
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 ◆イベント・団体 ※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。

■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～専門・大学生

活動日時：期間中随時

９時00分～16時00分

※土・日・祝を除く

内 容：クリーニング班での軽作業を予

定しています。主に衣類やタオ

ル等のたたみ作業が主となると

思います。

募集人数：1日２名

所在地：清流２丁目４－４
留意点：動きやすい服装。上靴持参。

昼食は施設で用意します。

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。

●認定こども園

③認定こども園向陽台
中学生～社会人

活動日時：期間中随時

※土・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、

保育の補助

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）

昭和59年開園。定員90名（６ヶ月～５
歳）

自然の中でたっぷりと遊び、のびのびと遊
び、そして学び生きる力を育めるこども園

■就労継続支援、生活介護施設

④支援センターゆみな
中学生～専門・大学生

活動日時：８/３～８/31

※土日祝日除く

①「パン工房」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～16時00分

内 容：委託作業、パン製造・販売等

募集人数：１日１名

所在地：花園1丁目１－１（①「パン工房」ゆみな）

青葉１丁目９－４（②生活介護ステーション）

留意点：動きやすい服装。上靴、エプロン持参。

昼食は弁当持参、または昼食代300円を

ご持参ください。

「パン工房」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。

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

③障がい者支援施設いずみ
高校生～専門・大学

生

活動日時：希望者と相談

10時00分～16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。スカートや短パン等は控えてくだ

さ
い。帽子、タオル、飲み物を持参。

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。

■障がい当事者団体

②千歳視覚障害者福祉協会
中学生～社会人

活動日時：９/13

12時40分～17時00分

内 容：道内サウンドテーブルテニスクラブ員勉強会の補助
（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２名
活動場所：千歳市総合福祉センター４階402号室

千歳市東雲町２丁目34
留意点：ジャージ等動きやすい服装。運動靴持参。

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。

▲通所介護施設
②新富デイサービスセンター

高校生

活動日時：9/1～3/31日
※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

①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、12/31～令和３年
1/3、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。

▲通所介護施設

③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

※土・日・祝除く

8時45分～16時00分

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

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

▲小規模多機能ホーム

④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、散歩、

外出、ゲーム等。
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。

●認可保育所

②第２住吉保育園
専門・大学生～社会人

活動日時：8/3～8/31

※土・日・祝を除く
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 ：動きやすい服装

弁当・外靴（運動靴）持参
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。

◆イベント・団体

①千歳市子ども会育成連合会
高校生～社会人

活動日時：①12/6 ②2/7
８時00分～14時30分

内 容：行事における支援・手伝い
募集人数：1日５名
所在地：①場所未定

②花園２丁目４番２号サーモンパーク千歳イベント広場
留意点：①作業できる服装（汚れてもいい服装）、タオル等

②防寒着、帽子、手袋、タオル※外での作業です

地域子ども会（町内会青少年部濤）指導者間の連絡強調を図り、
その発展向上と青少年の健全育成に寄与する目的で設立されま
した。小中学生を対象とした事業（キャンプ濤）を開催したり、
指導者の講習会（ラジオ体操濤）を行っています。

◆イベント・団体

②千歳身体障害者福祉協会
高校生～社会人

活動日時：期間中随時
内 容：サークル活動の支援、手伝い

（ボッチャにて使用するコート作り、審判等）
募集人数：1日５名
所在地：千歳市総合福祉センター４階402号室

東雲町２丁目３４番地
留意点：動きやすい服装、上靴持参

会員の親睦交流と相互理解を深め、自己発見と自己開発に努
め生きがいを持ってより積極的に社会生活し参加し他の福祉
団体と密なる連携を図り、より福祉活動に力を入れている。

ボランティアの輪
を広げよう！

●認定こども園

④認定こども園北陽幼稚園・
第２北陽保育園

中学生～社会人

活動日時：8/11～8/14
9時00分～16時15分

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（底が白い物）、帽子、

コップ、箸、昼食代（334円）
持参。
学校指定ジャージ着用、専門・
大学生は動きやすい服とあれば
エプロン着用。爪を切り、髪の
長い方は結んでください。香水、
マニキュア・ペディキュア不可。

平成２５年開園の認定子ども園で、生後６ヶ
月～６歳までのお子さん120名をお預かりし、
保育しています。経験を重視し、子どもの感
じる心を育てます。

●認定こども園

①住吉認定こども園
専門・大学生

活動日時：8/5～2/26（平日のみ）
※８月のみ土曜も可能です
9時00～17時30分

内 容：保育の補助、子どもの生活介助
募集人数：1日2～3名
所在地：豊里３丁目９-5
留意点：ジャージ、Tシャツ等の動きや

すく清潔な服装（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。外用運動靴、着替え持参。

昭和50年に千歳市で第１号の認可保育園と
して設置されました。平成２９年４月より認

定こども園に移行。現在88名のお子様をお
預かりしています。



★参加にあたっての注意★

　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。

★ボランティアの心構え★

ボランティア活動に決まった「心構え」はありませんが、次のことを意識することが
お互い気持ちよく活動していくためには必要です。

　１　あいさつが基本
　　　気持ちの良いあいさつは、人と接するなかで基本中の基本です。気持ちのよい

　　　あいさつ・自己紹介は、相手に好印象と信頼感をあたえます。

　２　相手の気持ちになって
　ボランティア活動は、ひとりよがりであったり、押し付けであったりしてはいけ
　ません。いつも相手の立場を思って活動しましょう。

　３　無理をしないで、続けましょう
　頑張りすぎて無理をしても長続きしません。自分に無理だと思った時には、施設
　職員の方に相談してみることも大切です。

　４　約束・秘密は必ず守りましょう
　訪問日時はもちろんのこと、約束事は小さなことでも必ず守ることが大切です。
　また、活動中に相手のことなどを知り得ることも増えていきますが、プライバ

　シーは活動後も守りましょう。 ●体験先　次の施設、団体等で活動できます

 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

「ボランティア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！
夏休みや休暇のとりやすいこの時期にボランティア
体験をしてみませんか？

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

若者・働く世代向けボランティア
体験講座 参加者募集中！

●体験期間：令和２年８月１日(土)～令和３年３月３１日(水)
●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３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。）

申 込 開 始

７月６日(月)から
※施設等により受入人数

に制限があります。

●申込方法
申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。）

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/

１ 子育て支援施設（４ヶ所）
①住吉認定こども園 ②第２住吉保育園
②認定こども園向陽台 ④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（４ヶ所）
①いずみワークセンター ②千歳視覚障害者福祉協会
③障がい者支援施設いずみ ④支援センターゆみな

３ 高齢者支援施設等（４ヶ所）
①デイハウスえみな ②新富デイサービスセンター
②祝梅デイサービスセンター ④小規模多機能ホームえみな ままちの家

４ イベント・団体（２ヶ所）
①千歳市子ども会育成連合会 ②千歳身体障害者福祉協会


