
　　　　　　　　　　　※お申込みの際に説明させていただきます。

　≪申込方法≫　

　　「参加申込カード」に必要事項を記入の上、鳩山町社会福祉協議会へお申込み下さい。

※但し、各メニューとも定員になり次第、締め切ります。

　    参加申込カードは、鳩山町社会福祉協議会・ニュータウンふくしプラザに置いてあり

　 　  ます。社協ホームページからもダウンロードできます。

　　 ※高校生以下は、申込書に保護者の署名・捺印が必要になります 。

　 　 社協ホームページ：http://wwwb.jnc.ne.jp/hatoyama/

　　　

　

★「ボランティア活動記録証明書」は、

 　　　　　　　　　　　　以下の条件を全て満たした交付希望者の方へお渡しします★

　　１．申込み活動日に無遅刻、無欠席の方（事前に連絡された方を除く）

　　２．活動先で必要な持ち物を、全て忘れずに持って活動に参加された方

　　３．活動先で職員の方等の指示に従い、しっかりと活動に取り組めた方

 ≪問合せ＆申込先≫社会福祉法人　鳩山町社会福祉協議会(鳩山町ボランティアセンター)

 　　　　　　　 　  比企郡鳩山町大豆戸１８３－５（鳩山町総合福祉センター１階）

　 　　　　　　 　  ℡ ０４９－２９８－５７７２　  fax ０４９－２９６－０３６３

       ☆新型コロナウイルス等の影響により、予告なく体験を変更
       ・中止する場合があります。あらかじめご了承ください☆

                      平日　午前８：３０～午後５：００

         　 ◇事前説明会：今年度は開催しません。

　  　　   主　催：(社福)埼玉県社会福祉協議会　(社福)鳩山町社会福祉協議会

         　 ＊＊ 申込期間  ７月１日(木)～７月1５日(木) ＊＊

　　　   子どもから大人まで、主に夏の期間を利用してボランティア体験が
　　    できるプログラムです。
             こんな時だからこそ、人と人とのつながりを大切にしながら、新し
　　　 い出会いや気づき、学び、感動、そして、たくさんの元気と笑顔で、
　　　 皆さんの今年の夏を特別なものにしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　社会福祉法人　鳩山町社会福祉協議会

        ◇対　象　者：小学生から一般までご参加いただけます。

　　４．活動後、アンケートを提出された方

　

締切 7/１５（木）
まで！！

** 申込期間 ７月１日（木）～７月１５日（木） **

おいでよ～

まってるよ～

中学生以上で希望する方へ「ボランティア活動記録証明書」

を発行します。詳細につきましては裏面をお読みください。

鳩山町社会福祉協議会



１．映画に音声ガイドをつけてみよう！
見えない人も一緒に映画を楽しむために♪

日 時：７/２５（日） １３:００～１６:００
活動先：総合福祉センター2階 会議室

定 員：３～８名程度
※申込みが２名以下の場合は、開催を

中止とさせていただきます 。
経費等：交通費各自負担
持ち物：活動しやすい服装、水筒、筆記道具

【中学生以上】

５．敬老の日 笑顔・元気メッセージ(^o^)／
地域の高齢者に笑顔と元気を届けよう

日 時：７/２１（水）～８/2５(水） ９:００～１７:００

届け先：総合福祉センター１階 事務室

（但し、土日祝は休み）

枚 数：1人3枚以上

（官製はがきは、申込みの時にお渡しします）

※官製はがきに、高齢者の皆様が笑顔・元気になれ

るようなメッセージを自宅で書いて、社協に届け

てください（絵を書いてもOK）。皆さんに手作り

していただいたはがきは、敬老の日(９/２０)に

間に合うように高齢者へ届けます。

【小学生以上】

１０．配食サービス
お弁当に添えるメッセージカード作りと配食

日 時：８/６（金） 9:30～13:00

活動先：総合福祉センター2階 会議室
定 員：４名

経費等：交通費各自負担
持ち物：筆記用具、活動しやすい服装、水筒

※メッセージカード作成後、そのカード
をお弁当に添えて、配食の体験をし
ていただきます。

【中学生以上】

☆地域の高齢者と交流しよう‼☆

１3．体操サロンでボランティア
ボランティアさんのお手伝い

日 時：8/18（水） １３:15～１5：３０
活動先：ふれあいセンター３０３・３０４
定 員：５名
経費等：交通費各自負担
持ち物：動きやすい服装、水筒

【中学生対象】

２．介護老人福祉施設 鳩山松寿園 東館
施設内でのお手伝い、介護方法の体験

日 程：８/2(月）～８/１９（木）（但し、土日除く）

時 間：9:30～12:30
活動先：鳩山松寿園 東館

定 員：１日５名
経費等：交通費各自負担

持ち物：活動しやすい服装、上履き、水筒
【中学生以上】

☆高齢者施設体験‼☆☆障がいのある方とふれあおう‼☆

１4．ニュータウンふくしプラザ
サロンで使う備品や飾りを作ろう

日 程：8/18(水)、８/27(金）
時 間：14:00～１６：００
活動先：ニュータウンふくしプラザ
定 員：１日５名
経費等：交通費各自負担
持ち物：汚れても良い服装、水筒

（油性ペイントを使用する場合があります）

【小学校4年生以上】

☆地域の人と交流しよう‼☆

３．高齢者になると起こる心身の変化を考えよう
＆車いす体験 高齢者の心身の状態を理解し、又

車いすの正しい使い方を知ろう！

日 時：７/２８（水） １０:00～１２：００

活動先：鳩山松寿園 東館

※コロナ禍の影響で開催場所の変更有り

定 員：１０名

経費等：交通費各自負担

持ち物：活動しやすい服装、上履き、筆記用具、水筒

その他：講義と車いす体験終了後、施設の方々への

メッセージカードを作っていただきます。

【中学生以上】

４．赤い羽根街頭募金活動
ベイシア前での募金活動

日 程：１０/２（土） ※雨天中止

時 間:１０:００～１１:００

活動先：ベイシア スーパーマーケット

鳩山店前

定 員：10名

経費等：交通費各自負担

持ち物：活動しやすい服装

【小学生以上】

☆高齢者について考えよう‼☆ ☆自分の地域に貢献したい‼☆

１１．お話しながら、折り紙しませんか♪
地域の皆さんと一緒に折り紙しましょう！

日 時：８/３（火） １３：３０～１５：００

活動先：総合福祉センター１階常設型サロン

定 員：3組程度

経費等：交通費各自負担

持ち物：活動しやすい服装、水筒

【小学生親子体験】

１５．点字にチャレンジ
親子点字体験

日 程： ８/４（水）
時 間: １０:００～１１:３０
活動先：総合福祉センター２階 会議室
定 員：５組
経費等：交通費各自負担

持ち物：活動しやすい服装、水筒
【小学生親子体験】

６．自宅で絵手紙の年賀状を作ってみよう！
高齢者に届ける年賀状を手作りしてみよう

日 時：7/21（水）～８/２５(水） ９:００～１７:００

届け先：総合福祉センター１階 事務室

（但し、土日祝は休み）

枚 数：1人３枚以上

（絵手紙用のハガキは、申込みの時に

お渡しします）

※毎年、町内にお住いの高齢者の方に年賀状を

お届けしています。皆さんの手作りした絵手紙

も、来年の年賀状として町内の高齢者の方にお
届けします。

☆地域の人に元気を届けたい‼☆

７．みんなのパワーを動画に込めて！
みんなの元気を動画で撮ってみよう

日 程：7/21（水）～８/２５(水）

届け先：鳩山町社会福祉協議会

E-mail:hatoyamashakyo

@bz04.plala.or.jp

方 法：皆さんで考えた元気あふれる動画を

自宅で撮影し、社協へメールしてください。

内容は、例えばダンスしている様子や、自

分の趣味について、又は高齢者への元気な

メッセージなど。高齢者施設利用者の方々

に見ていただきます。動画の時間は10分

程度でお願いします。

【中学生以上大学生まで】

８．お話しながら、折り紙しませんか♪
地域の皆さんと一緒に折り紙しましょう

日 時：８/１７（火） １３：３０～１５：００

活動先：総合福祉センター１階 常設型サロン

定 員：６名程度

経費等：交通費各自負担

持ち物：活動しやすい服装、水筒
【中学生以上】

☆地域の人と交流しよう‼☆

☆親子で体験してみよう‼☆

１２．手話を学んでみませんか
中学生手話体験

日 程： ８/１９（木）

時 間: 14:00～１５:30
活動先：ふれあいセンター３０３・３０４
定 員：８名
経費等：交通費各自負担
持ち物：活動しやすい服装、水筒

【中学生対象】

☆障がいのある方とふれあおう‼☆

☆お手伝いをしよう‼☆

９．はとやまふれあい在宅サービス
高齢者宅での掃除、お話相手等の体験

日 程：７/２１(水）～８/１０（火）、
８/１８（水)～８/２7（金）の間で調整し
ます。 （但し、土日祝は休み）

活動先：鳩山町内
定 員：１～２名、または親子１組

※但し、その時の状況等によっては
お断りすることもあります。

経費等：交通費各自負担
持ち物：活動しやすい服装、水筒

【小学生親子または、中学生以上】

☆実際の活動を体験しよう‼☆

１6．オルゴールの曲を作ってみよう♪
専用用紙に穴をあけて曲を作ります

日 時： ８/１９（木） 13:00～１４：３０
活動先：総合福祉センター１階 常設型サロン
定 員：3組
経費等：交通費各自負担
持ち物：活動しやすい服装、水筒

【小学生親子体験】

１7．手話を学んでみませんか
親子手話体験

日 程： ８/２０（金）
時 間: １０:００～１１:３０
活動先：ふれあいセンター

３０３・３０４
定 員：４組
経費等：交通費各自負担
持ち物：活動しやすい服装、水筒


