
地区社会福祉協議会について 

船橋市社会福祉協議会とは・・・ 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条に基づき、都道府県市町村それぞれに設置されていま

す。地域住民の福祉と、安心して暮らせるコミュニティづくりを目的としており、公共性・公益

性の高い民間組織です。 

地区社会福祉協議会で行っていること 

地域の多様なニーズに応えるため、さまざまな事業を行っています。今回皆様に

ボランティア活動として参加していただきたい事業は・・・ 

 

★ミニデイサービス 

ひとり暮らしの高齢者の方などを対象とし 

た、ミニデイサービスの中でお話し相手、 

机やイス出しなどの補助作業、工作補助な 

どをお願いしています。 

 

★子育てサロン 

 子育て中の親子を対象とした情報交換、交 

流の場として、開催しています。皆さんに 

は、乳幼児の見守り、遊び相手、工作補助 

などをお願いしています。 

  

★自主事業 

料理教室・将棋大会・工作教室など、地区 

の特色事業のお手伝いをお願いしています。 

どれも簡単な補助作業になります。 
 

 

 

 

 

 

和気あいあいとした雰囲気です！

お待ちしています！！ 
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５３-①．湊町地区社会福祉協議会 

体験受入日時 
７月 2３日（火）９：００ ～ １２：００ 

8 月 2７日（火）９：００ ～ １２：００ 

活動場所 
浜町公民館に集合 （浜町２－１－１５） 

浜町公民館 ２階第２、第３集会室にて子育てサロンを行います。 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、大学生 受入人数 各３名 

当日必要な

物、服装 等 
動きやすい服装（スカート不可）、ジャージ可、タオル、交通費、飲物 

注意事項 
体調不良の時は、乳児が集まりますので感染予防のため来ないでください。 

体調不良、急な都合など入りましたらご連絡ください。 

連絡担当者氏

名 

(ふりがな) 

島崎 智子（しまざき ともこ） TEL 047－433－9150 

E メール minatonofukushi@biscuit.ocn.ne.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

０歳児親子対象の子育てサロンのお手伝いをお願します。 

女子学生限定、０歳の赤ちゃんと触れ合いたい方、 

乳幼児に関する職業を目指してる方、一緒にあそびましょう。 

7 月 2３日はベビーマッサージ、8 月 2７日は絵本の会と手形足形スタンプを行います。 

 

５３-②．湊町地区社会福祉協議会 

体験受入日時 
7 月２３日（火）７月２４日（水）８月７日（水）８月１４日（水） 

8 月 19 日（月）８月２１日（水）８月２８日（水） 

活動場所 
各サロン開催場所に集合 

ふれあい・いきいきサロンを行います。 （＊開催場所は下記参照） 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、大学生 受入人数 各３名 

当日必要な

物、服装 等 
動きやすい服装（スカート不可）、ジャージ可、タオル、交通費、飲物 

注意事項 
体調不良の時は、高齢者が集まりますので感染予防のため来ないでください。 

体調不良、急な都合など入りましたらご連絡ください。 

連絡担当者氏

名 

(ふりがな) 

島崎 智子（しまざき ともこ） TEL 047－433－9150 

E メール minatonofukushi@biscuit.ocn.ne.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

ふれあい・いきいきサロンの会場の準備から片付けのお手伝いをお願いします。 

お茶出し等しながら、高齢の方たちとの会話を楽しんでいただきたいです。 

【サロン開催場所 および 時間】 

7 月 23 日、8 月１９日（9：00～14：００）コミュニティ広場それぃゆ  ようろう（軽食付） 

７月２４日、８月２８日（9：00～12：００）若松分譲集会所（若松団地内）  カトレア会 

８月７日（9：00～12：００）舟町会館（本町３丁目 海老川沿い）           みなと会 

８月１４日（9：00～12：００）浜町公民館２階 集会室               華の会 

８月２１日（9：00～12：００）湊町西八会館（湊町２丁目 市役所裏手高架下） すみれ会 
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５３-③．湊町地区社会福祉協議会 

体験受入日時 
７月２５日（木）７月２６日（金）7 月２９日（月）７月３０日（火） 

８月２日（金）8 月 5 日（月）          ９：３０ ～ １２：００ 

活動場所 
湊町地区社旗福祉協議会事務所に集合（湊町 1－11－19） 

ｺﾐｭﾆﾃｨ広場それぃゆ にて、小学生向けイベントの手伝いをお願いします。 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、大学生 受入人数 各２名 

当日必要な

物、服装 等 
動きやすい服装（スカート不可）、ジャージ可、タオル、交通費、飲物 

注意事項 体調不良、急な都合など入りましたらご連絡ください。 

連絡担当者氏

名 
(ふりがな) 

大野 希（おおの のぞみ） TEL 047－433－９150 

E メール minatonofukushi@biscuit.ocn.ne.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

夏の小学生向けイベントの準備、受付、小学生のフォロー等お手伝いをお願いします。 

子供たちといっしょにイベントを楽しんでいただきたいです。 

【イベント内容】 

７月２５日、７月２６日、7 月 30 日、8 月 5 日  ハンドメイド系ワークショップ 

7 月２９日 石井食品食育講座（軽食付き） 

８月２日  海老川水門講座（現場への付添いもお願いします） 

 

５４．葛飾地区社会福祉協議会 

体験受入日時 8 月１９日（月） 9：30 ～ 12：30 

活動場所 葛飾公民館・講堂（西船３－６－２５－２０１） 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、大学生 受入人数 何名でも可 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすい服装 （必要に応じて 交通費・飲物 を用意ください） 

注意事項 反省会まで参加希望 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

渡辺 初江（わたなべ はつえ） TEL ０４７－４３７－６６３３ 

E メール katushika@utopia.ocn.ne.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

・「ちびっこお楽しみ会」を行います。 

・来場する親子のサポート 

・会場の開始準備 等 
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５５-①．法典地区社会福祉協議会 

体験受入日時 8 月 5 日（月） 9：00 ～ １４：３０ 

活動場所 
法典公民館 講堂    「はつらつサロン」 

（藤原７－３３－７） 

受入対象 高校生、専門学校生、大学生 受入人数 5 名 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすい服装、エプロン 

注意事項 手芸に興味がある方や地域の高齢者のお話し相手になっていただける方 

連絡担当者氏名 

(ふりがな) 
石井 和子（いしい かずこ） TEL 

047－438－6886 

090－8033－0316 

E メール － FAX － 

活動内容およびボランティアの役割 

地域の高齢者と一緒に、吸水ポリマーのジェリーボールのインテリアを作ります。 

会場の準備、片付けなどお手伝いをお願いします。 

 

 

 

５５-②．法典地区社会福祉協議会 

体験受入日時 8 月 5 日（月）9：３0 ～ １２：００ 

活動場所 
丸山公民館 ２F 第１第２集会室    「ふれあいサロン」 

（丸山５－１９－６） 

受入対象 高校生、専門学校生、大学生 受入人数 １～３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 高齢者の方と楽しく交流してください。 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

剛谷 晴美（ごうたに はるみ） TEL 047－439－1248 

E メール － FAX － 

活動内容およびボランティアの役割 

高齢者とのふれあいです。 

会場の準備、片付け、お茶出し、小物作り等のお手伝いをお願いします。 

 

－５５－ 



５６-①．夏見地区社会福祉協議会 

体験受入日時 8 月 2 日（金）10：30 ～ 12：00   ※ 集合時間 10：００ 

活動場所 

 夏見地区社会福祉協議会主催「どんぐり広場」 

場所： 夏見児童ホーム ２階 （船橋市 夏見４－３９－１５） 

電話：  047-423-5999 

受け入れ対象 高校生、専門学校生、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（床に座った活動あり）、  

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（事務局） 

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）のお手伝いや 

 親子と一緒に活動する間や ママ同士のおしゃべりタイムに、赤ちゃんをあやしてもらうこと 

があります 

 

 

５６-②．夏見地区社会福祉協議会 

体験受入日時 8 月 24 日（土）９：３０ ～ 終了まで （昨年度は１３：００ごろ） 

 活動場所 夏見公民館 ２階 講堂 

受入対象 高校生、専門学生、大学生 受入人数 ２～４人 

当日必要な物、

服装 等 
特になし 

注意事項 特になし 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

米山 昇司（よねやま しょうじ） 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 

・小学生を対象とした将棋大会。将棋知識なくても出来ます。 

・各テーブルの対戦状況の運営と結果（勝・負）報告 
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５７．高根・金杉地区社会福祉協議会 

体験受入日時 
① 8 月 9 日（金） １０：００ ～ １２：００ 

② 8 月 2２日（木） １０：３０ ～ １４：３０ 

活動場所 
① 高根公民館 第１・２和室 

② 高根公民館 講堂       （高根公民館：高根町 2885-3） 

受入対象 中学生、高校生 受入人数 各 2 名 

当日必要な物、

服装 等 
特になし 

注意事項 － 

連絡担当者氏名 
(ふりがな) 

松崎 茂（まつざき しげる） TEL 047－438－5671 

E メール takanekanasugi@bz01.plala.or.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

① すくすくひろば：ぬり絵を予定 子育てサロン部員補助 

② ミニディサービス演芸会 ミニディサービス部員の補助 

 

５８．二宮・飯山満地区社会福祉協議会 

体験受入日時 
7 月 22 日（月）・8 月 19 日（月）・・・リトミック 9：30 ～ 12：00 

8 月 5 日（月）・・・交流会 9：30 ～ 12：00 

活動場所 飯山満公民館 1 階和室（飯山満町 1-950-3） 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、大学生 受入人数 各日 4 名程度 

当日必要な物、

服装 等 
動きやすい服装、交通費 

注意事項 日中つながる連絡先をお知らせください。 

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。 

①リトミック…講師の指示のもと、歌を歌ったり、身体を動かしながら乳幼児と一緒に遊ぶ。 

       保護者の方との交流。 

②交流会…乳幼児、保護者の方と遊びや会話を通して交流を深める。おもちゃ等の手入れ。 
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５９．薬円台地区社会福祉協議会 

体験受入日時 ７月２４日（水）９：００ ～ １２：００ ※集合時間は後日お知らせ 

活動場所 
薬円台公民館 ２階講堂 

（船橋市薬円台５－１８－１ 新京成 薬園台駅 徒歩３分） 

受入対象 中学生、高校生 受入人数 ５名 

当日必要な物、

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

注意事項 工作に興味のある方希望。 

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

・塚田
つ か だ

 TEL 
０４７－４６９－６１１８ 

または 050－1275－5827 

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 

 参加者は近隣小学校（薬円台小・薬円台南小・七林小）の児童が対象で、定員は 50～60 名を

予定しております。 

 今年はソフト粘土とエコ材料を使って工作をします。 

 その工作のお手伝いをお願いいたします。 

 

６０．三田習地区社会福祉協議会 
 

体験受入日時  

活動場所 三山市民センター（三山８－１９－１） 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、大学生 受入人数 ①②3～5 名 ③数名 

当日必要な物、

服装 等 

①動きやすい服装 

②動きやすい服装、エプロン 

③特になし 

注意事項 
②は小さな子供が対象なので、けがに注意してください。 

③はパソコン操作が必須となります。 

連絡担当者氏

名 
(ふりがな) 

多田
た だ

香
か

緒里
お り

 日
にち

橋
はし

千恵子
ち え こ

 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机や椅子の設営、高齢者が参加するゲームや工作の補助、見守りなど 

②おもちゃや用具の準備、乳幼児の見守りなど 

③パソコンで広報紙の作成（デザイン・レイアウト・文章の打ち込みなど） 

 その他広報活動全般のお手伝い 

 

①ミニディ・サービス：8 月 14 日（水）9：００ ～ 13：３０頃 

②すこやか広場：8 月 1 日（木）9：００ ～ 1２：００頃 

③広報紙作成・その他広報全般：7 月下旬～8 月上旬で応相談 

－５８－ 



６１-①．習志野台地区社会福祉協議会 

体験受入日時 8 月 21 日（水） 10：00 ～ 11：30 

活動場所 
習志野台公民館 ２階 第１・２和室 

（習志野台５－１－１） 

受入対象 中学生、高校生 受入人数 各２～３人 

当日必要な物、

服装 等 

動きやすく、汚れてもいい服装 

エプロンを着用 

注意事項 乳幼児とのふれあいの為、けがなどの事故に気を付けてください。 

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 

080－9452－3574 

E メール narashinodai-shakyo@nifty.com 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をおねがいします。 

・会場の準備・後片付け（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。 

 

 

 ６１-②．習志野台地区社会福祉協議会 

体験受入日時 
7 月 23 日（火） 10：00 ～ 12：00 

8 月 27 日（火） 10：00 ～ 12：00 

活動場所 
習志野台地区社会福祉協議会 拠点・事務所 

  習志野台 1-6-7 ライツ C 号室 

受入対象 中学生、高校生 受入人数 各日 2 名 

当日必要な物、

服装 等 
華美でないもの 

注意事項 PC・スマホ初心者への対応なので、丁寧に教えてください。 

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 

080－9452－3574 

E メール narashinodai-shakyo@nifty.com FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

いきいきサロン事業で パソコン、スマートフォンの操作が初めてや不安のある方への対応です。

わかり易く教えてください。 
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６２．二和地区社会福祉協議会 

体験受入日時 
7 月 26 日（金）9：00 ～ 12：00 

8 月 23 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。（二和東５－２６－１） 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、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。 

連絡担当者氏名 

(ふりがな) 
田辺 麻美（たなべ あさみ） TEL 047－447－3711 

E メール futawatikusyakyou@bz01.plala.or.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をお願いします。 

折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！ 

 

６３．三咲地区社会福祉協議会 

体験受入日時 

① 7 月 23 日（火）９：００ ～ １２：００ 子育て事業 

② 7 月 24 日（水）９：００ ～ １２：００ 男性料理事業 

③ 7 月 25 日（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 講堂  （三咲公民館：三咲３－５－１０） 

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、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 担当事務局員 南部（なんぶ） 

② 担当事務局員 南部（なんぶ） 

③ 担当事務局員 阿曽（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 

① 子育て・・・幼児と一緒に遊ぶ、玩具の片付け  ②男性料理・・・調理補助など 

② ミニデイ・・・会場設営など 

 

－６０－ 



６４．松が丘地区社会福祉協議会 

体験受入日時 ８月 20 日（火）９：３０ ～ １１：３０ 

活動場所 
松が丘地区社会福祉協議会事務所に集合（９：３０） 

松が丘公民館 2 階和室にて子育てサロンを行います。（松が丘４－３２－２） 

受入対象 中学生、高校生、専門学生、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) 
萩原 久江（はぎわら ひさえ） TEL ０４７－４６８－６１２０ 

E メール matugaoka-syakyo@bz01.plala.or.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。 

 

６５．大穴地区社会福祉協議会 

体験受入日時 

①ミニ・デイサービス 

  ７月２４日（水） 10：００ ～ 14：30 

  ８月２９日（木）    〃 

②子育てサロン事業 

  ８月 ５日（月） 10：００ ～ 11：45 

活動場所 

①ミニ・デイサービス 

 ７月２４日（水）・・・すみらんど・光ヶ丘会館（大穴北１－１－１） 

 ８月２９日（木）・・・くりヶ丘自治会館（大穴南１－１４－１８） 

②子育てサロン・・・海老が作公民館 和室（大穴南３－１９－１） 

 

 

 

 

 

 

  

受入対象 中学生、高校生、専門学校生、大学生 受入人数 各事業 各場所 2～3 名 

当日必要な物、

服装 等 

・動きやすい服装・上着は襟ぐりがあまり開いていないものやズボンが 

望ましい 

・汗ふきタオル 

 
注意事項 － 

連絡担当者氏名 

(ふりがな) 
橋本 初枝（はしもと はつえ） TEL ４６４－８５８１ 

E メール ooanasyakyo@bz01.plala.or.jp FAX 同上 

活動内容およびボランティアの役割 

〇ミニ・デイサービス・・・高齢者の接待 お話相手や軽体操などで一緒に過ごしてもらう 

〇子育てサロン・・・・・・入園前までの乳幼児と一緒におもちゃで遊んでもらう. 

 

－６１－ 



 

【問い合わせ】 

船橋市 市民生活部 市民協働課 市民協働係 

〒２７３－８５０１ 

船橋市湊町２－１０－２５ 

☎ ０４７－４３６－３２０１ 

E-mail：shiminkyodo@city.funabashi.lg.jp 

 

 


