
 

茅ヶ崎市視覚障害者福祉協会に直結した 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟのﾎﾞﾗﾝﾃィｱｽﾀｯﾌを募集しています 
[茅ヶ崎視障協情報センター] 

内容：パソコンによる編集や取材・録音、会報の原稿を 

読む、発送作業などをお手伝いしてください。 

日時：主に火曜日（月２回程度） 

できる範囲の時間でお願いします。 

場所：茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラス 

（中海岸 3-3-9） 

まずは見学 中高生可

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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。 
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保育のお手伝いをしてください 
[茅ヶ崎市議会事務局] 

内容：「こんなまちにしたいな ちがさき」をテーマに

した市民と議員の意見交換会で、保育のお手伝い

をしてください。 

日時：11/23(水) 

【一部】10 時 30 分～12 時 00 分 

【二部】14 時 00 分～15 時 30 分 
※集合時間は各回開催時間の 30 分前 

※一部、二部のどちらかでも可 

人数：各回数名（申込み状況に応じます） 

場所：市役所本庁舎 6 階全員協議会室（茅ヶ崎1-1-1） 

       

 

次号に掲載希望の方は 10月 20日（木）までにボランティア募集票を FAXもしくはメールでお送りください。 

（その際は事前に電話連絡をお願いいたします。連絡先は裏面に記載しております。） 

ボランティア募集情報の記事掲載を希望される方へ 

LINE友達追加して、 

ボランティア情報をゲット!! 

 

視覚障害のある方の卓球の球拾いや 

会場準備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] 

問合：茅ヶ崎市社会福祉協議会または 

堤さん ☎83-2510 

日時：①10/2   (日)10 時 00 分～12 時 00 分 

②10/23 (日)10 時 00 分～12 時 00 分 

③11/27 (日)10 時 00 分～12 時 00 分 
場所：茅ヶ崎公園体験学習センター 

    うみかぜテラス 多目的室Ｂ（中海岸 3-3-9） 

 

中高生可 継続的にお手伝いできる方歓迎 

 

農作業のお手伝いをしてください 
[ふるさとファーマーズ] 

内容：自然栽培（不耕起栽培）畑を耕し、種まき、草取

り、収穫などのお手伝いをしてください。 

日時：随時（火曜日除く） 

ご都合に合わせて相談 単発も可 

場所：県立茅ヶ崎里山公園（芹沢1030）の隣接した畑 

備考：季節によっては収穫した野菜をプレゼント 

   現在 2～80 才までの方が楽しく農作業に参加し 

ています。お気軽に問い合わせください。 

    

車可 どなたでも 

車可 

 

お祭りのお手伝いをしてください 
[社会福祉法人 翔の会 水平線] 

内容：お祭り「フィエスタ翔」で、利用者の方の引率や

買い物補助、食事の軽介助をお願いします。 

日時：10/30(日) 9 時 50 分～15 時 30 分 
部分的な参加も可 

人数：10 名程度 

場所：茅ヶ崎中央公園（茅ヶ崎 2-3-1） 

備考：車いすや盲の方もいらっしゃいますが 

スタッフも帯同します。 

一日通して活動の場合、食事の提供あり 

 

高校生可 雨天中止 車可 交通費支給  

バス旅行の見守りをしてください 
[茅ヶ崎手をつなぐ育成会] 

内容：知的障がい児・者のバス旅行「ふれあい交流会」

で、当事者の見守り（主に男性当事者のトイレ利

用時）をお願いします。 

日時：11/19(土) 7 時 35 分～18 時 00 分 
人数：2 名 

行先：富士サファリパーク方面（静岡県裾野市） 

集合・：茅ヶ崎市役所ロータリー前（茅ヶ崎1-1-1） 

備考：当事者には必ず介助者が付きます。 

 

雨天決行 成人男性希望 交通費支給 昼食有 



【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) 

開所日：月曜日～金曜日(土・日・祝日休み)8 時 30 分～17 時 15 分 

住 所：〒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/ 

 

 
小学生の学習支援や事務作業をしてください 

[ちがさき開智舎 のびしろクラブ] 

内容：①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。 

②一般事務及びPC操作（Excel）をしてください。 

日時：毎週火曜日 15時 30分～17時 00分（応相談） 

場所：ちがさき開智舎のびしろクラブ（香川1-31-18） 

または香川公民館（香川1-11-1） 

高校生可 教員 OB歓迎 車可 事前説明有   

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手芸や縫い物のお手伝いをしてください 
[ちがさき開智舎 のびしろクラブ] 

内容：バザーで販売する小物の制作・企画をしてくださ

い。コースターやブローチなどの手芸品や生活小

物を作成できる方を募集しています。 

日時：①毎週火曜日 15 時 30 分～17 時 00 分 

    その他曜日も応相談 

②ご希望の日時 

場所：①ちがさき開智舎のびしろクラブ（香川1-31-18） 

②ご自宅 

 

中高生可 車可 事前説明有 

 

作業の見守りや散歩の付き添いをしてください 
[ 入道雲入所中 重度知的障害・難聴 40代女性] 

内容：施設に入所されている方の作業の見守り（アルミ

はがし、空き缶洗い、空き缶つぶしなど）や、散

歩の付き添いなどをしてください。 

日時：月～金 10 時 00 分～16 時 00 分 

1 回 1 時間程度 月 1 回からでも可 

場所：翔の会 入道雲（芹沢 786） 
 

車可 中高生可 交通費応相談 

 

中学生の学習のお手伝いをしてください 
[こども応援丸] 

内容：中学生（1～3 年生）の学習のお手伝いをしてく

ださい。 

日時：火～金  19 時 00 分～21 時 00 分 
   ※水は 9 月開講予定 

場所：火：南湖公民館（南湖 6-15-1） 

   木：香川公民館（香川 1-11-1） 

   金：青少年会館（十間坂 3-5-37） 

   水：未定（鶴嶺中学校周辺） 

備考：勉強を教えられなくても、一緒に考え、寄り添う

サポートでも十分です。 

   各教室 10～20 名の中学生が参加しています。 

都合の良い日だけの参加も大歓迎です。 

 

    

 

 

 

  

高校生可 車可 交通費支給 事前個別面談有 

令和 4年度里親講座の開催のお知らせ 

（神奈川県中央児童相談所主催） 

-----------知ってほしい里親制度----------- 

『里親』とは、様々な事情により家族と一緒に生活すること

ができない子どもたちのために、家庭を提供し、温かい愛

情と理解をもってその養育にあたる方のことです。未来を

担う子どもたちが健やかに成長できるように支援する『里

親』とその制度について、皆さんに知っていただくために

「里親講座」を開催します。里親制度の説明や里親さんによ

る体験談等を予定しています。  

日   時：11/23(水）10:00～12:00 

場   所：茅ヶ崎市役所 4階 講義室 1.2（茅ヶ崎 1-1-1） 

申込み：11/16（水）までに電話で申し込みください。 

申込先：神奈川県中央児童相談所 （藤沢市亀井野 3119） 

      0466-84-1600 
 

 

子ども達の居場所づくりのお手伝いをしてください 
[グループふわふわ] 

内容：中学生・高校生が、卓球など自由に使える場を提供

しています。子ども達の安全見守りや、一緒に卓球

などをしてください。 

日時：第 2金曜日（原則）17時 00 分～21時 00 分 

場所：香川公民館 講義室（香川１-11-1） 

備考：見守りのみでも可 

車可 


