
【５８.夏見地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 8/3（金）10：30 ～ 12：00   ※ 集合時間 10 時 

活動場所 
夏見児童ホーム ２階 （船橋市 夏見４－３９－１５） 

電話： 047-423-5999 

受入対象 高校生、専門・大学生 受入人数 ２～3 名程度 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすい服装、エプロン（赤ちゃんのよだれがつく事があります） 

注意事項 
生後５ヶ月～１２ヶ月の乳児の親子を対象にしていますので、風邪や腹痛 

など具合が悪い時はご遠慮ください 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

夏見地区社協 事務局 野﨑（のざき） TEL ０４７－４２５－３８０８ 

E メール n.tikusyakyo@feel.ocn.ne.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

 

 子育てサロンのお手伝いです。会場の準備・片づけ（マットの拭き掃除 含む）や、 

 ママ同士のおしゃべりタイムがあり、その間、赤ちゃんをあやしてもらう場合があります 

 

 

 

【５９.高根・金杉地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 8/10(金)10：00～12：00 

活動場所 高根公民館 第 1・2 和室 

受入対象 高校生、専門・大学生 受入人数 2 名程度 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすい服装、エプロン 

注意事項 赤ちゃんや幼児と一緒の親子ヨガなので、事故のないように注意する。 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

事務局：北浦（きたうら）・千田（せんだ） TEL 047-438-5671 

E メール takanekanasugi@bz01.plala.or.jp FAX 047-438-5671 

活動内容およびボランティアの役割 

子育てサロンのお手伝いをお願いします。 

会場の準備、片付け。 

親子でヨガをしやすいように、お手伝いをお願いします。 

参加会場：高根台公民館 

参加会場：高根台公民館 

https://www.google.co.jp/search?q=%E5%A4%8F%E8%A6%8B%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E9%9B%BB%E8%A9%B1&sa=X&ved=0ahUKEwi94dDd-LHbAhVGHZQKHbxkAvkQ6BMItgEwEQ


【６０.二宮・飯山満地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 

①7/23（月）10：00～12：00 リトミック 

②8/20（月）10：00～12：00 リトミック 

③8/6（月）10：00～12：00  交流会    ＊集合 9：30 飯山満公民館 

活動場所 飯山満公民館 1Ｆ 第一・第二和室 （船橋市飯山満町 1-950-3） 

受入対象 中学生、高校生、専門・大学生 受入人数 各日 5 名程度 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすく 汚れても大丈夫な服装、ハンカチ。 

注意事項 
0 歳～未就園児の遊び場を提供しています。 

小さなお子さんたちとのふれあいなので、事故のないよう注意すること 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

冨永 弘美（とみなが ひろみ） TEL 047-424-0317 

E メール nino-hasa@festa.ocn.ne.jp 

 

 

FAX 047-424-0317 

活動内容およびボランティアの役割 

子育てサロンのお手伝いをお願いします 

会場の準備・片づけ（おもちゃの出し入れ） 

小さな子どもたちと一緒に遊びます。 
 

 

 

【６１.薬円台地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 7/25（水）９：00～12：00  ※集合時間は後日決定 

活動場所 薬円台公民館２階講堂（薬円台５－18－1 薬園台駅下車） 

受入対象 中学生、高校生、専門・大学生 受入人数 ５名 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすく、よごれても良い服装（またはエプロン）、軍手、タオル、飲み物 

注意事項 板を使って本棚を製作します。工作に興味がある方希望。 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

事務局：西井（にしい）・塚本（つかもと） 

・星（ほし） 
TEL 047-469-6118 

E メール yakuendaitiku3511@ybb.ne.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

 近隣小学生児童とその保護者で「本棚工作」を行います。 

 そのお手伝いをお願い致します。 

 

 

参加会場：高根台公民館 

参加会場：高根台公民館 

mailto:nino-hasa@festa.ocn.ne.jp


【６２.三田習地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 
①8 月  2 日（木）10：00～12：00 

②8 月 14 日（火） 9：30～13：30 

活動場所 
三山市民センター（船橋市三山 8-19-1） 

 ①2階 和室、②2階 多目的ホール 

受入対象 中学生、高校生、専門・大学生 受入人数 ①3 名 ②5名 

当日必要な物、

服装 等 

①動きやすい服装、エプロン 

②動きやすい服装 

注意事項 ①小さな子供が対象なので、けがに注意してください。 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

①日橋(にちはし)・多田(ただ) 

②日橋(にちはし)・中道(なかみち) 
TEL 047-471-3325 

E メール m.t.n-syakyo.miyama@bz03.plala.or.jp FAX     同上 

活動内容およびボランティアの役割 

①子育てサロン「すこやか広場」のお手伝いです。乳幼児と遊んであげてください。 

 飲み物と名札は、当社協にてご用意いたします。 

②「ミニディサービス」のお手伝いです。地域のお年寄りと交流しながら、工作のお手伝いなど

をお願いします。 

 

 

【６３.習志野台地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 8/22（水）10：30～12：00 

活動場所 習志野台コミュニティルーム（習志野台 3—7-16 習志野台公民館そば） 

受入対象 高校生、専門・大学生 受入人数 2～3 名 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすく、汚れてもいいもの、エプロン（子供と遊ぶので） 

注意事項 
0 歳児～3 歳児を預かりますので、事故の無いよう注意してください。子供

と楽しく遊べれば大丈夫です。 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

甲斐 良子（かい りょうこ） TEL 047-465-0250 

E メール 
narashinodai-shakyo@nifty.co

m 
FAX 047-465-0250 

活動内容およびボランティアの役割 
子育てサロンのお手伝いをお願いします。 

会場の準備・片付け（おもちゃの出し入れなど） 

お母さんから離れた小さな子どもの相手をして遊びます。 

参加会場：高根台公民館 

参加会場：高根台公民館 



【６４.二和地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 
７月２７日（金）９：００～１２：００ 

８月２４日（金）９：００～１２：００ 

活動場所 
二和公民館３階 二和地区社協事務所に集合 

公民館４階和室にて子育てサロンを行います。 

受入対象 中学生、高校生、専門・大学生 受入人数 各日１０名 

当日必要な物、

服装 等 

動きやすい服装、名札、交通費 

※和室での実施となります。素足はご遠慮ください。 

注意事項 生後間もない赤ちゃんもいるため、体調が悪い場合の参加はご遠慮ください。 

担当者氏名 
(ふりがな) 

齋藤 新一(さいとう しんいち) TEL/FAX ０４７－４４７－３７１１ 

活動内容およびボランティアの役割 

子育てサロンのお手伝いをお願します。 

折り紙や手遊びをして遊びます。７月は保健師・運動指導士による身体測定やベビー体操を 

予定しています。 

小さなお子さんたちと一緒に遊びましょう！ 

 
 

 

 

【６５.三咲地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 

① ７/２４（火）9：00～12：00 子育て事業 

② ７/２５（水）9：00～12：00 男性料理事業 

③ ７/２６（木）9：00～12：00 ミニデイ事業 

活動場所 

① 三咲公民館 第１・２和室 

② 三咲公民館 実習室 

③ 三咲公民館 第 1・2 集会室 

受入対象 中学生、高校生、専門・大学生 受入人数 各２名、男女こだわらない 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすい服装 

注意事項 各事業ボランティアの作業補助のお手伝い 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

① 、②担当事務局員-南部（なんぶ） 

③担当事務局員-阿曾（あそ） 

 

 

TEL 047-440-2161 

E メール Misakisyakyo-golden@bz01.plala.or.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 
 予定 

・子育て-幼児と一緒に遊ぶ、玩具の片付け 

・男性料理-受付、レシピ配布、食器整理 

・ミニデイ-会場設営、作品準備 など… 

参加会場：高根台公民館 

参加会場：高根台公民館 



【６６.松が丘地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 
８月 ７日（火）１０：００～１１：３０ 
８月２１日（火） 

活動場所 
地区社協事務所に集合（９時３０分） 

松が丘公民館 2 階和室にて子育てサロンを行います。 

受入対象 中学生、高校生、専門・大学生 受入人数 各日１０名 

当日必要な物、

服装 等 
エプロン、飲物 

注意事項 熱中症対策。動きやすい服装で、裸足は禁止。 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

清水 雅子（しみず まさこ） TEL ０４７-４６８-６１２０ 

E メール matugaoka-syakyo@bz01.plala.or.jp FAX ０４７-４６８-６１２０ 

活動内容およびボランティアの役割 

子育てサロンのお手伝いをお願します。 

親子で楽しく遊んだり、親同士、子供同士の交流の場所で幼児の遊び、行動の見守りをします。 

 

 

 

【６７.大穴地区社会福祉協議会】 

体験受入日時 ８月６日（月）  １０：００～１２：００ 

活動場所 
地区社協 事務所に集合。（大穴南 3-19-1） 

海老が作公民館 和室にて子育てプレイルームを行います。 

受入対象 中学生、高校生、専門・大学生 受入人数 ２～３名 

当日必要な物、服

装 等 
動きやすい服装（スカート不可）・交通費 

注意事項  

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

事務局 橋本（はしもと） TEL ０４７－４６４－８５８１ 

E メール 
ooanasyakyo@bz01.plala.or.j

p 
FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

子育てプレイルームのお手伝いをお願いします。 

当日はギタレレを演奏しながら、手遊びをする「りょっこさん」が来ます。 

未就園児、親子が参加しますので子ども達と遊んで下さい。 

  

 

参加会場：高根台公民館 

参加会場：高根台公民館 


