令和４年度（2022）

●●夏休みボランティア体験 小学校 5・6 年生向けプレコース●●

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。

STEP１

オリエンテーション

受付開始

6/10(金)10 時

しめきり

7/10(日)18 時

本コースの中高生と一緒に、ボランティアの心構えや活動の
注意事項を学びます。

7 月 22 日（金）・23 日（土）・24 日（日）・25 日（月）
① ～ ⑥の中からひとつ選んで参加しよう。

STEP２

① 7 月 22 日（金）

18:00～19:00 つづき MY プラザ（送迎をお願いします。）

② 7 月 23 日（土）

10:00～11:00 中川西地区センター

③ 7 月 23 日（土）

13:00～14:00 北山田地区センター

④ 7 月 24 日（日）

10:00～11:00 都筑地区センター

⑤ 7 月 24 日（日）

13:00～14:00 仲町台地区センター

⑥ 7 月 25 日（月）

10:00～11:00 都田小学校コミュニティハウス

ボランティア体験

本コースの中高生と一緒に都筑区内で活動します。

活動の内容、場所、日程については、内面の体験先一覧をご覧ください。

7 月 27 日（水）～8 月 19 日（金）

STEP３

①
②

振り返りと修了証授与

活動で学んだことを次のステップにつなげます。

8 月 20 日(土) 10:00～11:00
8 月 21 日(日) 10:00～11:00

}

どちらか 1 回参加しよう。
場所は都筑区役所 6 階大会議室です。

本事業（プレコース）は都筑区役所がつづき MY プラザ（認定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 体験先一覧
受け入れ先からのコメントを読んで、自分に合ったボランティア活動を見つけよう！
本コースの中高生と一緒に活動します。小学生は 1 か所、1 日のみの体験です。
プログラムは、中高生コースの５５プログラムのうち次の２６プログラムです。

！新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、活動が中止、日程が変更になる場合があります。
また、今年度は３つの密を避けるために屋外での活動が中心になっています。屋外での活動は、雨天の場合
中止になることがあります。ご了承のうえ、お申込みください。
体験先
番号

体験先（施設・団体名）

体験可能日

時間

体験内容 ・ 体験先からのコメント

夏だけじゃないボランティア（夏が終わってからも活動することができます。）

1

ユニクロ港北東急店 と
つづきMYプラザとの連携事業
（活動場所はつづきMYプラザ）

8/4（木）

ユニクロの社員が行う「服のチカラ」がテーマの出張授
業。難民など、服を本当に必要としている人のために
10：30～12：30
服の回収に取り組みましょう。

公共施設・地域活動など
2

8/2（火）

本の整理整頓とおすすめ本のPOPを作ろう！
9：30～11：30 作ったPOPは夏休み期間中、地区センターに展示され
ます。

8/4（木）

地区センターの花壇を手入れします。
9：30～10：30 地域のみなさんに楽しんでいただける素敵なガーデン
を一緒に作りましょう。

仲町台地区センター
3

4

北山田地区センター

8/1（月）、8/2（火）、
8/3（水）、8/4（木）、
8/5（金）

図書コーナー作り
9：30～11：30 おすすめ本の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。

5

勝田小学校
コミュニティハウス

8/5（金）

10：00～12：00

6

都田小学校
コミュニティハウス

8/1（月）、8/3（水）、
8/5（金）、8/8（月）、
8/10（水）

図書コーナの整理
9：30～10：30 図書の整理、補修、紙製本立ての製作、修理、おすす
め本コーナー案内作りなど。

7/29（金）

9：30～12：30

7

8

つづきの丘小学校
コミュニティハウス

8/1（月）、8/3（水）、
8/5（金）

多肉植物の寄せ植え、施設前の草取り、草花の手入
れを一緒にやりましょう。

夏休み工作イベント「カップモビールとブンブンごまを
つくろう」の工作指導サポートをお願いします。

9：30～12：00 図書コーナーの図書業務
古い本のピックアップ、整理、新着図書やおすすめ本
のPOPなどの作成。
13：00～16：00

9

8/1（月）、8/3（水）、
8/5（金）

10

7/30（土）

10：00～12：00

7/31（日）

本格的な茶室の露地清掃を民家園の茶室活用の会
10：00～11：30 の方々と一緒にします。日本庭園をきれいにしましょ
う。

都筑民家園
11

竹林整備とビオトープ池の清掃を民家園の竹林クラブ
の方々と一緒にやりましょう。

体験先
番号

体験先（施設・団体名）

12

体験可能日

8/19（金）

時間

体験内容 ・ 体験先からのコメント

12：45～14：45
木工クラフト（間伐材の輪切りキーホルダー）のイベン
トの受付、作業の説明などをします。

鴨池公園こどもログハウス
13

8/19（金）

14 中川中央町内会

8/2（火）～8/8（月）

センター北駅前の芝生広場でラジオ体操のお手伝い。
6：40～7：30 運動しやすい服装で参加してください。朝早くて大変で
すが、体を動かすと気持ちがいいですよ。

15 茅ケ崎東町内会

7/28（木）～30（土）

6：20～6：50

16 牛久保公園愛護会

7/30（土）

ゴミひろいウォーキング
8：00～9：00 センター北駅から自然豊かな牛久保公園の天頂を目
指してゴミひろいウォーキングを楽しみます！

17 茅ケ崎公園愛護会

7/31（日）、8/7（日）

9：00～11：00

来年もきれいな花を咲かせるために、あじさいの剪定
と挿し木をします。

12：00～12：40

センター南すきっぷ広場を、周りのお店や会社の人と
一緒にきれいにしよう。

7/29（金）、8/2（火）、
8/9（火）

8：30～10：00

毎週、中川駅前商業地区花壇の散水、草取りを行っ
ています。まちを美しくする活動を一緒にやりましょう。

8/6（土）

中川３丁目、早渕川沿いに花を植えた大きな公園
9：00～11：00 （早渕川・老馬谷ガーデン）があります。
この公園の整備を一緒にやりましょう。

18 センター南ハマロードサポーター 8/10（水）

19
ぐるっと緑道
20

14：30～16：45

ラジオ体操のお手伝い。スタンプ押しや飴くばりをしま
す。場所は茅ケ崎東なのはな公園

21

早渕川ファンクラブ
早渕川親水広場愛護会

8/14（日）

10：00～12：00

早渕川親水広場の星屑拾い（ゴミ拾い）とゴミ出しを
一緒にやりましょう。

22

えだきん商店会ハマロードサ
ポーター

8/2（火）

10：00～11：00

えだきんハマロードの清掃活動のお手伝いを
お願いします。

23 サッカーボールを贈る会

8/9（火）

10：00～11：00

海外の子どもたちに贈るサッカーボールの発送の
お手伝いをお願いします。

24 まんまるプレイパーク

8/1（月）、8/8（月）

赤ちゃんからお年寄りまで集える、地域のあそび場。
10：30～17：00 遊具の準備をしたり、プレイパークに来た子どもたちと
(時間は応相談）
一緒に遊びましょう！

25 みんなdeカフェ

7/28（木）、8/4（木）

10：00～12：00

26 ナチュラルガーデン倶楽部

7/28（木）、8/2（火）、
えだきん商店街と荏田東第一小学校の間の花壇の
8/4（木）、8/9（火）、
10：00～12：00
手入れのお手伝いをお願いします。
8/11（木）、8/16（火）、
8/18（木）

えだきん商店街近くの遊歩道にある青空カフェで
配膳などのお手伝いをお願いします。（雨天中止）

― 保護者のみなさまへ ―
申込み用紙に
必要事項を記入してね。

参加申込み
６月 10 日(金) 10 時 申込みスタート！

対

象

都筑区に在住・在学の小学校５・６年生

申込み方法

グーグルフォーム、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 20 日（月）は、休館日です。

①参加者氏名（ふりがな）

土日 10：00～18：00

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希望の体験先番号と希望日（必ず、第１希望～第３希望を記入）

７月 10 日(日)18 時 必着

しめきり
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
TEL
e-mail

横浜市都筑区中川中央１－２５－１ノースポート・モール５階

： （０４５）９１４－７１７１
:

FAX ： （０４５）９１４－７１７２

my-plaza@tsuzuki-koryu.org

注意事項
●1 つの体験先に申し込みが集中し、調整できなかった場合は、しめきり後に抽選とさせていただきます。
●7 月 13 日（水）以降に「体験先決定通知」を郵送します。

●7 月 16 日（土）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。
●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。
●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。

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

小学生申込み用紙
用紙

令和 4 年度 はぁと de ボランティア

必ず裏面を読んでお申込みください！
申込み方法 : グーグルフォーム、E メール、窓口、電話
グーグルフォームでの
お申込みはこちら

メールでの
お申込みはこちら

(タップ・クリックでも可)

(タップ・クリックでも可)

ふりがな

①

氏名

③

住所

④

学校名（学年）

⑤

保護者氏名

⑥

電話番号

〒
区
小学校

（

年）

（日中連絡がとれる番号）

上記①～⑥を体験当日の連絡などのために体験先へお伝えすることがあります。
また、感染症発生時には感染症拡大防止のため、保健所に提出する場合があります。ご了承ください。

⑦

①
オリエンテーション ②
・希望日時の番号を記入 ③
④
・必ず第 2 希望まで記入
⑤
⑥

22 日（金）

18:00～ つづき MY プラザ

23 日（土）

10:00～ 中川西地区センター

23 日（土）
24 日（日）
24 日（日）
25 日（月）

13:00～ 北山田地区センター

①は必ず送迎をお願いします。
＜第１希望＞

＜第 2 希望＞

10:00～ 都筑地区センター
13:00～ 仲町台地区センター
10:00～ 都田小学校コミュニティハウス

*希望の体験先番号を第１希望だけでなく、第２、第３希望も必ずご記入
ください。体験できるのは一か所のみです。申込みが集中した場合は調整させていただきます。
＜第１希望＞

⑧

希望の体験先番号
と
希望日
・必ず第 3 希望まで記入

＜第 2 希望＞
番

第 1 希望とは
違う番号を選択
番

＜第 3 希望＞ 第 1・２希望とは
違う番号を選択
番

体験先番号 4、6、8、9、14、15、17、19、24、25、26 を希望する場合は、
参加できる日をすべて、下の
内に記入してください。参加日は、こちらで調
整し決定させていただきます。

【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

e-mail：my-plaza@tsuzuki-koryu.org

