「ボランティアしてみたいけど、どうしたらいいの？」と考えている方、ぜひご参加ください。
普段忙しくて時間が取れない方も様々なプログラムの中から自身にあった活動に参加し世界を広げてみませんか。

体験期間

平成 30 年 7 月 1 日〜9 月 30 日まで（同一施設での活動は、原則 1～3 日程度）

参加対象者

小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生・大人まで。ボランティアに関心のある方。
（詳しくは、裏面の一覧表の募集対象を確認して下さい）

活動場所

裏面一覧表の

申込方法

☞体験プログラムの中から、参加したいプログラムを選び、添付の「ボランティア体験プログラム参加申込書」に必

44 施設団体・60 プログラム（交通費・食費等は原則として参加者負担になります）

要事項を記入します。

☞申込書と返信用封筒（82 円切手を貼り、返信先を記入したもの）を、活動を希望される１０日前までに
ボランティアセンターへ持参又は郵送してください。

☞ 後日決定通知書を郵送で送ります。届きましたら必ず事前に参加する施設と
連絡をとって、持ち物や時間などの確認をしてください。

お問合せ・申込先

吹田市社会福祉協議会 ボランティアセンター
（窓口時間：月～金曜日＜土日祝休み＞ 9：00～17：30）
〒564-0072 吹田市出口町 19-2 吹田市立総合福祉会館２階

地図はこちら☞
電話 06-6339-1254

1
Ｈ30年度
施設名

活動場所

ボランティア体験プログラム受け入れ可能施設一覧表（吹田市版）

交通機関

募集対象(人数)
条件

活動内容／参加者へのメッセージ

7月１日～９月30日（月～土）
（8月14日～16日以外）
9時〜17時

小学生以上(２名/日)

利用者様の見守りや会話等、季節の行事のお手伝い得意なこと（歌や踊り、手芸や工
作等）をしていただける方も大歓迎です。

1

老 （社福）大阪キリスト教女子青年福祉会
シャロン千里デイサービスセンター

古江台３－９－３

2

老 （社福）恵泉福祉会

千里丘北1-3-2

（ＪＲ京都線）千里丘〜（徒歩）20分

7月1日～9月３0日（月～土）
10時〜17時

中学生以上（4名/日）

ご利用者様の話し相手や折り紙、塗り絵、オセロなどのお相手をお願いしています。

3

老 グループホーム

山田南52-11

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）南千里
～
（阪急バス）亥の子谷名神下（徒歩)2分

7月1日～9月３0日（月～日）
9時〜17時の間で相談可

高校生以上、高齢者も可(2名/日）
事前オリエンテーション参加が必要

利用者様の話し相手、レクリエーションの見守りなどに参加して頂きます。

4

老 グループホームヴィラコティ岸部

岸部中4-12-2-100

（ＪＲ京都線）岸辺〜（徒歩）5分

7月1日～9月３0日（月～金）
10時〜16時の間で相談可

小学生以上（2名/日）

認知症高齢者の方の施設になりますので、認知症について学びたい方よいかと思いま
す。

5

老 （社福）こばと会
グループホーム たんぽぽ

山田東2-31-5

（モノレール）万博記念公園〜（徒歩）10
分

7月1日～9月３0日（月～金）
9時〜15時

小学4年生以上（4名/日）
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

お年寄りとのコミュニケーション及び、介護補助体験。

6

老 一般財団法人
吹田市介護老人保健施設事業団

片山町2-13-25

（JR京都線）吹田or（阪急千里線）豊津～
（徒歩)15分

7月1日〜9月30日（月〜金）
9時〜17時(土祝日除く）

中学生以上（6名/日）
グループでの参加歓迎
学校の課題などによる参加は不可

利用者とのコミュニケーション、レクリエーションの補助、クラブ活動への誘導や配
膳、下膳、入浴後の乾髪などのお手伝い。

7

老 （社福） こばと会
特別養護老人ホーム

いのこの里

山田西１－２６－２７

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）南千里
～
（阪急バス）亥の子谷（徒歩)2分

7月１日～９月3０日（月～金）
9時〜15時

高校生以上（1名/日）

高齢者との交流、レクリエーション活動に参加して頂きます。

8

老 （社福）松柏会
特別養護老人ホーム

エバーグリーン

江坂町4―20―1

（北大阪急行)緑地公園〜（徒歩)10分

7月１日～９月3０日(月～土）
9時〜15時15分

高校生以上(3名/日)

高齢者の方とのお話しや手芸、将棋、囲碁、麻雀などの趣味活動、卓球や体操などの
運動などに一緒に参加して頂けたらと思っています。

老

五月が丘北6-12

7月1日～9月30日(月〜日）
（阪急千里線）南千里～（阪急バス）佐竹台 10時〜16時
6丁目～（徒歩）5分
7月1日～9月30日(月〜土）
10時〜16時

中学生以上(4名/日)
グループでの参加歓迎

利用者さんとともに、日常の生活を過ごして楽しんでほしいです。

9

中学生以上(2名/日)
グループでの参加歓迎

利用者さんとレクリエーションを楽しんだり手工芸で何か作品を作ったり、散歩へ出
かけたりと楽しい一日を過ごしてほしいです。

高校生以上(5名/日)
グループでの参加歓迎

8月25日は入居者の方の傾聴活動、祭りの準備を行い、26日は屋台や参加者の案内な
ど夏祭りの運営を行って頂きます。

高校生以上(２名/日)

毎週金曜日に行われているコーヒー喫茶で、利用者様のお話し相手やピアノ演奏に合
わせて歌を歌いながら一緒に過ごして頂きます。

7月22日(日）
11時〜16時

高校生以上(10名/日）

屋台の準備、運営の手伝い、夏祭りなので、盆踊り等にも参加して頂ければと思いま
す。

7月21日、8月18日、9月15日(土)
13時〜16時

高校生以上(3名/日）

喫茶のボランティアになりますので、注文を聞いたり、コーヒーやお菓子を配って頂
く活動です。

7月１日～９月30日（月〜土）
9時〜18時

小学生5年以上(２名/日）

入居者さんとのレクリエーション活動、傾聴、食事の配膳下膳、洗濯物整理等で高齢
者と関わって頂きたいです。

８月12日（日）
9時〜20時の間の4〜5時間

中学生以上(10名/日）

夏祭りの準備と付き添いです。準備のみや、付き添いのみでの活動も可能ですので、
ご都合に合わせて時間帯をお問い合わせ下さい。

7月1日～9月30日（月〜日）
9時〜1７時

中学生以上（3名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

デイサービスに来所されているご利用者の方の見守りや話し相手、職員の補助、手伝
い等。

メヌホット千里丘

ここから南千里

グループホームめいの家
デイサービスセンターめいの家

10 老 （社福）六心会

離宮千里山

11 老 医療法人泰山会
里

介護老人保健施設

千

12 老 (社福）秀明会
特別養護老人ホームあす〜る吹田

13 老 (社福）寿楽福祉会
特別養護老人ホーム

（阪急千里線）北千里～（徒歩）6分

活動期間

（北大阪急行）緑地公園～（徒歩）15分

山田北5－14

7月6日・13日・20日・27日、8月3日・
（阪急千里線・モノレール）山田～（徒歩） 17日・24日・31日、9月7日・14日・21
10分
日・28日（金）
13時〜14時

岸部中2－7－12

（ＪＲ京都線）岸辺〜（徒歩）10分

岸部北4ー９－３
寿楽荘

（阪急千里線・ＪＲ京都線）吹田～
（阪急バス）竹谷～（徒歩）５分

14 老 （社福）寿楽福祉会
吹田市立千里山西デイサービスセンター

千里山西2―13－2

（北大阪急行）緑地公園～（徒歩）10分

15 老 （社福）成光苑
吹田竜ヶ池ホーム

原町３―２１―２５

（JR京都線・阪急千里線）吹田～（阪急バ
ス）吹田第二中学校前 下車すぐ

16 老 (社福）みなと寮
大阪市立弘済院第一特別養護老人ホーム

8月25日（土）26日（日）
9時〜14時

千里山竹園1-50-18

古江台6-2-1

（阪急千里線・モノレール）～山田〜（徒
歩)7分

7月8日・20日、8月3日・17日、９月7日・ 高校生以上（８人/日）
21日(金)
グループでの参加歓迎
13時30分〜1５時30分

隔週で金曜日に実施している『音楽サークル』での準備やお手伝いです。ご入居者の
方と一緒に歌を楽しみます。

８月4日(土）
12時30分〜16時

夏祭りの屋台で、販売のお手伝いやゲームのお手伝いをして頂きます。高齢者の方に
夏の季節を楽しんで頂くお手伝いをお願いします。

高校生以上（10人/日）

7月1日〜9月30日（月〜日）
10時〜16時（時間の内で可）

1

中学生以上(2名/日）
グループでの参加歓迎

外出レクリエーションや施設行事の際の利用者引率、見守り、介護業務の補助。

2
施設名
(社福）藍野福祉会
特別養護老人ホーム

活動場所

交通機関

7月１日～９月3０日（月～日）
9時15分〜17時45分

青藍荘

17 老

活動期間

佐竹台2－3－1

（阪急千里線）南千里～（徒歩)８分

(社福）藍野福祉会
青藍荘デイサービスセンター

7月１日～９月3０日（月～土）
9時〜15時30分

募集対象(人数)
条件

小学生以上（2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要
グループでの参加歓迎

活動内容／参加者へのメッセージ
特別養護老人ホームでのレクリエーションの手伝い、利用者さんとの話し相手となっ
てコミュニケーション活動に参加していただきます。
デイサービスセンターの利用者様とのコミュニケーション活動を中心に参加していた
だきます。レクリエーションの補助もあります。

津雲台4-7-2

（阪急千里線）山田～（徒歩)7分

7月１日～９月3０日（月～金）
8時45分〜16時30分

高校生以上（2人/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

日常生活補助、シーツ交換、作業手伝い、趣味娯楽支援、レク補助、行事手伝い、傾
聴、話し相手。

19 老 特定非営利活動法人生活ネットワーク虹
生活ネットワーク虹デイサービス虹）

千里山東2-3-8

（阪急千里線）千里山、関大前～（徒歩)5分

7月１日～９月3０日（月～金）
9時30分〜15時30分

中学生・高校生・専門学生・大学生
（1名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

利用者さんのお話し相手やレクリエーションのお手伝いをして頂きます。

20 障 (社福）のぞみ福祉会
のぞみ工作所

中の島町6-1
中の島スポーツグラウンド
野球場

（阪急千里線）吹田～（徒歩)10分

7月～9月（金）月2回
17時〜19時

高校生以上（2〜3人/日）

利用者のみなさんのサークル活動のお手伝いです。楽しく安全に練習ができるように
お手伝いしながら一緒に楽しんで下さい。

７月1日〜９月30日（月〜金）
（7月26日・27日/8月13日〜15日/ 9月
14日除く）10時〜16時

高校生以上(６名/日）
グループでの参加歓迎

障がい者の日中活動を支援しています。仕事や散策、調理、プール等活動をしていま
す。利用者の皆さんと楽しい時間を過ごしませんか。

９月8日（土）14時〜20時(参加時間は応相
談可）

高校生以上(何人でも可/日)
グループでの参加歓迎

地域の方も来て盛り上がる「あいほうぷ祭り」、ゲームコーナー、模擬店等で関わり
ませんか。利用者も楽しみな祭りを一緒に楽しみましょう。

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）南千里
～（阪急バス）亥子谷～（徒歩）5分

7月1日～8月31日（月～金）
9時〜16時

高校生以上(2名/日)
事前オリエンテーションの参加が必要

こども達と一緒に散歩に行ったり、遊んだり着替えにつくなど、保育園でどのように
生活をしているのかを経験してもらいます。

7月1日～9月28日（月～金）
(7月12日〜17日、8月１0日～18日除く)
９時〜１6時30分

高校生・専門学生・大学生(2名/日)
事前オリエンテーションの参加が必要
検便検査必要（要相談）

保育園児と一緒に遊んだり、食事や着脱など生活援助をしていただきます。室内外の
清掃や環境整備もしていただきます。

7月１日～９月3０日（月～金）
（8月１1日～１６日除く）
9時〜16時

中学生以上（３名/日）

日常の保育補助をしていただきます。

8月6日〜8月24日（月〜金）
（8月13日〜15日除く）
10時〜16時

高校生・専門学生・大学生
（2名/日）
その他（保育園の日常保育活動）

夏季の日常保育活動のお手伝いをして下さい。0歳児～5歳児（130名）のクラスに
入って保育士のお手伝いをし、園児と交流を楽しみます。

7月7日（土）
16時〜19時

高校生以上
（4名/日）
グループでの参加歓迎
その他（夕涼み会スタッフとして）

保育園主催の夕涼み会（地域開放事業）のゲームコーナー担当をお手伝い下さい。

18 老 介護老人保健施設

つくも

21 障 吹田市立障がい者支援交流センター
あいほうぷ吹田

千里万博公園１２－２７

（阪急千里線）山田〜（徒歩)10分

22 児 （社福）こばと会
さくらんぼ保育園

山田西1-32-12

23 児 （社福）愛の園
あやめ保育園

津雲台4－9－1

(阪急千里線）（モノレール）山田〜（徒
歩)7分

24 児 幼保連携型認定こども園
千里山やまて学園

山手町２－１７－２２

（阪急千里線）豊津～（徒歩）10分

25 児 認定こども園もみの木千里保育園

山田北5－15

（阪急千里線）（モノレール）山田～
（徒歩）10分

詳細は問い合わせ

26 児

（社福）こばと会
さくら保育園

山田南45-10

（ＪＲ京都線）岸部〜（徒歩）20分

7月30日〜8月31日（月〜金）
9時〜17時
（8月10日〜18日除く）

中学生以上（3名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

年齢別のクラスに入り、子ども達と遊び生活し、たくさん関わって頂きます。

27 児

（社福）こばと会
こばと保育園

高城町20-6

（ＪＲ京都線）吹田〜（徒歩）10分

7月23日〜8月31日（月〜土）
9時〜18時
（8月10日〜17日除く）

高校生・専門学生・大学生（3名/日）

園庭での保育の補助、保育室の清掃、教材づくりの補助など。

28 児 （社福）輝き福祉会
保育園千里山キッズ

千里山竹園１-２４-１２

（阪急千里線）千里山～（徒歩)10分

7月1日～9月30日（月～金）
9時〜17時
（8月13日14日除く）

高校生以上(2名/日）
グループでの参加歓迎

子供たちと保育園での生活をともに行う。子どもたちとの時間を楽しく遊ぶ。

29 児 （社福）大阪アカシヤ福祉会
南ヶ丘こども園

佐井寺南ヶ丘3-5

（JR京都線）吹田or（阪急千里線）千里山
～（阪急バス）上山手～（徒歩）4分

７月30日～8月10日（月〜金）
9時〜16時

中学生以上（4〜5名/日）

お部屋の環境整備や子どもたちと遊んで頂きます。

30 児 （社福）大阪キリスト教女子青年福祉会
シャロン千里 こども館

古江台３－９－３

（阪急千里線）北千里～（徒歩)6分

７月25日、8月1日・8日・22日（水）
14時〜17時30分

専門学生以上(２〜３名/日）
グループでの参加歓迎

主に小学生の子ども達が自由に遊ぶ場を提供しています。子ども達の遊び相手として
関わって下さい。

31 児 （社福）成光苑

長野東13-5

（ＪＲ京都線）千里丘〜（徒歩）15分

7月15日～8月３1日（月～金）
（8月10日～17日除く）
9時〜17時

中学生、高校生、専門学生、大学生(2名/
日)
事前オリエンテーションの参加が必要

子どもたちと一緒に遊んだり、給食を食べたりして過ごします。

山田南３０－１８－３０２

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）山田～
（阪急バス）山田南～（徒歩）１分

7月１日～９月31日（月～土、土曜日は第
1、第3のみ）
（8月13日、14日除く）
10時〜16時30分

小学生5年以上（2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要、又
は、当日早目に来てもらう
親子での参加歓迎

乳幼時親子とのふれあい体験、簡単な作業などのお手伝い、日により行事をすること
になります。

山田市場15-1
山田中学校グラウンド

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）山田～
（阪急バス）山田南～（徒歩）5分

8月18日（土）予定
17時〜20時

中学生以上（4名/日）
グループでの参加歓迎

地域の中学校での夏祭りに参加予定。人手が少ないので店番などをしていただきま
す。

32 他 子育て広場

第二愛育園

こすもすの家

2

3
施設名

活動場所

交通機関

募集対象(人数)
条件

活動期間

活動内容／参加者へのメッセージ

33 他 NPO「心のオアシス」
子育て広場「オアシス」

朝日が丘町46-14-103

（JR京都線）吹田〜（阪急バス）名神下〜
（徒歩）5分

7月1日～9月３0日（水～土）
10時〜16時

小学4年生以上（6名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要
子ども向け体験プログラム
親子での参加歓迎

34 他 子育てCOCOステーション

千里山西１－４０－１２
海原ビル２階

（阪急千里線）千里山～（徒歩)１分

7月1日～９月30日（月･水･金・第3土）
（祝日、7月16日、9月17日、24日除く）
９時30分〜16時

中学生、高校生、専門学生、大学生
(２名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

子どももおとなも誰もがほっとできる居場所を一緒に作りませんか？興味のある人、
子どもが好きな人、ぜひ来てみてください。

35 他 (社福)みなと寮

古江台６－２－８

（阪急千里線）山田〜（徒歩)5分

7月1日～8月31日（月～金）
10時30分〜17時(要相談）

専門学生以上(２名/日）

心身上、その他の理由により日常生活全般に援助を必要とする方に、健康で文化的な
生活が送れるように必要な援助を行っています。
地域の高齢者の方のいこいの場として開催しているサロンです。お茶を飲みながらお
話しやゲームで楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

五月が丘西5-1

7月23日、9月24日（月）
12時30分〜15時30分
グループでの参加歓迎

中学生以上（2〜3名/日）

（阪急千里線）南千里～（阪急バス）
佐井寺北～（徒歩）3分

7月26日、9月27日（木）
10時〜12時30分
グループでの参加歓迎

中学生以上（2〜3名/日）

地域の就園前の親子が集う子育てサロンです。地区福祉委員会がボランティアで楽し
く過ごせる場を作っています。

7月7日（土）
13時30分〜16時30分

中学生以上（5名／日）

「いきいきサロン」で、高齢者と子どもの交流を目的とした七夕飾りを一緒に作りま
す。

7月17日（火）
10時30分〜11時30分

高校生以上（5名／日）

子育てサロンの運営と行事の補助のボランティアです。親子のクラフトのサポートを
します。

7月17日、8月21日、9月18日(火）
9時〜12時

高校生・専門学生・大学生（5名／日）
グループでの参加歓迎

地域の就園前の親子が集う子育てサロンです。地区福祉委員会がボランティアで楽し
く過ごせる場を作っています。

救護施設 千里寮

36 他 五月が丘地区福祉委員会

37 他 片山地区福祉委員会

朝日が丘児童センター
朝日が丘町15－1

近隣の子育て世代への支援。乳幼児がママたちと施設に来て絵本に親しんだり遊具や
おもちゃで遊ぶ。交流会人気あり。

（JR京都線）吹田～（徒歩）7分

38 他 吹三地区福祉委員会

吹田歴史文化まちづくりセ
ンター 浜屋敷
南高浜町6－21

39 他 藤白台地区福祉委員会

藤白台市民ホール第1、2会
7月11日、9月12日（水）
（阪急千里線）北千里～（阪急バス）ゆらら
議室
10時〜11時30分
藤白台～（徒歩）1分
藤白台2-9-1-114
親子での参加歓迎

中学生以上（3名／日）

地域の未就学児とその保護者を対象に交流を図る。7月は人形劇、9月はハンドベルの
演奏他を予定しております。

40 他 山三地区福祉委員会

亥の子谷コミュニティセン
ター 2階ホール
山田西1－26－20

中学生以上（2〜3名／日）

子育て中の親同士が気楽に集い、情報交換しながら子育てを楽しむ活動のお手伝いで
す。

（JR京都線・阪急千里線）吹田or
（阪急京都線）相川～（徒歩）10分

7月26日、9月27日(木)
（阪急千里線）南千里～（阪急バス）亥の子
10時〜12時
谷～（徒歩）2分
グループでの参加歓迎
7月10日（火）
10時〜12時

41 他 桃山台地区福祉委員会

桃山台市民ホール
桃山台2－5－5

地域の0歳～2歳ぐらいまでの赤ちゃんと親が集まって悩みを事や情報交換などを行う
場です。保育園の先生も来られます。安全の見守りなどして頂きます。

7月4日・11日・18日・25日(水）
（阪急千里線）南千里（徒歩)10分or（北大 13時30分〜16時30分
阪急行）桃山台～（徒歩)5分

中学生・高校生・専門学生・大学生
（3名／日）

７月20日（金）
ふれあい子どもルーム
9時〜14時

地域の誰でも訪れてお茶を飲み楽しむティーサロンです。注文を聞きお茶をお持ちす
る。時にはお話し相手になって下さい。
地域の小学生のための昼食カレーと居場所づくりのクラフト教室を開く。食事のサー
ビス、クラフトのお手伝いをお願いします。

いきいきサロン
７月4日・９月5日（水）
11時〜13時
42 他 吹二地区福祉委員会

吹二地区公民館
泉町3－15－29

（阪急千里線）吹田～（徒歩)10分

地域住民が交流できる場として、子育てサロン、いきいきサロン、ティーサロン等、
高校生・専門学生・大学生（2〜3名／日） 地区福祉委員会が主体となり運営しています。地域の皆さんと交流しませんか。お待
ちしています。

子育てサロン
７月5日・９月13日（木）
10時〜12時
サロントマト
７月23日・９月17日（月）
13時〜15時

43 他 千一地区福祉委員会

44 他 佐井寺地区福祉委員会

千一地区公民館
原町2－12－2

佐井寺地区公民館
佐井寺南ヶ丘1－1
高齢者いこいの間(公民館併
設）

７月11日、8月22日、9月12日（水）
10時30分〜12時

高校生・専門学生・大学生（4名／日）

高齢者を対象とした地区福祉委員会活動の「いきいきサロン」への参加です。

8月8日（水）
10時〜14時

高校生・専門学生・大学生（2名／日）

子育て仲間のつどいという活動名で、乳幼児とその保護者の方が半日を自由に楽しく
過ごしていただくための手伝いをしています。

（JR京都線）吹田〜（徒歩)20分

（JR京都線）吹田〜（（阪急バス）上山手
町もしくは総合運動場前（徒歩)5分

７月18日、9月19日（水）
10時〜12時

子育て中の親の情報交換や仲間づくりを目的に開催している子育てサロンです。一緒
に楽しい時間を過ごしませんか？
中学生以上（２〜3名／日）

７月27日、9月28日（金）
13時〜16時

地域の高齢者の方のいこいの場として開催しているサロンです。お茶を飲みながらお
話しやゲームで楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

中の参加申込書を記入し、窓口に申し込みをしてください。
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ボランティア体験プログラム 参加申込書
フリガナ

氏

フリガナ

〒

名

(男・女)

自宅の電話

－
携帯 ・

自宅以外の
緊急連絡先
勤
学

―

－

所

)

その他(

－

住

－

務 先
校 名

参加経験

区分

学生の方

該当するもの
に○をつけて
ください

学生以外
の方

小学生（
年）・中学生
高校生
・
専門学生
大学生（短大生も含む ）

20 歳未満
40～49 歳

・
・

初めて

・

2 回目以上

課題での参加
（ボランティア体験学習 ・ 職場研修等）

はい ・ いいえ
20～29 歳
50～59 歳

社会福祉協議会 ・ 口コミ ・ 学校
ホームページ (府社協 ・ 市町村社協 ・
広報紙(名称：
)
その他(
)

このプログラム
を何でお知りに
なりましたか

体験プログラムの参加は

30～39 歳
60 歳以上

・
・
)

その他

該当するものに○をつけてください

参加動機
参
加
を
希
望
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
１
希
望
第
３
希
望

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
番号

施設名

活動希望日

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
番号

施設名

活動希望日

第
２
希
望
第
４
希
望

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
番号

施設名

活動希望日

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
番号

施設名

活動希望日

※高校生以下の方は、保護者の方の参加についての了承をお願いします。

同意書

ボランティア体験プログラムに

が参加することを同意します。
保護者名

㊞

※お預かりした個人情報は、個人情報保護規程に従い管理し本事業以外には使用いたしません。

申込上の注意
○ 活動希望日の１０日前までには必ずお申込ください。
○ 複数のプログラムを同時に申し込むことができます。
○

申込先が異なる場合、それぞれの社会福祉協議会に参加申込書を提出してください。

○

申込の際は、この申込書と８２円切手を貼った返信用封筒（返信先記入のもの）を提出してください。

○ 行事参加者傷害保険（ボランティア体験プログラム専用保険）の加入について
参加される方全員、行事参加者傷害保険（ボランティア体験プログラム専用保険）に加入いたします。

