
主催   つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ） 都筑区社会福祉協議会 都筑区青少年指導員連絡協議会 
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都筑地区センター 中川西地区センター 仲町台地区センター 北山田地区センター            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えよう! 今、自分たちに できることを・・・。 

この夏、ボランティアをはじめてみよう♪ 新しい自分との出会いや発見ができるチャンス！！ 

区内のいろいろな活動から自分にぴったりのボランティア活動を見つけて参加しよう。 

ＳＴＥＰ１、２、３の

すべてに参加して、 

ボランティア体験が

修了するよ。 

7 月 24 日(水)～8 月 23 日(金) 

※写真は、昨年度のものです。 

 

６/１１（火）  
受付開始 

 
７/10(水)20 時 

しめきり 
 ボランティアの心構えや 

活動の注意事項を知ろう！ 

①～⑥の中の一か所を選んで参加しよう。 

つづきＭＹプラザ   （センター北駅 徒歩３分）  

中川西地区センター     （中川駅 徒歩３分） 

仲町台地区センター         （仲町台駅 徒歩３分） 

都筑地区センター（都筑ふれあいの丘駅 徒歩３分） 

北山田地区センター     （北山田駅 徒歩３分） 

つづきＭＹプラザ   （センター北駅 徒歩３分） 

18:30～20:30 
9:30～11:30 

15:30～17:30 
10:00～12:00 

9:30～11:30 
18:30～20:30 

 

 
 
① 7 月 19 日(金) 
② ７月 20 日(土)   
③ ７月 20 日(土)  
④ ７月 21 日(日) 
⑤ ７月 22 日(月) 
⑥ ７月 22 日(月) 

 

保育・子育て支援 

7 月 19 日(金)～7 月 22 日(月) 

イベント補助活動 

都筑地区センターでのオリ

エンテーションのみ、終了

後、保育施設や高齢者施設

などで体験を希望する皆さ

んには、施設の方から参加

上の注意点をお話しします

ぜひ参加してください。 

時間：12:00～12:30 

清掃・美化活動 高齢・障がい者支援 

8 月 24 日(土) 10:30～12:30 都筑区役所（センター南駅 徒歩 5 分） 

 

 STEP１ 

活動で学んだことを 

次のステップにつなげよう！ 

 

 

 STEP３ 

区内の施設や団体・ボランティアグループで活動をしよう！ 

活動施設、団体名、日程については、体験先一覧をご覧ください。 
 STEP２ 



 



 

No 中学生 高校生 施設・団体名 受入れ可能日 時間

9 ○ ○ 7/30 13:00 ～14:30

10 ○ ○ 8/13 13:30 ～16:00

11 × ○ 8/21 13:00 ～17:00

12 ○ ○ 柚木荏田南地区青少年指導員 8/3
（雨天の場合4日）

15:00～18:00

13 ○ ○ 池辺地区青少年指導員 8/4  10:00～14:00

14 ○ 　○ 8/2 9:00～12:00

15 × ○
7/29～8/1
8/7～8/10

9:00～11:30

16 × ○ 8/6 9:00～12:00

17 ○ ○ 中川西地区センター 8/4 10:00～14:00

18 ○ 　○ 7/28 8:45～12:00

19 ○ 　○ 8/21 8:45～14:00

20 ○ 　○ 8/22 10:30～12:00

21 ○ ○ 8/7 9:30～12:30

22 ○ ○ 8/21
 9:30～12:30
14:30～16:00

23 ○ ○ 7/27 9:30～12：00

24 ○ ○ 7/27 13:00～15:00

25 ○ ○ 8/21、22、23 10:00～12:00

26 ○ ○ 8/21、22、23 13:00～15:30

都筑・ボツワナ交流児童画展の準備。
都筑区の小学校とボツワナの小学校がお互いの国に
ついて絵を描いて紹介しあいます。都筑区の小学生
が描いた絵をボツワナに送る準備のお手伝いです。

つづきMYプラザ

体験内容　・　受入先からのコメント

つづきＭＹプラザ                      　【参加者の声】　国際的なボランティアは多くの人が関わって成り立っている事を体感しました。

受付けなどのお手伝いをし、講座にも参加します。
●外国につながる子どもたちは、何に困るのか
　　　　～乗り越えた先にある希望～

鴨池公園こどもログハウス

「水と木のワクワクフェスタ」イベントでの工作の補助、
各コーナーでの受付など、横浜市水道局とログハウス
との初コラボイベントのお手伝いです。

柚木荏田南夏祭りのお手伝いです。
子どもみこしと模擬店のサポートです。

夏休み体験教室「そうめん流し」のお手伝いです。
イベントを楽しんで動いてくれる方ならどなたでもOK。
場所は池辺杉山神社

「森の木工教室」のお手伝いです。4歳～小学生が、木
の実や枝を使って動物作りをします。困っている子の
お手伝いやアドバイスをしてね。

北山田地区センター
図書コーナー作り。オススメ本のPOPを作ったり、本の
整理をしたり、一緒にコーナー作りをしてください。
1日のみでも可。

理科実験教室のアシスタント。小学生向け実験教室
「レモン電池でオルゴール」のアシスタント募集！

「間伐材輪切りキーホルダー」づくりの受付、工作の説
明やお手伝いです。

国際貢献について考えよう。
国際貢献の仕事をしている方のお話しを聞き、一緒に
使用済の切手を整理し、日本国際ボランティアセン
ターに送ります。送った切手はカンボジアでの活動に
役立てます。

青少年指導員事業　　　　　                     　　　　　　　　　【参加者の声】　 自分にも人を楽しませることが出来る！と思いました。

区民利用施設など　　　　　　　　                   　　　　　 【参加者の声】  いつもと違う立場からものを見れて良かったと思います。

「子ども卓球教室」のお手伝いです。

『そうめん流しに挑戦』地域のボランティアによる毎年
の恒例行事。竹で作った流し台を組み立てて、そうめ
ん流しをみんなで楽しむイベントのお手伝いをお願い
します。
午前のみ、午後のみも可。その場合は希望の時間帯
を申込書の備考欄に記入してください。

「仲町台カフェ」のお手伝いです。

「おはなし会」のお手伝いです。

仲町台地区センター

子育てサロンのお手伝いです。元気にあいさつできる
方。21日は希望の時間帯を申込書の備考欄に記入し
てください。

都筑地区センター



 
No 中学生 高校生 施設・団体名 受入れ可能日 時間

27 　○ 　○ 7/28、29 10:00～12:00

28 ☓ 〇 8/21 13:30～15:30

29 ○ ○ 7/24 9:30～12：30

30 ○ ○ 8/21 10:00～12：30

31 　○ 　○ 7/24、25
2日とも参加できる方

24日
15:00～16:00

25日
 9:00～12:00

32 　○ 　○ 7/24、25
2日とも参加できる方

24日
15:00～16:00

25日
14:00～16:30

33 ☓ 〇 7/24、30
2日とも参加できる方

24日
16:00～17:00

30日
 8:30～12:30

34 ○ ○ 7/27 10:00～12:00

35 ○ ○ 7/28 10:00～12:00

36 ○ ○
茅ケ崎小学校
放課後キッズクラブ

8/5～23
(土・日・祝を除く）

9:00～17:00
（この間の３～４時

間くらい）

37 ○ ○
つづきの丘小学校
放課後キッズクラブ

8/1～23
(土・日・祝を除く）

9:00～16:00
（この間で都合の

よい時間）

38 × ○
中川小学校
放課後キッズクラブ

8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～15:00
（この間の３時間く

らい）

39 ○ ○ 7/24～8/22
（日・祝を除く）

9:00～12:00
13:00～16:00

40 ○ ○ 9:00～12:00

41 ○ ○ 13:00～16:00

42 ○ ○ 8/1 9:30～12:00

43 ○ ○ 8/2 9:00～12:00

44 ○ ○
東山田小学校
放課後キッズクラブ

7/29～8/12
8/18～23
(土・日・祝を除く）

8:15～12:30
13:15～17:30

45 ○ ○ 7/25 9:00～12:00

46 ○ ○ 7/30 9:00～12:00

47 ○ ○ 8/7 9:00～12:00

48 ○ ○ 都筑防犯協会 都筑警察署 8/15 11:00～12:00

49 ○ ○ 都筑消防署 8/3 9:30～14:00

本格的な茶室の露地清掃。
終了後お抹茶体験（300円/人）

放課後キッズクラブ・はまっ子ふれあいスクール　 【参加者の声】  自分から行動することが大切だと思いました。

荏田小学校
放課後キッズクラブ 子どもたちと楽しく遊んでください。優しくて元気なお兄

さんお姉さんが子どもたちは大好きです。

幼児親子・小学校低学年向け「わくわくキッチン」の準
備、助手、片付けのお手伝いをお願いします。

北山田小学校
コミュニティハウス

竹林整備、ビオトープ清掃。
ザリガニ除去も楽しんでください。

体験内容　・　受入先からのコメント

都筑民家園

夏休み子ども科学教室
都筑親子科学クラブによる「液体窒素で体験アイスク
リーム作り」のお手伝いです。

川和小学校
コミュニティハウス

夏休み子ども将棋教室
ルールをおぼえ、対戦を体験する小中学生のサポート
をします。

小学校高学年向け「科学工作」の準備、助手、片付け
のお手伝いをお願いします。

都筑図書館

小学生対象の図書館探検イベントのお手伝いです。
書架整理や記録係などをしてもらいます。
24日は事前説明会です。

小学生対象の屋外イベントのお手伝いです。昆虫・植
物採集や図書を使った調べもののお手伝い、記録係
などをしてもらいます。24日は事前説明会です。

8/23
毎年多くの子どもたちが参加する夏休みのイベントの
お手伝いです。スイカ割をメインに内容を企画中です。

水風船大会
子どもたちはお兄さんお姉さんが大好きで、ずっとまと
わりついていると思いますが、カワイイです。いっしょ
に水風船を投げ合ってください。

子どもたちと体育館でバドミントン・野球・サッカー、教
室で工作・トランプ・折り紙などをして一緒に遊んでくだ
さい。

子どもたちと一緒に遊んでください。お兄さんお姉さん
と遊ぶのを、毎年子どもたちが心待ちにしています。

子どもたちと楽しく遊んで見守ってください。

夏休みの活動の中で、子どもたちと一緒に遊んでくだ
さい。得意な事を子どもたちに教えてください。
午前のみ午後のみも可。その場合は申込み書の備考
欄に記入してください。

地域活動など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【参加者の声】 　身近なところにボランティアがある！と知りました。

「振り込め詐欺被害防止キャンペーン」のお手伝い。セ
ンター南駅前でビラを配ります。

はたらく車大集合 with マリンバ & ピアノアンサンブル
コンサートのお手伝い。(受付、案内などを予定してい
ます。）区内の子どもたちとイベントで盛り上がろう！

茅ケ崎台小学校
放課後キッズクラブ

「ス-パ-ボ-ルすくい」をします。たくさんすくえるよう
に、応援してください。

水遊びやボール遊びの相手。お兄さんやお姉さんと
遊ぶのが子どもたちは大好きです。一緒に楽しく遊び
ながら、やさしく導けるようなまじめで元気な方希望。
午前のみ・午後のみも可能。

スライム作り
子どもたちと一緒に作ってあげてください。

ス-パ-ボ-ルすくい
屋台のス-パ-ボ-ルすくい屋さんになってください！

荏田南はまっ子ランド
（荏田南小学校放課後キッズクラブ）



No 中学生 高校生 施設・団体名 受入れ可能日 時間

50 ○ ○ 中川中央町内会 7/25～31 6:45～7:30

51 ○ ○ えだきん商店会 8/21 14:00～19:00

52 ○ ○
都筑里山倶楽部
（都筑中央公園）

8/4 9:00～14:00

53 ○ 　○ 茅ケ崎公園愛護会 7/28、8/4 9:00～11:00

54 ○ ○ 牛久保公園愛護会 7/27 8:00～11:00

55 ○ ○ 早渕川ファンクラブ 7/28、8/11 10:00～11:30

56 ☓ 〇
WE21ジャパン都筑
（国際貢献団体）

7/26 10:15～14:30

57 ○ ○ つどおう・JiJiBaBa隊 8/10 10:00～12:30

7/28 14:30～16:30

8/4、18 15:00～17:00

59 ○ ○ サッカーボールを贈る会 8/6 10:00～11:30

60 〇 〇
NPO法人
ぐるっと緑道

8/17 9:00～11:00

61 ○ ○ ソライロキッズ園
7/24～26、29～31
8/5～9

9:30～14:30

62 〇 〇 8/2、9
2日とも参加できる方

 9:30～15:30

63 〇 〇 8/7 10:00～15:00

64 ○ ○
認知症＆予防カフェ
とんとんセンター南

7/25、8/22 12:30～16:00

65 ○ ○
認知症＆予防カフェ
ほほえみ交流カフェ

8/6 13:00～16:00

66
中３
のみ

〇 8/10 9:45～14:30

67
中３
のみ

〇 8/8、9 14:30～18:00

68 〇 〇 いきいきサロン 8/17 10:00～12:00

来年もきれいな花をつけるように、アジサイのお手入
れを一緒にします。

チャリティーショップでの販売のお手伝いです。リユー
ス、リサイクル、フェアトレードについて学びます。
（都筑区役所から徒歩2分）

58 ○ ○

都筑図書館の児童コーナーで子どもたちに好きな本を
読んであげます。子供たちはとてもうれしそうですよ。

認知症＆予防カフェのお手伝いです。明るく元気に挨
拶のできる方。場所は都筑ふれあいの丘駅そばのラ
イブタウン集会所。お菓子代100円

来年もきれいな花をつけるように、アジサイのお手入
れを一緒にして、10時頃からつづきMYプラザで振り返
りをします。

中川駅周辺にはきれいな花壇がたくさん設置してあ
り、みんなが楽しんでいます。この花壇をおじさん、お
ばさんと一緒に手入れしませんか。

えだきん商店会主催の夜店市のお手伝い。イベントや
屋台の補助。活動は希望の時間だけでＯＫです。

七夕・流しソーメン　午前の流しソーメン茹でから冷や
し、参加者の待つ竹トヨにソーメンを流すお手伝い。

小学生対象の切り絵教室のお手伝いです。自分で来
られる方、帰れる方、小学生に優しくできる方。
場所は勝田団地第２集会所

認知症＆予防カフェのお手伝いです。経験が何も無く
ても大丈夫！気持ちと元気を持って来てください。地
域のお年寄り、看護学生と一緒に一日を過ごそう。

NPO法人 I Love つづき
シェアリーカフェ

カフェの大掃除のお手伝いです。（中川駅徒歩2分）

シニアのためのカフェを企画し運営のお手伝いをしてく
ださい。2日に見学をしながらお手伝いし企画を練り、9
日に実施してもらいます。（中川駅徒歩2分）

世界中の子どもたちにサッカーボールを贈る活動のお
手伝い。サッカーボールを磨き、メッセージを書きま
す。場所はえだきん商店会です。

土曜日の地域食堂「アーモンドこども食堂」のお手伝
い。小中学生と一緒にボードゲーム遊び、学習支援の
お手伝い。約束を守れる方。昼食代 200円。
場所はアーモンドホープセンター（北山田駅徒歩１分）

小中学生と一緒にボードゲーム遊び、学習支援の
お手伝い。約束を守れる方。
場所はアーモンドホープセンター（北山田駅徒歩１分）

ニュータウン動物愛護会
動物譲渡会で、ペットを飼いたい方と新しい家族を探
している動物との出会いのお手伝いです。
場所はセンター南すきっぷ広場です。

アーモンド コミュニティ
ネットワーク

体験内容　・　受入先からのコメント

センター北駅前でみんなといっしょにラジオ体操をしよ
う（第1と第2があるよ）。模範体操や整列、参加証にス
タンプを押すなどの作業を手伝ってください。ちょっと
朝早いけど、45分くらいで終わるよ。

保育園の園児（2～5歳）と遊ぼう。晴れたら水遊び、
プールをします。（場所は荏田東町）

早渕川親水広場での環境美化活動（クリーンアップ、
草刈り等）、自然観察、川づくりの学習もします。



 

No 中学生 高校生 施設・団体名 受入れ可能日 時間

69 ☓ ○ 生き活きクラブ 8/2、3 18:00～21:00

70 ○ ○ 8/7、21 9:00～13:00

71 ○ ○ 8/14 9:00～13:00

72 ○ ○
センター南
ハマロードサポーター

8/8 12:00～12:40

73 ○ ○
えだきん商店会
ハマロードサポーター

7/30 10:00～11:30

74 ○ ○ 株式会社スリーハイ 8/6
10:00～12:00
14:00～16:00

75 ○ ○
都筑区子育て支援センター
ポポラ

8/7～9 13:30～16:30

76 ○ ○ おやこの広場　『ぷらっとカフェ』　 8/5、7、8 13:00～16:00

77 ○ ○
親と子のつどいの広場
すくすくサロン

8/1～23
（土・日・祝と13～16日を
除く）

9:45～15:45

78 ○ ○
都筑冒険あそび場
まんまるプレイパーク

8/5、6、19、20
10:30～17:00

（応相談）

79 ○ ○
子育て子育ち支援センター
ぽっぽ

8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～17:00

80 ○ ○
子育て子育ち支援センター
さんぽ

8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～17:00

81 ○ ○
親と子のつどいの広場
つづき

8/5～7 13:00～16:00

82 ○ ○ かわわ☆わ～い
8/8

10:00～12:00

83 ○ ○ あそびの広場
8/23

10:00～12:00

ボランティア　はまゆう

体験内容　・　受入先からのコメント

就学前の子どもとその親の遊びの場で、子どもの見守
りや遊び相手、広場の準備、片付けなど。
場所は川和小学校コミュニティハウス

就学前の子どもとその親の遊びの場で、子どもの見守
りや遊び相手、広場の準備、片付けなど。
場所は川和地区福祉会館

高齢者向けのお弁当の調理と配達のお手伝いです。
明るく、元気な方。約束が守れる方。
場所は葛が谷地域ケアプラザ

親子の広場での活動。（赤ちゃんと触れあう、親との交
流）積極的に活動できる方。
場所は南山田（北山田駅徒歩8分）

高齢者向けのお弁当の調理と配達のお手伝いです。
明るく、元気な方。約束が守れる方。
場所は加賀原地域ケアプラザ

盆踊り会場でのおもちゃの販売です。明るく元気に挨
拶のできる方。
場所は山田小学校校庭

ハマロードサポーターなど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【参加者の声】 　周りを見る力を養いたいと思いました。

毎年いろいろな方に来ていただき、楽しみにしていま
す。保育の手伝いや、子どもと遊ぶ。優しい気持ちで
子どもと接してくださる方。（えだきん商店会内）

親子の広場での活動。（赤ちゃんと触れあう、親との交
流）積極的に活動できる方。
仲町台駅徒歩３分

センター南のスキップ広場周辺を、周りのお店や会社
の人と一緒にきれいにしましょう。（雨天中止）

乳幼児のあそびの見守り、手作りおもちゃの製作な
ど。子どもたちと楽しくすごしてみたいと思う方。
基本的な予防接種は受けている方。

サロンに遊びに来る親子（主に0～3才）とのふれあ
い、見守り。明るく元気で優しく接してもらえる方。
場所は佐江戸町（地蔵尊前バス停近く）

えだきん商店会ハマロードサポーターのお手伝い。
清掃活動・お花植えを行います。（雨天中止）

子どもたちの自由な遊び場作り、見守り、一緒に遊
ぶ。外での活動が好きな方。流しそうめんもします。
場所は鴨池公園まんまる広場

毎年いろいろな方に来ていただき、楽しみにしていま
す。保育の手伝いや、子どもと遊ぶ。優しい気持ちで
子どもと接してくださる方。（センター北駅徒歩5分）

昨年は大好評でした！夏休みの自由研究として、ヒー
ター工場で「おもしろ工作」を行います。私たちはオー
プンファクトリーと呼んでいます。そのお手伝いです。
（東山田営業所バス停から徒歩5分）
午前・午後・両方の参加もＯＫです。希望の時間帯を
申込書の備考欄に記入してください。

企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【参加者の声】 　幅広い年齢の方と活動できました。

子育て支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【参加者の声】 　赤ちゃんの笑顔は私も笑顔にさせてくれました。



 

No 中学生 高校生 施設・団体名 受入れ可能日 時間

84 ○ ○ 横浜市立茅ケ崎保育園 8/1～23
（土・日・祝を除く）

8:30～16:30

85 ○ ○ 横浜市立大熊保育園 8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～16:00

86 ○ ○ 横浜市立みどり保育園 8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～16:00

87 ○ ○ 横浜市立中川西保育園 8/1～7
（土・日を除く）

9:00～16:00

88 ○ ○ 横浜市立茅ケ崎南保育園
8/6、7

9:00～15:30

89 ☓ ○ つづきルーテル保育園 8/1～23
（土・日、13～16日を除く）

8:30～16:30

90 ○ ○ ナーサリーつづき 8/2、5～9 9:00～16:00

91 ○ ○ マーマセンター北保育園 8/1～23
（土・日・祝を除く）

8:30～16:30

92 ☓ ○ ゆうぽーと保育園 8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～17:00

93 ○ ○ アスクセンター南保育園 8/5～9
9:00～18:00
（応相談）

94 ○ ○ 都筑ひよこ保育園 8/1～23
（土・日・祝を除く）

8:30～16:30

95 ○ ○ よこはま夢保育園 8/2、5、6 9:00～15:00

96 ○ ○ すくすく保育園
8/13～16、
19、20、22 9:00～17:00

97 ☓ ○ 池辺保育園 8/19～21 9:00～16:00

98 ○ ○
グローバルキッズ
都筑ふれあいの丘園

8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～15:00

99 ○ ○ エクレスすみれ保育園 8/6～23
（土・日・祝を除く）

9:00～16:00

100 ○ ○ 第二しらとり台保育園 8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～16:00

101 ○ ○ 中川小桜愛児園 8/19～23
（土・日を除く）

9:00～16:30

保育所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　【参加者の声】 　今までよりもボランティアに対して楽しいイメージを持ちました。

保育補助、清掃、作業など。
子どもが好きで意欲のある方。
麻疹の予防接種を受けている方。　要検便

保育補助。（清掃・作業含む）
園児と楽しく遊んでくださる方。
要検便 （含むO-157）

保育補助、清掃。保育の仕事に興味がある方。
要検便

体験内容　・　受入先からのコメント

保育補助（着替え、食事、遊び介助）、清掃等。
正しい言葉遣い・態度ができる方、健康な方。
要検便 （含むO-157）

保育補助、清掃、作業など。
保育の仕事に興味のある方。約束を守れる方。
麻疹の予防接種を受けている方（要証明書のコ
ピー）。要検便

保育補助、清掃、作業など。
明るく子どもが好きな方。麻疹の予防接種を受けてい
る方。　要検便

保育補助、清掃、作業など。
明るく元気で意欲的、子どもが好きな方。
挨拶ができて約束や身なりなど園のルールを守れる
方。麻疹の予防接種を受けている方。要検便

保育補助。挨拶、返事、言葉遣いを大切にする方。自
ら子どもに話しかけてください。
子どもが喜びますので、よろしくお願いします。

各年齢別のクラスに入り、保育体験、手伝い。
明るく元気で子ども好きで意欲のある方、又は保育士
を目指している方。続けて２～５日来られる方。その方
が楽しくなると思います。
麻疹の予防接種を受けている方。　要検便

保育補助。8/2は晴天の場合、ボディペインティングを
やります。子ども好きで、きちんと挨拶ができる方。
要検便 （含むO-157）

保育所（公立）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　【参加者の声】 　子どもとの関わり方をもっと知りたいと思いました。

保育補助、清掃。
子ども相手の重要な仕事になります。
責任感を持って真面目に取り組んでください。
要検便 （含むO-157）

保育補助。明るく元気な方。要検便 （含むO-157）

園児と遊ぶ（プール中心）、着替えや食事の世話など。
乱暴な言葉遣いや生徒さん同士のおしゃべりは慎ん
でください。写真の撮影は禁止しています。
要検便 （含むO-157）

保育補助。
あいさつができる方。

保育補助。
当社規定の誓約書を結んでいただきます。
食事補助をしたい方のみ要検便（含むO-157）

保育補助、清掃。
明るく元気な方、挨拶の出来る方。
要検便 （含むO-157）

保育補助、清掃、作業など。
子どもが好きで、目的を持って体験したい方。
麻疹の予防接種を受けている方。要検便

子どもと遊ぶ（プール有）、保育の手伝い。
子どもたちと一緒に楽しく遊びたい方。



  
No 中学生 高校生 施設・団体名 受入れ可能日 時間

102 ○ ○ ワーク中川　 8/1～23
（土・日・祝を除く）

9:00～16:00

103 ○ ○
地域活動支援センター
アスタPC

8/1～9、19～23
（土・日を除く）

10:00～15:00

104 ○ ○ アスタ荏田 8/2～16
（木・日・祝を除く）

9:30～16:30

105 ○ ○ かもめ福祉工房 8/9、21

9日
10:00～15:30

 21日
11:00～15:00

106 ○ ○
 地域活動ホーム
くさぶえ

8/1、5 13:00～16:00

107 ○ ○ 都筑むつみ会
8/1、2、5～8、
19～23 9:30～15:30

108 ○ ○ 都筑ハーベスト 8/1～9、20～23
（月・日を除く）

9:30～12:00

109 ☓ ○
横浜市多機能型拠点
つづきの家

8/2 9:00～15:00

110 ☓ ○

地域活動支援センター
コミュニティカフェ
マローンおばさんの部屋

8/5、6

5日
10:00～16:00

 6日
10:00～16:30

111 ○ ○
8/1、8
活動場所は
都筑地区センター

15:45～16:45

112 ○ ○

8/2、9
活動場所は
横浜ラポール

16:30～18:10

113 ○ ○

8/19
活動場所は
地域活動ホーム
くさぶえ

15:30～16:30

114 ○ ○
中川地域ケアプラザ
（高齢者デイサービス）

8/1～23
（日・祝を除く）

10:30～15:00

115 ○ ○
中川地域ケアプラザ
（児童デイサービス）

8/1～10、16～23
（土・日を除く）

14:00～17:00

116 ○ ○
新栄地域ケアプラザ
（高齢者デイサービス）

8/1～23
（日曜を除く）

10:00～15:30

117 ☓ ○
新栄地域ケアプラザ
（せせらぎフレンズ）

8/1 9:00～16:30

車椅子体験、作業補助。明るく元気に挨拶ができる
方。約束を守れる方。（センター南徒歩15分）

障がい児・者の活動補助、話し相手など。
約束を守ってボランティアができる方。事前に打ち合わ
せに参加できる方。打ち合わせの日程は参加決定後
相談して決めましょう。（センター北駅徒歩8分）

利用者の方々とともに、作業を中心とした活動を行
い、必要なお手伝いをしていただきます。利用者の方
を一人の大人として接していただける方。約束を守れ
る方。（中川駅徒歩3分）　要検便 （含むO-157）

体験内容　・　受入先からのコメント

マットやボール、コーンなどを使って体を動かす活動で
発達障害のある未就学児、小学生をサポート。子ども
が好きで体を動かすのが好きな方。
どちらか1日でも可。

発達障害のある未就学児、小学生とそのきょうだい児
のプールでのサポート。子どもが好きで泳ぐことが好き
な方。どちらか1日でも可。

障がい児と一緒に課外活動に参加します。楽しく元気
に遊びましょう！明るく元気に挨拶できる方。
外食代は各自負担です。

障がいのある方と一緒に池辺の畑で農作業をします。
事業所の活動に理解、協力できる方。

地域の方と一緒にボッチャ大会を行う予定です。
目的をもって参加してくださる方、明るく元気に活動で
きる方。

障がい児・者施設・団体　 　　　　　　　　　　　　　　　　【参加者の声】 　ボランティアは色々な経験ができる場所だと思いました。

発達障害のある未就学児、小学生、高校生の
サポート（リトミック）。
子どもが好きで体を動かすのが好きな方。

脳卒中後遺症のある利用者の活動支援。一緒に軽い
スポーツ、製品作りなどをする、話し相手になるなど。
やってみたいと思う方。（仲町台駅徒歩1分）

高齢者とのコミュニケーション、お話し相手、レクの参
加、配膳、お茶出し。明るく元気に挨拶できる方。

お話し相手、レクのお手伝い、テーブルゲームのお相
手。（できる方は、囲碁、将棋、トランプ）。
元気な方、大きな声で会話ができる方。

障がい児とふれあう。
元気で明るい方。約束を守れる方。

地域ケアプラザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　 【参加者の声】  人の役にたてたことがうれしかった。

精神障がいの方のための施設です。
5日は終日ものづくり。6日は午前が掃除、午後が
カフェ運営の手伝い。
約束を守ることができ、精神障がい福祉に興味がある
方。（仲町台駅徒歩2分）

自主製品の販売、清掃活動、余暇活動など。障がい
のある利用者の方と一緒に楽しく過ごせる方。
（仲町台駅徒歩3分）

菓子製造。
約束を守る事ができ、障がいのある方に優しく接する
ことができる方。（えだきん商店会内）

とまとのおうち



 

  
No 中学生 高校生 施設・団体名 受入れ可能日 時間

118 ○ ○
葛が谷地域ケアプラザ
（高齢者デイサービス）

8/19～23 10:00～15:00

119 ○ ○
加賀原地域ケアプラザ
（高齢者デイサービス）

8/1～23
（日・祝を除く）

10:00～12:15

120 ○ ○
東山田地域ケアプラザ
（高齢者デイサービス）

8/5～10
（日曜を除く）

9:00～12:00

121 ○ ○
介護老人保健施設
都筑シニアセンター

8/20 13:30～16:00

122 ○ ○ 横浜茅ケ崎老人保健施設 8/1～23
 （土・日を除く）

12:00～16:30

123 ○ ○
介護老人保健施設
若葉が丘

8/1～23
 （土・日・祝を除く）

10:00～14:00

124 ○ ○
介護老人保健施設
あすなろ

8/12～14 10:00～16:00

125 ○ ○
特別養護老人ホーム
ハピネス都筑

8/1～23
 （祝を除く）

10:00～16:00

126 ○ ○
特別養護老人ホーム
中川の里

8/1～23
 （土・日・祝を除く）

10:00～15:30

127 ○ ○ グループホーム都筑の丘 8/1～23 9:30～16:00

128 ○ ○ クレール横浜つづき 8/1～23
10:00～16:00
（場合により
15:00まで）

129 ○ ○
グループホーム
ふぁいと南山田

8/1～23
 （土・日・祝を除く）

10:00～16:00

130 ○ ○
高齢者グループホーム
横浜はつらつ

8/1～23
 （土・日・祝を除く）

10:00～15:00

131 ○ ○ グループホーム朝日のあたる家 8/8、15 9:00～16:30

132 ○ ○ グループホーム都筑の春
8/1～15
（土・日・祝を除く）

9:00～15:00

133 ○ ○ グループホーム夢観 8/1～23 10:00～15:00

134 ○ ○
グループホーム
グリーンヴィレッジ

8/1～23
 （土・日・祝を除く）

10:00～16:00

135 ○ ○
横浜市障害者研修保養センター
横浜あゆみ荘

8/9、13、15、16
　19、20、22、23

9:30～12:30

136 ○ ○ つづき緑寿荘 8/7 9:00～12:00
老人福祉センター大広間で利用者の方とのお話し。
元気に挨拶できる方。
（都筑ふれあいの丘駅徒歩３分）

高齢者の方とのコミュニケーション、レクリエーション参
加等。約束を守れる方。（下市ヶ尾バス亭徒歩5分）

高齢者の方とのコミュニケーション、レクリエーション参
加。元気に挨拶できる方、明るい方。
（大崎橋バス停徒歩2分）

認知症高齢者の介護施設。
認知症高齢者の方々と一日の流れを体験。
しっかりと挨拶のできる方。（北山田駅徒歩3分）

認知症高齢者の介護施設。
高齢者の方とのふれあい。（中川駅徒歩10分）

認知症高齢者の介護施設。
利用者の生活のお手伝い。コミュニケーションや外出
の際の付添い、ふれあい等。利用者と丁寧語で話をし
ていただける方。（大崎橋バス停徒歩5分）

認知症高齢者の介護施設。認知症高齢者の方々と一
日の流れを体験。お年寄りの方と一緒に時間を過ごし
てください。（東山田駅徒歩10分）

認知症高齢者の介護施設。
認知症高齢者の方々と一日の流れを体験。高齢者で
認知症の方に優しく温かく接することのできる方。一緒
にレクリエーションをしましょう！（場所は荏田南）

認知症高齢者の介護施設。高齢者の方のお話相手及
び一緒に洗濯物たたみ等の簡単な補助。高齢者が好
きな方。（中川中学校前バス停徒歩3分）

夏祭り（屋台等）のお手伝い、高齢者の方との
コミュニケーション。お手伝いが好きな方、お年寄りが
好きな方。（中川駅徒歩8分）

認知症高齢者の介護施設。
認知症高齢者との交流など。明るく元気に挨拶ができ
る方。（センター南駅徒歩15分）

高齢者の方と会話・工作などの活動支援。
（北山田駅徒歩10分）

認知症高齢者の介護施設。
お話し相手、散歩の付添い、レクリエーション、家事手
伝いなど。認知症を理解できる方、明るく笑顔で対応
できる方。（川和町駅徒歩10分）

宿泊のお客様のチェックアウト作業、宿泊室清掃、行
事準備他。障害者の余暇支援に関心がある方。
（都筑ふれあいの丘駅徒歩2分）

高齢者とのお話し相手、レクリエーションのお手伝いも
してください。（場所は荏田南町）

施設内喫茶店のお手伝い。
明るく元気に挨拶できる方。（北山田駅徒歩15分）

高齢者のお話し相手、お茶出し、レクリエーションの
補助など。元気に挨拶できる方、明るい方。

高齢者施設　　　　　　　　　　　　　 　【参加者の声】 　人生の重みを感じました。僕の悩みはちっぽけなものに思えて心強かったです。

高齢者デイサービスのお手伝い。
明るく元気にお話のできる方、約束を守れる方。

体験内容　・　受入先からのコメント

高齢者デイサービスにて、イベント(夏祭り）の
お手伝い、お見送りまでのお話し相手など。
明るく元気な方。礼儀正しい方。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

つづきＭＹプラザ 
(都筑多文化・青少年交流プラザ) 

 

 

 

 

都筑区青少年指導員連絡協議会  

 

 

 

 

都筑区社会福祉協議会 

 

６月１1 日(火) 申込みスタート！ 

対  象  都筑区在住、在学、 

つづき MY プラザを利用している中学生と高校生 
 
かかる費用  ・交通費（体験先までの往復の交通費） 

             ・検便代（検便の要、不要は体験先一覧参照） 

申込み方法 ＦＡＸ、E メール、窓口、電話 

 

申込み事項    ①氏名
ふ り が な

   ②性別   ③住所(郵便番号必須)   ④本人の連絡先 

⑤緊急連絡先（保護者の携帯など） ⑥学校名・学年 

⑦オリエンテーション希望日(必ず、第１希望、第２希望を記入) 

⑧活動希望日数  ⑨希望する体験先番号と希望日 

（必ず、第１希望～第３希望を記入） 

＊申し込みが集中した場合は、調整させていただきます。 
 

しめきり   ７月 10 日(水)２０時 必着 
 

申込み・問合せ つづきＭＹプラザ(都筑多文化・青少年交流プラザ) 

           〒２２４－０００３ 横浜市都筑区中川中央１－２５－１ノースポート・モール５階 

          TEL：（０４５）９１４－７１７１  ＦＡＸ：（０４５）９１４－７１７２ 

参加申込み 

 
ボランティアをすることで地域の方々とふれあい、 
とても良い経験になりました。 
 
去年はお客としてイベントに参加して中高生ボランティアの方々に憧れて 
いましたが、今年はボランティアとして楽しみを提供する側に立ち、 
嬉しく思いました。 

 
みんなのためを思う考えはこの先の生活でも意識していきたいと思いました。 
 
今までボランティアに参加したことがなかったので少し緊張しましたが、 
皆さんフレンドリーに接してくださったのがよかったです。 
 
ボランティアは学年に関係なく一緒に体験できると思いました。 
 
ボランティアは初めてだったので不安しかなく、でもいざやってみると、準備は 
楽しいし、頼られるともっと楽しくなるし、やろう！と思うことができました。 

   

 など、いろいろな声が届きました 

昨年度参加者の声 

別紙の申込み用紙に 

必要事項を記入してね。 

注意事項 

 ●７月１5 日(月)以降に体験先決定通知をお送りします。 

 ●7 月１7 日(水)までに決定通知が届かない場合は、つづきＭＹプラザまでお問い合わせください。 

 ●オリエンテーションに、筆記用具と飲み物を持参してください。 

●参加者はボランティア保険に加入します。（保険料は主催者負担） 

 いろんなことを 

学んだね。 

＊開館時間：平日 10：00～21：00 土日 10：00～18：00 
＊6 月 17 日（月）休館日です。 
 

 



 

 

 

 

 

  

① 
ふりがな  

② 男 ・ 女 
氏名  

③ 住所 
〒 
     区 

④ 本人の連絡先  

⑤ 緊急連絡先  

⑥ 学校名（学年）                    （   年） 

体験先が保育園、高齢者・障がい児・者施設、地域ケアプラザになった場合、 

体験当日の連絡などのために上記①～⑥を体験先へお伝えしますので、ご了解ください。 

⑦ 
オリエンテーション 

・希望日時の番号を記入 

・必ず第 2 希望まで記入 

                         

                       

⑧ 活動希望日数 
・該当するものに○をつける 

  
１日 ・ 2 日 ・ 3 日 ・ 4 日 ・ 5 日以上（   日） 

⑨ 

希望する体験先番号   

と 

希望日 

・必ず第 3 希望まで記入 

・同じ体験先で２日以上希望 

の場合は、同一欄に記入  

・この欄だけでは書ききれない

場合は備考欄に記入 

＜第１希望＞ 

 

番   月      日 

 

月      日 

 

月    日 

＜第２希望＞ 

 

番      月    日 

 

月      日 

 

月    日 

＜第３希望＞ 

 

番     月    日 

 

月      日 

 

月    日 

⑩ 備考 
 

 

つづきＭＹプラザ ： ＦＡＸ（０４５）９１４－７１７2 
令和元年度 

但し、6 月１7 日（月）は休館日です。 

【申込み先・問合せ】 
つづきＭＹプラザ(都筑多文化・青少年交流プラザ) 

横浜市都筑区中川中央１－２５－１ノースポート・モール５階 

ＴＥＬ：（０４５）９１４－７１７１  

ＦＡＸ：（０４５）９１４－７１７２ 

e-mail：my-plaza@tsuzuki-koryu.org 

*希望する体験先番号と希望日は、第２、第３希望も必ずご記入ください。 

*申し込み開始は、6 月１１日（火）、締切りは７月１０日(水)２０：００です。 

申込み用紙 

① 19 日（金）                                                                                      

② 20 日（土）                                                                                  

③ 20 日（土）                              

④ 21 日（日）                                     

⑤ 22 日（月）                                                                              

⑥ 22 日（月）        

第１希望 

第 2 希望 

（保護者の携帯など） 

18:30～ 

     9:30～ 

15:30～ 

10:00～ 

9:30～ 

18:30～ 

つづき MY プラザ 

中川西地区センター 

仲町台地区センター 

都筑地区センター 

北山田地区センター 

つづき MY プラザ  

第 1 希望とは 

別の番号を選択 
第 1･2 希望とは 

別の番号を選択 



 

 

 


