  募集人数：1日3名（３日のみ５名） 

  所在地：富丘２丁目7-5 
  留意点：弁当・上靴・エプロン、タオル持 
      参、動きやすい服装 

             （ジャージ、Tシャツ等） 

「わたしらしい笑顔、あなたらしい
笑顔は小さな心づかいから」の理念
に基づき、利用者の尊厳を守り、安
心してお暮らしいただけるサービス
の提供を目指しております。 

▲介護老人福祉施設 
 ④新富デイサービスセンター 
      専門・大学生～社会人 

  
 
 
  
  

  

 活動日時：期間中随時 ※日曜日を除く 
      ９時５0分～15時10分 
 内 容：利用者に対する傾聴、レクリ 
     エーション補助、水分提供、 
     配膳手伝いなど 
 募集人数：１日１名 
 所在地：新富１丁目３－５ 
 留意点：弁当・上靴持参、服装はポロ 

     シャツ又はＴシャツ、ジャー 

     ジ着用。 

自宅～施設までの送迎・入浴・食事・体
操・レク等のサービスを提供しています。

ふれあいによる生活意欲の向上につながる
ボランティアをお願いします。 

▲小規模通所介護施設 

   ③デイハウスえみな  
      小学生と保護者～社会人 

 
  
 

  

 

   
 活動日時：期間中随時 

            9時00分～15時00分 
   （8/14～15、日曜日除く）  

 内 容：利用者とのコミュニケーショ 

     ン、体操・レク参加支援、昼 
     食配膳・下膳の支援 
 募集人数：1日2名 

 所在地：勇舞1丁目2-2 
 留意点：昼食代450円程度持参。 

一人ひとりに寄り添い、生きがいを大
切にし、安心して在宅生活を続けられ
るように支援をしていくことを目的に
取り組む小規模通所介護施設です。 

●認定こども園 

 ⑤認定こども園北陽幼稚園・ 
  第2北陽保育園  
     中学生～専門・大学生 

 

 
 活動日時：期間中随時※日曜・祝日を除く 

      ９時００分～１６時１５分 

   ※活動時間は半日も可能です。 
 内 容：日々の保育教諭の仕事を学ぶ。 
 募集人数：1日5名 
 所在地：北陽8丁目2-8 
 留意点：上靴・帽子・箸・コップ・エプロ 
               ン・昼食代（334円）を持参 
               中学・高校生は学校指定ジャージ、 
               専門・大学生は動きやすい服装。 
               香水・マニキュア・ぺディキュア 
               不可 爪を切り、髪の長い方は結 
               んでください。 

ちょうじゅえん 

●認可保育所 

 ②第２住吉保育園 
       高校生～社会人 

  

 

 

  

   

   活動日時：期間中随時※日曜祝日を除く 

      ９時００分～１６時００分 

 内 容：子どもとかかわること、 
     保育の補助 

 募集人数：1日2名 

 所在地 ：豊里２丁目７－７ 

 留意点 ：弁当・外靴（運動靴）持参 
      動きやすい服装 
      上靴は不要です。 

平成29年４月に誕生した保育園です。木材
をふんだんに使用した暖かみのある優しい

環境のもと、０歳から２歳までのお子様を
お預かりしています。 

平成25年開園。在籍120名（6カ月～6歳） 

経験を重視し、子どもの感じる心を育てます。 

▲福祉団体 

⑤千歳認知症の人を支える 

 家族の会 小学生と保護者 

 

  
 
 
 

 活動日時：８/５(月)  

      13時00分～15時00分 

 内 容：親子での高齢者疑似体験 

 募集人数：1日3名 

 活動場所：千歳市社会福祉協議会事務所 

      ２階 会議室2.3（千歳市東 

      雲町１丁目11） 

 留意点：ジャージ等、動きやすい服装 

認知症になっても安心して住める街

づくりのために認知症の人の良き理

解者となって家族（介護）の支えと

なる活動を行っています。 

▲介護老人保健施設 

 ②北星館  

          高校生～社会人  
 

 
 

 
  
  活動日時：期間中随時 

      ※土日祝日を除く 

       10時00分～16時00分 

 内 容：利用者とのお話相手・ 

     軽作業 

 募集人数：1日2名 
 所在地：清流５丁目１－１ 

 留意点  ：弁当・上靴持参。 

       服装はジャージ・Tシャツ 

                 等動きやすい服装。 
      

専門のスタッフが医学的管理のもと看

護・介護・リハビリテーション等を行い、

日常生活の向上を目的とし、それぞれの

ニーズに合わせたケアを提供しています。 



●体験先　次の施設、団体等で活動できます

　　　　申込書は、ホームページからダウンロードできます。　→　httpｓ://www.chitose-shakyo.or.jp/

 Let's Volunteer!

★千歳市ボランティアセンターの所在地はこちら★

　〒066-0042

　　千歳市東雲町1丁目11番地

　　　千歳市社会福祉協議会内

　　※交通機関・・・

　　　千歳相互バス青葉線

           「福祉センター前」下車　徒歩2分

　　　千歳相互バス 泉沢向陽台線

　　　　「本町2丁目」下車　   　徒歩4分

●申込方法
　　参加申込書に必要事項を記入し、参加費を添えて千歳市ボランティアセンターにご持参ください。
　 　　（申込受付後、施設等と調整を行い、決定した事項をご連絡します。）

 
１ 子育て支援施設（５ヶ所） 
       ①住吉認定こども園                      ②第２住吉保育園 
   ③向陽台保育園                        ④アリス認定こども園                   
       ⑤認定こども園北陽幼稚園・第2北陽保育園 
                
２ 障がい者支援施設等（７ヶ所） 
   ①いずみワークセンター                ②障がい者支援センターめいぷる 
       ③千歳視覚障害者福祉協会             ④障がい者支援センターキラリ 
       ⑤障がい者支援施設いずみ             ⑥児童発達支援事業所ぱすてる 
       ⑦支援センターゆみな 
 

３ 高齢者支援施設等 （８ヶ所） 

     ①特別養護老人ホーム暢寿園          ②介護老人保健施設 北星館 

   ③デイハウスえみな        ④新富デイサービスセンター 

   ⑤千歳認知症の人を支える家族の会 ⑥祝梅デイサービスセンター 

       ⑦特別養護老人ホーム やまとの里   ⑧小規模多機能ホームえみな ままちの家 
 

   
  「ボランティア活動に興味はあるけれど、なかなか 
  体験の機会がない…」というあなた！ 
   市内の社会福祉施設などでのボランティア活動を 
  体験してみませんか？ 

★参加にあたってのご注意★ 

 

 １ 18歳未満及び高校生の方は、保護者の参加承諾書が必要です。 
          (活動に保護者が同伴される場合は不要です) 
 ２ 小学１～４年生の方は、活動時に保護者の同伴が必要です。 
   ５～６年生の方は、保護者の承諾により１人で参加することができますが、 
   活動先が学校区外の場合は、保護者の送迎が必要です。 
 ３ 個人情報保護の遵守について、同意書の提出が必要です。 
 ４ その他、不明な点はボランティアセンターにご確認ください。 

 申し込み、問い合わせ先 
 
                           千歳市ボランティアセンター 
                            千歳市東雲町1丁目11番地 千歳市社会福祉協議会事務所２階 
                                TEL：0123-27-2525  FAX：0123-27-2528 

令和元年度ボランティア体験月間事業 1日ボランティア体験学習 

プチぼら体験 参加者 

●体験期間：令和元年８月１日(木)～８月31日(土) 

●参加対象：ボランティア活動を希望する小学生以上の方 

●参加費：350円（ボランティア活動保険料※令和２年３月末まで有効） 

   ＊この他、活動先への交通費・食費等は、各自でご負担してください。      
 

★複数の施設等で活動が可能です！ 
    （同一施設等で複数回の活動もできます。） 

▲介護老人福祉施設 

 ⑥祝梅デイサービスセンター 
       高校生～社会人 

 

 
 

 
   活動日時：期間中随時 

       8時45分～16時00分 

      （毎週日曜日除く） 

 募集人数：１日２名 

 内 容：利用者の話し相手、レク支援、 
     お祭りの準備、ドライヤーか 
     け、お茶出し 

 所在地：流通３丁目３－16 
 留意点：弁当･上靴持参、動きやすい 
     服装 
     8/22～8/28は夏祭りを実 
     施する予定です。 

介助サービスが必要な方に通所していただ

き、健康チェック、入浴、食事、レクリ

エーション等を行い、できる限り在宅で生

活が送れるよう援助する施設です。 

▲小規模多機能ホーム 

 ⑧えみな ままちの家   

    小学生と保護者～社会人 

 

  

 

  
   活動日時：期間中随時 
       10時00分～16時00分 
 内 容：利用者のお話し相手、アクティ 
     ビティ(散歩、外出、ゲーム等) 
     を楽しんでいただきます。 
 募集人数：1日2名 
 所在地：真々地１丁目２番15ー2号 
 留意点 ：昼食代450円持参 

      動きやすい服装 
      ※上履きは不要です。 

通いを中心とし、登録されている人が

必要な時、訪問・泊まりのサービスを

受けることができます。 

▲介護老人福祉施設 

⑦特別養護老人ホームやまとの里   

    小学生と保護者～社会人 

 

  

  

 活動日時：期間中随時 

       9時０0分～16時00分 
      13時30分～16時00分 
       ※土日祝日を除く 

※午前のみ、午後のみなど対応可能です。 
 内 容：清掃やリネン交換などの環境整 
     備、ご利用者様とのコミュニケ 
     ーション、食事、おやつ時の準 
     備、後片付けのお手伝い 
 募集人数：１日２名 
 所在地：大和4丁目2-1 
 留意点：弁当・飲み物、上靴、エプロン、 

     タオルを持参 動きやすい服装 

家庭的な雰囲気を第一に、利用者の状態

に応じた適切なサービスを提供していま

す。 

申 込 締 切 日 
 

７月22日(月)必着 
※施設等により受入人数

に制限があります。 


