自宅で作品を作成し、施設や団体にお届けするボランティアを募集して
います。
好きな時に好きな場所で取り組むことができるので、お仕事や学校が忙
しくてなかなか時間のとることが出来ない方にピッタリのボランティアで
す♪
「ボランティア始めてみたいけど、なかなか機会がない…」という方もこの
機会にはじめてみませんか？

アリス認定こども園
内 容：塗り絵の原画作成
用意するもの：紙、ペン
留意点：園児が取り組める程度の絵
でお願いします。

北陽幼稚園・
第２北陽保育園
内 容：布絵本・布玩具
用意するもの：応相談
留意点 ：特になし

障害者支援センターキラリ

新富デイサービスセンター

内

内

容：雑巾・ウエス作成、塗り絵
の原画作成
用意するもの：なし
用意するもの（施設）：タオル、糸
針、紙、
ペン、画用紙
留意点 ：特になし

容：ウエス作成
季節の飾り作成
用意するもの：糸、針、タオル、
画用紙、はさみ、ペン
のり、折り紙
留意点 ：特になし

住吉認定こども園

令和４年度

内

容：雑巾・ウエス作成、チラシの
箱作成、折り紙の駒作成
用意するもの：糸、針、タオル、
チラシ、折り紙
留意点

：特になし

ぱすてる
内

容：塗り絵の原画作成、
季節の飾り作成
用意するもの：紙、ペン、画用紙、
折り紙、模造紙、
はさみ、のり
留意点 ：季節の飾り作成は必要な
ものをお伝えください。

小規模多機能ホーム
ままちの家
内

容：塗り絵の原画作成
季節の飾り作成
用意するもの：紙、ペン、画用紙、
折り紙、模造紙、
はさみ、のり
留意点 ：特になし

体験
期間

参加
対象

参加
費

４年６月１日 ～

令和

５年３月31日

令和

・市内在住・在学・在勤の方
・千歳市のボランティア活動に興味のある小学生以上の方

ボランティア活動保険料350円
※令和5年３月末まで有効

特別養護老人ホーム
やまとの里
内

容：チラシの箱、清拭布作成
雑巾・ウエス作成、
塗り絵の原画作成
用意するもの：チラシ、糸、針、布
タオル、はさみ
留意点：清拭布にはサイズ、作り方
に指定があります。

特別養護老人ホーム暢寿園
容：雑巾・台ふき・ウエス作成、
塗り絵の原画作成、季節の
飾り作成
用意するもの：糸、針、タオル、布、
画用紙、折り紙、模
造紙、はさみ、ペン、
のり

千歳市こども福祉部
こども家庭課児童相談係

※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

内

内 容：オレンジリボンの作成
用意するもの：針
留意点 ：特になし

【申し込み先】

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２階

TEL

参加にあたっての注意
✿18歳未満および高校生の方は、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）
✿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、
保護者の承認により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。
✿個人情報保護の遵守について、同意書の提出が必要です。
✿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。

0123-27-2525

（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

ボランティア活動の詳細につきましては、
ホームページからご確認いただけます♫

実施プログラム
●住吉認定こども園
高校生～専門学生・大学生

●第２住吉保育園

● 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

●認定こども園向陽台

専門学生・大学生～社会人

▲新富デイサービスセンター
高校生～社会人

中学生～社会人

▲小規模多機能ホームえみな
ままちの家

▲千歳認知症の人と共にあゆむ
会（はまなすの会）

小学生と保護者～社会人
活動日時：８月１日～８月30日
※日曜祝日を除く
９時００分～１６時00分
（集合時間）9時00分
内 容：保育の補助
募集人数：1日2名
所在地 ：豊里3丁目９－５
留意点 ：弁当持参
動きやすい服装でお越し
ください。（スカート、
短いズボン等不可）
裸足保育のため靴下可

●北陽幼稚園・第２北陽保育園
高校生～社会人
活動日時：期間中随時
※日曜祝日を除く
９時15分～１6時15分
（集合時間）９時00分
※活動時間は半日でも可能
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５名
所在地 ：北陽８丁目２番８号
留意点 ：上靴（底が白いもの）、帽
子、コップ、箸持参。
高校生は学校指定ジャージ、
その他の方は動きやすい服
とエプロン
※爪は短く切り、髪の長い
方は結んでください。
香水、マニキュア、ペ
ディキュアは不可です。

■障がい者支援施設いずみ
高校生～専門学生・大学生
活動日時：期間中随時※土日祝を除く
※活動時間応相談
内 容：園内掃除、周辺整備等の環境
面の手伝い
募集人数：1日５名
所在地 ：泉郷403-9
留意点 ：施設内の場合上靴持参。

活動日時：８月１日～８月５日
※土日祝を除く
９時30分～１6時00分
（集合時間）９時15分
内 容：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
動きやすい服装でお越しく
ださい。上靴は不要です。

■千歳視覚障害者福祉協会

■いずみワークセンター

高校生～社会人

専門学生・大学生～社会人

活動日時：①8月20日（土）
13時00分～17時00分
（集合時間）12時30分
②８月21日（日）
10時00分～16時00分
（集合時間）9時30分
内 容：STTクラブ員交流会
募集人数：１日２名
所在地：千歳市東雲町２丁目34番地
福祉センター402号室
留意点：運動靴持参。動きやすい服装
でお越しください。

■支援センターゆみな

活動日時：６月１日～２月28日
※土日祝を除く
９時００分～１７時0０分
（集合時間）８時45分
内 容：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 ：若草５丁目２番地の２
留意点 ：上靴（裸足でも可）持参、
弁当持参（主食のみ）又は
昼食代200円
動きやすく清潔感のある
服装でお願いします。

■

小学生と保護者～社会人
活動日時：６月１日～12月15日
※土日祝を除く
９時００分～１6時0０分
（集合時間）９時00分
内 容：「パン工房ゆみな」での
パン・菓子製造のサポート
生活介護での作業サポート
募集人数：1日2名
所在地 ：清流４丁目10-10
留意点 ：弁当・上靴持参。
動きやすい服装でお越し
ください。

活動日時：８月１日～８月５日
９時００分～１6時0０分
（集合時間）９時00分
内 容：クリーニング業務
募集人数：1日１名
所在地 ：清流2-4-4
留意点 ：上靴持参
昼食は施設で用意。
動きやすい服装でお越しく
ださい。

■千歳身体障害者福祉協会
高校生～社会人
活動日時：６/27（月）、７/25（月）

活動日時：期間中随時
※日曜祝日を除く
10時00分～15時10分
（集合時間）９時50分
内 容：レクリエーション補助、傾聴
募集人数：1日１名
所在地 ：新富１丁目３番５号
留意点 ：弁当・上靴持参。
ジャージ、ポロシャツ又は
Tシャツ

♦千歳市文化団体連絡協議会
高校生～社会人
活動日時：10/23（日）、10/30（日）
11/3（木）、11/4（金）、
11/5（土）、11/6（日）

内

容：イベントの受付、会場係、
舞台進行などのスタッフ補助
募集人数：1日４名～
所在地 ：北栄２丁目２番11号
北ガス文化ホール
留意点 ：特になし

♦千歳市南区包括支援センター
高校生～社会人
活動日時：7/14（木）、7/28（木）、

8/29（月）、９/26（月）

8/18（木）、9/15（木）、

10/31（月）、11/28（月）、

10/13（木）、10/27（木）、

12/26（月）、1/30（月）、

11/10（木）、12/15（木）、

2/27（月）、3/27（月）

1/12（木）、1/26（木）、

10時００分～１2時0０分
（集合時間）９時30分
内 容：行事における支援の手伝い
ボッチャで使用するコート作
り、審判、勾配具使用時の
介助
募集人数：1日５名
所在地 ：東雲町２丁目34番地
千歳市総合福祉センター
留意点 ：上靴持参。動きやすい服装
でお越しください。

2/9（木）、3/9（木）、
3/23（木）

10時00分～１5時00分
（集合時間）
9時50分/12時50分
内 容：みなカフェ支援（受付、消毒、
参加者の話相手）
募集人数：２名
活動先 ：千正寺（清水町１丁目18）
留意点 ：弁当持参。動きやすい服装

活動日時：６月10日～９月30日
※日曜祝日を除く
13時～15時の間の1時間
内 容：花壇整備、利用者様と近所の
公園へ散歩
募集人数：1日２名
所在地 ：真々地１丁目２番15-２号
留意点 ：動きやすい服装でお越しく
ださい。花壇作業をされる
場合は長靴を持参ください。

♦日本UD観光協会

小学生と保護者～社会人
活動日時：６月１日～10月31日
※土日祝を除く
10時００分～11時00分
（集合時間）10時00分
内 容：花壇の手入れ（草取り）
募集人数：1日2～3名
活動場所：新富１丁目3番5号
新富ほっとす
留意点 ：あれば草取り用具持参。
動きやすい服装でお越しく
ださい。

♦千歳市共同募金委員会

専門学生～社会人
活動日時：7/26(火）～9/25（日）
10時00分～１６時00分
（集合時間）９時50分
内 容：バリアフリー観光相談窓口
の運営補助（バリアフリー
に関する観光案内っや車椅
子などのレンタル）
募集人数：1日１名
活動先 ：千歳市美々
新千歳空港ターミナルビル
１階①・②到着出口すぐ
留意点 ：弁当持参。
ジャージ等のラフな格好は
避けてください。
メール・エクセル・ワード
などのパソコン操作が可能
な方

♦北海道ベアーズ

専門学生・大学生～社会人
活動日時：令和５年１月頃
内 容：共同募金リサイクルカレン
ダー市のお手伝い
募集人数：1日２～３名
所在地 ：東雲町１丁目11番地
千歳市社会福祉協議会
留意点 ：なし

♦千歳市子ども会育成連合会

小学生と保護者～社会人
活動日時：1/14（土）～2/26（日）
※平日除く
10時00分～11時30分
（集合時間）9時30分
内 容：アイススレッジ体験
募集人数：1日10名
所在地 ：場所未定
（市内リンク予定）
留意点 ：手袋持参。
屋外リンクのため暖かい服
装で起こしください。

高校生～社会人
活動日時：①7/29～7/31
※都合のつく時間帯のみ可
②12月11日（日）
9時00分～15時00分
（集合時間）8時00分
③２月５日（日）
8時45分～15時00分
（集合時間）８時00分

内

容：①「緑の村キャンプ大会」支援
②「ちとせの子どもクリスマ
スの集い」支援
③「ちとせっ子雪あそび」支援

募集人数：1日5名
所在地 ：①青葉公演内ピクニック広場
留意点

②道の駅サーモンパーク千歳
③市内小学校体育館等
：作業できる服装、タオル持参
②のみ上靴持参
③のみ帽子、手袋、寒くない服

