
納涼祭のお手伝いをしてください 
社会福祉法人 翔の会 空と海 水平線 

☆中高生不可 

内容：施設で行われる納涼祭で利用者の付き添いや販売

のお手伝いをしてください。 

日時：8/23(金) 12 時～17 時 
場所：空と海 水平線（芹沢 786） 

人数：10 名 

備考：※一日通して活動できる方 

※食事あり（チケットを配布します） 

※雨天決行 ※交通費支給あり ※車不可 

 
納涼祭のお手伝いをしてください 
医療法人社団朋友会 けやきの森病院  

☆未成年不可 

内容：①模擬店のお手伝い（軽食、飲み物、ゲーム） 

②出し物（楽器演奏、ダンス等） 

③入院患者の付き添い 

日時：9/13(金) 16時30分～19時30分 
場所：けやきの森病院 駐車場（寒川町宮山 3505） 

集合：けやきの森病院 外来待合室 

人数：①２～3 名 ②10 名以下の団体 ③7名位 

備考：※雨天中止 ※車可 

※②ステージ、照明等の設備なし、 

 （音響はラジカセ程度） 

※軽食あり（チケットを配布します） 

ボランティアセンターでは、様々なボランティア活動依頼を月一回情報紙に掲載し、発行しています。 

この情報紙は市社協個人登録ボランティア、市内の公共施設や学校等に配布しています。 

搬入・搬出・販売のお手伝いをしてください 
社会福祉法人 翔の会 

☆中高生不可 

内容： 表現展での作品搬入、搬出、会期中の展示作品見
守りとワークショップ、自家製品販売のお手伝い

をしてください。 

①搬入（準備） ②会場案内 ③搬出（片付け） 

日時：①8/29(木)      10 時～17時 

②8/30(金)～9/4(水) s10 時～16 時 

③9/4(水)       15 時～17 時 
場所：イオン茅ヶ崎中央店 1 階イベントスペース 

人数：①4～5 名 ②各日 1～2 名 ③4～5 名 

備考：※②は開催中の都合の良い日 ※②は短時間可。 

※お昼を挟む長時間の場合は昼食代の補助あり 

※公共交通機関を利用の場合、交通費支給あり 
 

 

スポーツイベントのお手伝いをしてください 
社会福祉法人 翔の会 

☆中高生不可 

内容：知的障害、身体障害のある方のスポーツイベント

「動楽会」のお手伝いをしてください。（会場準備、

片付け、競技のサポート等） 

日時：10/2(水) 9 時～16 時 

場所：茅ヶ崎市総合体育館（茅ヶ崎 1-9-63） 

人数：5 名 

備考：※昼食あり ※午前、午後のみOK 

※車可（駐車料金は自己負担） 

夏祭りのお手伝いをしてください 
社会福祉法人 翔の会 ちがさきの木魂 

☆中高生不可 

内容：身体、知的障害の方たちの施設で行われる夏祭り

でレクリエーションのお手伝いをしてください。 

日時：8/21(水)、22(木) 2日間開催 
12 時 30 分～15 時（応相談） 

場所：ちがさきの木魂（松が丘 1-6-35） 

人数：1 日 2～3 名程度 

備考：※1日のみでも可 ※車での来所は応相談 

※事前説明会あり（日時応相談） 

 

 

  

  

  

～2019 年 8 月号～  編集・発行：社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏祭りのお手伝いをしてください 
社会福祉法人 翔の会 湘南鬼瓦・第 2 湘南鬼瓦 

☆中高生可 
内容：施設で行われる夏祭りで模擬店の準備やお手伝

いをしてください。利用者に付き添い一緒に楽

しんでください。 

日時：①8/19(月)～23 日(金)10 時～15 時 

②8/21(水)           10 時～15 時 
場所：湘南鬼瓦・第 2 湘南鬼瓦（甘沼 123-2） 

人数：①各日 2 名  ②7名 

備考：※②は施設全体でのお祭りです。 

※一日通して活動できる場合は昼食あり 

 

 

 

 



囲碁・将棋・麻雀の相手をしてください 
本村２丁目在住 70 代男性（肢体不自由） 

☆中高生不可 

内容：囲碁・将棋・麻雀の相手をしてください。 

日時：可能な日時で応相談 ※月 1 回程度 

備考：※活動場所は本村 2 丁目のご自宅です。 

創作活動のお手伝いをしてください 
社会福祉法人 翔の会 水平線 

☆中高生不可 

内容：施設に入所されている四肢体幹痙性麻痺の 

40 代女性（電動車椅子利用）にステンシル制作

の作業補助をしてください。 
場所：水平線施設内（芹沢 786） 

日時：金曜日の午後（1～2 時間程度）※月 1 回～ 

備考：※事前に来所をお願いします。 

※交通費支給あり ※車可 

お話し相手をしてください 
社会福祉法人 翔の会 水平線 

☆中高生不可 

内容：施設に入所されている小脳変性症の 50 代男性と

一緒にオセロを楽しんでください。 

映画や花のお話しできる方も募集しています。 

場所：水平線施設内（芹沢 786） 
日時：月、火、木、土、日曜日 10 時～12時 

月、土、日曜日     13時 30 分～18時 

※可能な日時で応相談 ※月 1 回～、1時間程度 

備考：※交通費支給あり 

 

 

【問い合わせ先】 

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会 

（ボランティアセンター） 

月曜日～金曜日(土・日・祝日休み) 

８時３０分～１７時１５分 

〒253-0044 

茅ヶ崎市新栄町 13-44さがみ農協ビル 2階 

TEL： 0467（85）9650 

FAX： 0467（85）9651 
E-mail：vc@shakyo-chigasaki.or.jp 

ホームページ：http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/ 

ボランティア担当まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

茅ケ崎養護学校でお手伝いをしてください 
神奈川県立 茅ケ崎養護学校 

☆中高生不可 

内容：絵本の読み聞かせ、作業学習の見守り、散歩または

レクリエーションのお手伝いをしてください。 

対象：肢体不自由の小学生から高校生、知的障害の中学生 

場所：茅ケ崎養護学校（西久保 29-1） 

日時：毎週木曜日の午前中 
人数：各日 2名 

☆詳細は社会福祉協議会へお問い合わせください☆ 

 

小学生の学習支援をしてください 
ちがさき開智舎 のびしろクラブ 

☆中学生不可 

内容：小学生（1～6年生）の学習の小さなつまずきを解

決し、学習意欲の向上を目指す支援をしてくださ

い。  

場所：ちがさき開智舎のびしろクラブ（香川1-31-18） 

日時：毎週火曜日 15 時 30 分～17 時（月１回～） 

備考：※教員OB尚可 ※車可 

 

お気軽にお電話下さい 

セッティングや球拾いなどのお手伝いをしてください 
サウンドテーブルテニス 

（視覚障害のある方の卓球です） 

問合せ先：茅ヶ崎市社会福祉協議会または 

堤さん ☎83-2510 

日時：①8/18(日) 9 時～12 時 

②8/25(日) 9 時～12 時 

③9/1 (日) 9 時～13 時 

場所：①②茅ヶ崎市総合体育館 

多目的室（茅ヶ崎 1-9-63） 

③茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラス 

多目的室（中海岸 3 丁目 3 番 9 号） 

（出来る範囲の時間でお願いします） 

☆継続的にお手伝いしていただける方大歓迎です☆ 

ダンスの振り付けや指導をしてください 
ダンスサークル フラッシュ 

内容：知的障害がある女の子のダンスサークルです。

一緒に楽しみながら活動してください。 

日時：毎月第 2・４土曜日 10時～12 時 
※イベント参加時 変動あり 

☆女性希望☆ダンス経験者歓迎☆ 

☆交通費実費支給可能☆ 


