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第７回地域に飛び出せ！！ 

主催  船橋市市民協働課 

〒273－８５０１ 船橋市湊町２－１０－２５ 

TEL：０４７－４３６－３２０１ 

Mail：shiminkyodo@city.funabashi.lg.jp 
 

共催   船橋市ボランティアセンター(船橋市社会福祉協議会) 

東邦大学ＴＯＨＯボランティア部 

船橋市市民活動サポートセンター運営協議会 

 

対象：  中学生・高校生・専門学校生・大学生（市内在住・在学の方）    
          

令和４年度 

※令和 3年度の参加者（395名）アンケート集計結果より 

日々の生活では、同年代の

人とのかかわりがほとんど

のため、幅広い年代の人た

ちと交流することの大切さ

を感じました。（高校 2年） 

進路選択に生かしていきた

いです。また、人目につかな

いところで働く人への感謝の

気持ちを忘れずに生活して

いきたいです。（中学 2年） 

新しいことをするのは少し不安でしたが、当日はとても楽し

く、貴重な体験ができて嬉しかったです。今後もたくさんのこ

とにチャレンジしていきたいです。（中学 2年） 

 

見返りを求めずに、人の役に立つことをするの

はとても素敵なことだと感じました。（高校２年） 

今回の体験で”誰かのために行動することの嬉しさや

楽しさ”を感じられたので、これからは困っている人

がいたらサポートしてあげたいです。（高校 2年） 
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№ 団体・施設名 体験内容 体験場所 対象 マッチング会 

No.１～17 市民活動団体 高根台 西部 

1 アースドクターふなばし 地球温暖化防止に関する出前講座のお手伝い（補助作業） 市内公民館 中/高/専/大   〇  

2 いごっちクラブ 小学生の囲碁教室のサポート 青少年会館 中/高/専/大   

3 
NPO法人 

コミュニティサロン・あまやどり 
毎日開催するイベントで利用者と一緒に楽しみましょう 同サロン 中/高/専/大 〇  

4 
NPO法人 

シビルまちづくりステーション 
公民館等で船橋市の自然災害対応について学び現地調査をする 

中央公民館及び 

夏見地区（予定） 
中/高/専/大 〇 〇 

5 NPO法人千葉盲ろう者友の会 盲ろう者とのコミュニケーション勉強会 
千葉市中央 

コミュニティセンター 
中/高/専/大  〇 

6 行々林せせらぎの森 里山（谷津田）での環境保全活動全般（森林整備、稲刈、畑作等） 船橋市鈴身町 中/高/専/大 〇 〇 

7 近隣市民をつなぐ会 本会広報紙「つなぐ」の編集企画及び各戸配布 若松二丁目団地 中/高/専/大 〇 〇 

8 三番瀬写真展実行委員会 「第 10回みんなの三番瀬写真展」に展示する撮影と作品作り 三番瀬海浜公園 中/高 〇 〇 

9 地球の緑を守る会 船橋支部 森づくりセミナー「御蔵稲荷神社・大神宮」へ潜在自然植生の見学 
勤労市民センター・ 

御蔵稲荷神社・大神宮 
中/高/専/大   

10 千葉介助犬協会 協会の掃除、フード作り、シャンプー、PR犬の散歩、街頭募金等 
同協会事務所 

JR船橋駅前 
中/高/専/大   

11 フェアトレードちば フェアトレード取り扱い団体のリストづくり、講座の企画運営 Zoomができる場所 専/大   

12 フィールドミュージアム・三番瀬の会 三番瀬を拠点とした自然環境保護の体験 海浜公園三番瀬人口浜 中/高/専/大 〇 〇 

13 船橋 SLネットワーク 公民館等で実施する防災講座のスタッフ 市内公民館 中/高/専/大 〇 〇 

14 ふなばし木の子の森 校内の草を鎌で草刈り、木をノコギリで切るなどの整備作業 船橋市神保町 中/高/専/大 
 

 
〇 

15 船橋行田公園走友会 第３１回行田公園 100キロリレーマラソン大会の運営ボランティア 行田公園 高/専/大 
 

 
〇 

16 プレーパーク船橋 禁止事項を極力なくし、やりたいことに挑戦できる野外の遊び場づくり 
長津川親水公園 

青少年キャンプ場 
中/高/専/大 〇 〇 

17 四丁目ガーデンカフェ三咲 スタッフの補助をして「認知症」への理解を深める 同カフェ 中/高/専/大 〇  

No.18～19 町会・自治会  高根台 西部 

18 長太郎団地第 2町会 町会主催の防災訓練・会場設営、受付・参加者の誘導など 会館・ふれあい公園 中  〇 

19 本町北口町会 おみこしを担いで、一緒に市民まつりに参加しませんか？ 本町通り 中/高/専/大  〇 

No.20～２９ 船橋市の施設など 高根台 西部 

20 船橋市西図書館 

排架（本を棚に順番に並べる）作業、修理・装備作業 

YA（１０代向け）コーナーに展示する POPの作成 

船橋市西図書館 中/高/専/大 
  

21 船橋市中央図書館 船橋市中央図書館 中/高/専/大 
  

22 船橋市東図書館 船橋市東図書館 中/高/専/大 
  

23 船橋市北図書館 船橋市北図書館 中/高/専/大 
  

24 
ふなばし三番瀬 

クリーンアップ実行委員会 
会場の設営（テントや絵画の展示など）、受付、清掃活動など 三番瀬海浜公園前の砂浜 中/高/専/大  〇 

25 船橋市役所 環境政策課 ぬけがらの収集・分類のサポート、イベント中の写真撮影など 
運動公園、行田公園 

アンデルセン公園 
中/高/専/大    〇 

26 船橋市役所 公園緑地課 講習の運営、種から花の育成、公共施設への植え付け 市役所分室会議室 中/高/専/大  〇 

 
・№１～1７は市民活動団体、1８・１９は町会・自治会、２０～29は船橋市の施設など、３0～39は福祉施設や地区社

会福祉協議会などです。 
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27 船橋市役所 商工振興課 
①ふなばし市民まつり会場の清掃活動 

②船橋港親水公園花火大会の会場準備 

①本町通り 

②船橋港親水公園 
中/高/専/大   

28 ふなばし三番瀬環境学習館 ワークショップにおける参加者の案内、誘導、講師の補助など 三番瀬環境学習館 中/高/専/大 
 

〇 

29 
船橋市 

身体障害者福祉作業所太陽 
障害のある方と活動する中で、車いす介助などの障害者支援を体験 同作業所 中/高/専/大 

  

No.30～39 福祉施設や地区社会福祉協議会など 高根台 西部 

30 介護老人保健施設 船橋ケアセンター 利用者のお話し相手や楽器や合唱等の披露（DVD収録）等 同センター 中/高/専/大 
  

31 グループホームつどいの家高根台 認知症の方との会話や体操をするお手伝い グループホーム内 高/専/大 〇 
 

32 大穴地区社会福祉協議会 高齢者と一緒に軽体操やゲーム、未就園児親子と一緒に遊ぶ 公民館、自治会館等 中/高/専/大 
  

33 高根・金杉地区社会福祉協議会 シルバーリハビリ体操やミニディ・演芸会のお手伝い 高根公民館 中/高/専/大 
  

34 習志野台地区社会福祉協議会 子育てサロン、リハビリクレイアート、PC・スマホ教室のお手伝い 習志野台公民館等 中/高/専/大 〇 
 

35 二宮・飯山満地区社会福祉協議会 未就園児（０～３歳）の遊び場での受付や会場設営 
飯山満公民館 

飯山満児童ホーム 
中/高/専/大 

  

36 前原地区社会福祉協議会 
①安心登録カード、残暑見舞いの作成（５～１０枚） 

②体操教室のお手伝い 
①自宅 

②東部公民館 
中/高/専/大 

  

37 三咲地区社会福祉協議会 お年寄り歓談の場（歌唱・演芸）や料理作りのお手伝い 三咲公民館 中 
  

38 三田習地区社会福祉協議会 高齢者が参加するゲームや工作の補助、乳幼児の見守り等 
三山市民センター 

三田公民館 
中/高/専/大 

  

39 湊町地区社会福祉協議会 お年寄りとのふれあいと公民館まつりでのお茶の販売 
地域内の自治会館 

浜町公民館 
中/高/専/大 

 
〇 

※令和 4年度は会場内の人数

制限を設け、十分な感染症

対策のうえで開催します。 

 

  

体験先との です 
 

※令和元年度のマッチング会の様子 

参加するとこんな があります！ 

 体験先の人に直接話を聞いて申し込みができます！ 

  大学生がボランティア体験先を選ぶアドバイスをしてくれます！ 

  その場で体験したい団体に申し込みができます！ 

（※マッチング会に参加している団体のみ対象です。） 

ボランティア体験に先立って開催する 

体験先の団体と生徒・学生が一堂に会するイベントです。 

事前申込制 

定員を超える場合は抽選 
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--------------感染症対策について------------ 
【参加する前の確認事項】 

・以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。 

37℃以上の発熱または 37℃未満でも平熱比１度以上ある場合 

息苦しさ、強いだるさの症状がある場合  咳、咽頭痛などの症状がある場合 

・マスクの着用をお願いします。 

・タオル、ハンカチ、飲み物は持参してください。 

【体験中の感染対策】 

手洗いや消毒など、体験中は各団体・施設の方の指示に従ってください。 

  

 

   

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
体験メニュー一覧 を見る方法 
ネッ ト： ６月１日（水）に市ホームページ（右のコード）で公開 
紙媒体： 郵送をご希望の方は市民協働課までご連絡ください。 

 

 

 【申込方法】 電子申請システムまたは申込書  

             ※右のコードから確認⇒ 

５月 1５日（日）～５月３１日（火）   マッチング会への申し込みを考えよう！  

  

 

 

 

・ページ下部の「                      」を守り、ご参加ください。 

・体験したボランティアの内容や感想をレポートにまとめましょう。 

・体験レポートを指定日までに市民協働課に提出された方には「体験証」をお渡しします。 

 

７月２１日（木）～   いざ！ボランティア体験をしよう！  

 

 

６月１日（水）～６月２５日（土）     ボランティア体験の申し込みをしよう！ 

 

 

※マッチング会に参加出来なく

ても団体に直接申し込めるよ！ 

【申込方法】 ※定員を超える場合は抽選となります。複数の体験先に申し込むこともできます。     

 

①直接申し込む（※体験内容の詳細や申込方法は体験メニュー一覧（下のコード）を参照） 

体験メニュー一覧を参考に、体験希望先へ直接申し込み  

※マッチング会参加者も申し込み可能 

②マッチング会（※申込締切り５月３１日（火））に参加して申し込む 

その場で団体に直接申し込みができます。（※マッチング会に参加しない団体もあります） 
 

 

6月 26日（日）以降、申し込みをした団体・施設から体験決定者に連絡があります。 

※受入状況に余裕がある団体・施設は、市ホームページ（上のコード）で再募集します。 

６月２６日（日）～   申込結果を確認しよう！ 

 

 


