小学校５，６年生向けのボランティア体験講座は２年目になります。今年度より、オリエン
テーション、ボランティア体験、振り返り・修了証授与とも中高生にまざって参加します。
ボランティア体験先は、中高生のコースの中で５，６年生にもできるもののみとなっています。
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ませんか。
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ましょう。

６/１１（日）
受付開始
７/６(木)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！

STEP１

①～⑥の中の一か所を選んで参加しよう。

7 月 21 日(金)
①
②
③
④
⑤
⑥

7 月 21 日(金)
７月 22 日(土)
７月 22 日(土)
７月 23 日(日)
７月 24 日(月)
７月 24 日(月)

～7 月 24 日（月）

18:30～20:30
9:30～11:30
15:30～17:30
9:30～ 11:30
9:30～ 11:30
18:30～ 20:30

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）
北山田地区センター
（北山田駅 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）
仲町台地区センター
（仲町台駅 徒歩３分）
つづきＭＹプラザ
（センター北駅 徒歩３分）

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！

STEP２

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。

7 月 26 日(水)～8 月 25 日(金)
まちを
きれいにしよう

国際貢献の
ボランティアをしよう

イベントの
お手伝いをしよう

地域の施設で
お手伝いをしよう

※写真は、昨年度の様子です。

活動で学んだことを
次のステップにつなげよう！

STEP３
8 月 26 日(土)

10:30～12:30

都筑区役所

6 階大会議室
（センター南駅

Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ１ 、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。

徒歩 5 分）

本事業（プレコース）は都筑区役所がつづき MY プラザ（特定非営利活動法人つづき区民交流協会）に委託して運営しています。

はぁと de ボランティア
小学校5，6年生向けプレコース

体験先一覧

中学生、高校生と一緒にボランティア体験ができます。
体験を希望する番号を第１希望から第3希望まで選びましょう。
＊詳細は、つづきMYプラザまでお問い合わせください。

小学校5，6年生の
ボランティア活動を
応援します！

【中高生の感想】 活動していて「ありがとう」と言われると、
やってよかったと思う。

まちをきれいにしよう

体験内容

施設・団体名

月日

1

えだきん
ハマロードサポーター

8/6

2

センター南
ハマロードサポーター

8/10 14:00～15:15 道は私たちにとり大切なもの。道の日のイベントに参加して

3

早渕川ファンクラブ

8/13 10:00～11:30

No

4

7

8

いただきます。場所はセンター南スキップ広場。

牛久保公園愛護会
8/19
茅ケ崎公園愛護会

NPO法人
ぐるっと緑道

えだきんハマロードで、清掃活動と花壇のお手入れ。
10:00～12:00 お花も植えます。
場所は荏田南近隣センター商店街です。
初めてのボランティア、一緒に清掃活動をしましょう。

7/29

5
6

雨天
中止

時間

早渕川親水広場でクリーンアップや草刈り作業をやります。
自然と人とのふれあいの拠点です。
一緒にやりましょう。

9:30～15:00
午前のみ、午後のみ可

9:30～15:00

牛久保公園愛護会 特大樹木Ｍａｐ色ぬりです。
（会場は都筑区役所1階区民活動センター）

午前のみ、午後のみ可

7/29

9:00～11:00

8/5

9:00～11:00

アジサイの手入れのお手伝いをしてください。

7/28
｜
8/18

8:30～10:00

の間の
火・金・日

中川駅前商業地区の中にあるたくさんの花壇、
プランターの花の水やりをします。花の名前を覚えたり、
花を元気にして楽しみましょう。
できれば3回くらいやってほしいです。
1日～何日でも体験できます。申し込み用紙に体験希望日
をすべて記入してください。

国際貢献の ボランティアを しよう
No

9

施設・団体名
サッカーボールを
贈る会

10

月日

時間

【 中高生の感想】 自分がすることは小さなことでも
誰かの役に立てる。

体験内容

8/6

世界中の子どもたちに贈るサッカーボールを発送する作業
のお手伝い。ボールをみがいてメッセージを書きます。2018
13:00～15：00 年は、バングラデシュの学校に贈る予定です。
場所は荏田南近隣センター商店街です。

7/27

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
14:00～15:30 て絵を描いて紹介しあっています。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をします。

8/15

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、いっしょに使
13:30～16:00 用済みの切手を整理し、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。

つづきMYプラザ

11

【中高生の感想】 体験したことがないことをするのは
楽しいと思った。

イベントのお手伝いをしよう
No

12

13
14
15

施設・団体名
池辺地区
青少年指導員

中川中央町内会

ニュータウン
動物愛護会

月日

時間

8/6

9:30～14:00

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

7:00～7:30

毎年、この時期センター北広場公園でラジオ体操を行って
います。延べ2千名程度の子どもたちが集合し、ラジオ体操
をしますので、模範体操と整列をさせてお菓子の配布、参
加証にスタンプを押すなどの作業をしていただきます。
1日～何日でも体験できます。申し込み用紙に体験希望日
をすべて記入してください。

7/26
｜
7/31

体験内容

動物を飼いたい人と、新しい家族をさがしている動物の

7/30 14:00～16:00 出会いの広場でのお手伝いです。
8/6

犬・猫の世話もお願いします。

14:00～16:00 場所はセンター南スキップ広場です。

地域の施設でお手伝いをしよう
No

施設・団体名

16

【中高生の感想】地域との関わりを深めることは、
とても大切なことだと思った。

体験内容

月日

時間

仲町台地区センター

8/3

8:45～14:00

地区セン食堂のお手伝いと参加です。

17

中川西地区センター

7/26

9:30～11:30

夏休みの読書のきっかけになるように「私の好きな本」のポ
スター・POPを一緒に作ってください。

18

北山田小学校
コミュニティハウス

7/26

9:30～12:30

幼児親子、小学校低学年対象の「おやつ作り」の準備、
助手、片付けの手伝いをお願いします。

7/29

9:30～12:00

竹林整備とビオトープ作業（池の清掃、ザリガニ捕り）をしま
す。

7/30

9:30～12:00

茶室周りの清掃をします。(9:30～10:30）
その後、茶道体験（300円）をします。(10:30～12:00）

19
都筑民家園

20
21

せせらぎ公園
「古民家」

22

茅ケ崎公園
自然生態園

この夏休みに
ボランティアに
チャレンジして
みよう！

8/11
書道家「金澤翔子」さんの書道展の運営のお手伝いです。
｜ 10:00～15:00 1日～何日でも体験できます。申し込み用紙に体験希望日
をすべて記入してください。
8/16
7/26
雨天
7/28

木を伐る作業のお手伝いです。

9:00～12:00 都筑の環境を守る活動をしてみませんか。

第１希望から
第３希望まで
選んでね。

― 保護者のみなさまへ ―

参加申込み
６月１１日(日)

対

別紙の申込み用紙に
必要事項を記入してね。

申し込みスタート！

象

申込み方法

都筑区に在住・在学の小学校５・６年生
ＦＡＸ、Ｅメール、窓口、電話
＊
＊

申込み事項

開館時間：平日 10：00～21：00
6 月 19 日（月）は、休館日です。

土日１０：００～１８：００

①参加者氏名（ふりがな） ②性別 ③住所(郵便番号必須)
④学校名・学年 ⑤保護者氏名 ⑥電話番号（日中連絡が取れる番号）
⑦オリエンテーション希望番号（必ず、第１希望、第 2 希望を記入）
⑧体験希望番号（必ず、第１希望～第３希望を記入）
＊一か所に申し込みが集中した場合は調整させて頂きます。

しめきり
申込み・問合せ

７月６日(木)２０時 必着
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

電話：（０４５）９１４－７１７１
Ｅメール

ＦＡＸ：
（０４５）９１４－７１７２

my-plaza@tsuzuki-koryu.org

注意事項
●7 月 10 日(月)以降に体験先決定通知をお送りします。
●7 月 14 日(金)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。
●STEP１、STEP２、STEP3 とも、原則、児童のみの参加となります。
●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）
●行き帰りは保護者の責任のもと、必要な場合は送迎をお願いいたします。
●７月 21 日(金)と 7 月 24 日(月)18:30～20:30 のオリエンテーションに参加の場合は、
必ず送迎をお願いします。
●いただいた個人情報は本事業の運営以外の目的には使用しません。

昨年度参加した子どもたちの声
ぼ

いろんなことを
学んだよ。

みんなに喜んでもらうことがめあてだったので、
達成できてよかったです。

世界とつながる事ができました。それがとてもうれしかったです。

他の学年ともふれあえて、周りの人にも感謝され、キレイになるので僕は
「一石二鳥」だと思いました。
大変だけどやりがいがある。自分も楽しい、みんなも楽しい。喜んでもらえる。
いろいろな人の笑顔を見ていると、とても楽しいと思いました。
もう一度やってみると、また、別の発見があるかもしれないから、
来年は今年とは違う他のボランティアもやってみたいと思います。
など、いろいろな声が届きました

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

