
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人のために何かしたい！ 

新しいことがしたい！と 

思っているそこのキミ！ 

こんなときだからこそ 

やれることがある！ 

社会福祉法人川越市社会福祉協議会 

川越市ボランティアセンター 

川越市小仙波町２－５０－２ 川越市総合福祉センターオアシス内 

ホームページ http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/ 

体験プログラムの申し込みは電話でお願いします。 

くわしくは川越市

社会福祉協議会

のホームページを

ご覧ください。 

家の周りを 

掃除 

自宅でマスク

製作 

家族と一緒に 

雑巾製作 

http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/


 

 

―製作活動― 

〇マスク製作 

№ 施設名 施設所在地 製作条件・製作数 施設からコメント 

1 
介護老人保健施設 

いぶき 
川越市下小坂 30 枚くらい 

『無理せず、気負わず、自分らしく』ご

協力をお待ちしています。 

2 
特別養護老人 

ホーム陽光園 
川越市砂新田 20 枚くらい 

生徒さん、学生さんのご厚意に感謝申

し上げます。無理のない範囲で、よろし

くお願い致します。 

3 
障害者支援施設 

川越親愛センター 
川越市中台南 20 枚くらい 

 

4 
障害者支援施設 

にじの家 
川越市古谷本郷 60 枚くらい 

きれいな物を仕上げていただけると、

ありがたいです。 

5 名細第二保育園 川越市小堤 50 枚～100 枚 
 

6 バンビ保育園 川越市吉田 できるだけ 
園児用マスクをお願いします。 

7 増美保育園田町 川越市田町 20 枚 
保育士が仕事中使用する素敵なマスク

をお待ちしておりまず。 

〇雑巾製作 

〇うちわ製作 

№ 施設名 施設所在地 製作条件・製作数 施設からコメント 

15 特別養護老人 

ホーム真寿園 
川越市安比奈新田 

無地うちわ（施設

で用意）100枚 

皆さんの言葉や絵、どんな事でも素晴らしい力になり、 

励みになります。沢山のメッセージをお願いします。  

16 
グループホーム福音

の園・川越第二 
川越市萱沼 40 個 

みなさんのご協力に感謝します。 

〇牛乳パックで作る積み木・家具 

№ 施設名 施設所在地 製作条件・製作数 施設からコメント 

17 仙波町保育園 川越市仙波町 
積み木 （できるだけ） 

テーブル（できるだけ） 

牛乳パックで積木。周りに布を貼って下さい。 

可能なら中に鈴など入れるとうれしいです。 

18 神明町保育園 川越市神明町 
積み木（できるだけ） 

テーブル（10 個） 

対象は高校生以上でお願いします。製作物の材料 

は、あまり負担のないようにお願いします。 

19 今成保育園 川越市今成 
テーブル・イス各 10 個 

※大きさ指定あり 

子どもたちの室内遊びが充実し楽しく遊べるよう、 

テーブルやイスを製作していただけると有難いです。 

20 上戸保育園 川越市上戸 踏み台  
0 歳～2 歳の乳幼児が使用します。子ども達の喜ぶ  

顔を思い浮かべながら制作して下さいね。 

 

№ 施設名 施設所在地 製作条件・製作数 施設からコメント 

8 
特別養護老人 

ホーム陽光園 
川越市砂新田 できるだけ 

生徒さん、学生さんのご厚意に感謝申

し上げます。無理のない範囲で、よろ

しくお願い致します。 

9 
障害者支援施設 

川越親愛センター 
川越市中台南 20 枚くらい 

 

10 
障害者支援施設 

にじの家 
川越市古谷本郷 50 枚～100 枚 

大まかな仕上がりで大丈夫です。 

11 南古谷保育園 川越市並木新町 
できるだけ・新

品タオル使用 

日々、子どもたち、職員が使います。心をこめて縫っ  

ていただければ、ありがたく使わせていただきます。 

12 むさしの保育園 川越市的場 できるだけ 
今年は直接お会いすることは、かないませんが、この  

ような形でも繋がっていければと思います。  

13 増美保育園 川越市岸町 30 枚くらい・新品タオル使用 
今年は皆さんに会えず残念ですが、頂いた雑巾で、  

年長児がテーブルを拭きます。待ってま～す。  

14 増美保育園田町 川越市田町 30 枚くらい 
年中、年長児一人一人に渡すための雑

巾です。 

 社 会 貢 献 活 動 メ ニ ュ ー 一 覧 

 

好評につき、№１５ 特別養護老人ホーム真寿園のうちわ製作の受付は終了しました。 



 

 

 

〇フェルトで作るおもちゃの製作 

№ 施設名 施設所在地 製作条件・製作数 施設からコメント 

21 南古谷保育園 川越市並木新町 
野菜・果物の形（綿

入り） 

日々、子どもたち、職員が使います。心をこめて縫って  

いただければ、ありがたく使わせていただきます。  

22 上戸保育園 川越市上戸 
魚型（ボタン練習

用） 

0 歳～2 歳の乳幼児が使用します。子ども達の喜ぶ  

顔を思い浮かべながら制作して下さいね。 

23 高階保育園 川越市藤原町 
野菜・ドーナツの

形 

園児が喜んで遊べる玩具の充実の為にご協力いただき、 

ありがとうございます。大切に使わせていただきます 。 

〇手作りおもちゃ 

№ 施設名 施設所在地 製作条件・製作数 施設からコメント 

24 高階保育園 川越市藤原町 
絵合わせカード、カ

ルタ、パズル 

園児が喜んで遊べる玩具の充実の為に

ご協力いただき、ありがとうございま

す。大切に使わせていただきます。 

25 バンビ保育園 川越市吉田 
施設から活動者に合わ

せた製作物（手作り絵

本、紙芝居 等） 

 

〇その他の製作物 

№ 施設名 施設所在地 製作条件・製作数 施設からコメント 

26 
霞ヶ関保育園 川越市笠幡 

チラシで作る 

ゴミパック 

保育園の子どもたちが、毎日 給食のと

きに使います。みなさんのあたたかい気

持ちを感じながら、使わせていただきます。  

27 
神明町保育園 
（高校生以上限定） 

川越市神明町 
折り紙でつくる簡単な

おもちゃ（コマ等） 

製作物の材料はあまり負担のないように

お願いします。 

28 高の葉保育園 
（高校生以上限定） 

川越市砂 
2ℓペットボトルで作る 

虫カゴ製作 60 個 

虫カゴは、虫の他にも木の実や石ころを拾って

入れたりもして、子どもたちの宝物入れでもあ

ります。たいへん喜ぶと思います。 

29 
介護老人保健施設 

いぶき 
川越市下小坂 

利用者への手紙を

書く 

『無理せず、気負わず、自分らしく』 

ご協力をお待ちしています。 

30 
介護老人保健施設 

いぶき 
川越市下小坂 

なぞなぞ集製作(複数問

考案、1 つにまとめて提

出) 

『無理せず、気負わず、自分らしく』 

ご協力をお待ちしています。 

31 むさしの保育園 川越市的場 足拭きマット製作 
今年は直接お会いすることは、かないませんが、 

このような形でも繋がっていければと思います。 

32 
川越市社会福祉協議会 

指定通所介護事業所 
川越市小仙波

町 

手芸品、季節の壁飾り、

折り紙で作るメダル 

学生の皆さんが作って下さった物は利用

者様（高齢者）の宝物になります。 

―リサイクル活動― 

〇衣類のリサイクル 

№ 団体名 施設所在地 条件等 

33 NPO 法人 

ザ・ピープル 

福島県 

いわき市 

未使用に近いものが望ましい  

小中高生限定 条件などはホームページ参照 

―美化活動― 

〇地域の清掃 

№ 活動場所 活動場所 条件等 

34 自宅周辺 自宅周辺 小中学生限定、保護者同伴。ホームページ参照 

☆ メニュー№15・19・20・21・22・25・26・28・33・34(〇付№)は川越市社会福祉協議会のホー

ムページに施設からの製作物の作り方や活動上の注意点などを載せています。申込前に

ホームページをご確認ください。 

☆ №に〇がないものは作り方に指定がないものです。自由に製作してください。 

 

 社 会 貢 献 活 動 メ ニ ュ ー 一 覧 

 

活動者へ

のご案内 

好評につき、№２６ 霞ヶ関保育園のゴミパック製作の受付は終了しました。 



 

 

 

 

 

 

人の役に立ちたい！新しいことがしたいという学生のみなさん！こんなときだ

からこそできることがある！ぜひ参加してみませんか♪ 

期  間  令和２年 7 月２0 日（月）～９月３０日（水） 

対 象 者  市内在住、在学している小学校４年生以上の学生 

（市外在住、在学の方はご相談ください） 

活動場所  自宅・自宅周辺 

参加条件  ボランティア活動、社会貢献活動に興味、関心、意欲のある方 

 

 

① このパンフレットの「メニュー一覧」より希望するメニューを選択する。 

 

② 下記の申込専用電話に申し込む。  

  受付開始：７月９日（木）   受付締切：9 月 18 日（金） 

      

      

 

 

 

 

※今年度のボランティアセンターが企画するボランティア活動・交流体験は、コロナウイルスの影響で中止になりました。  

 

③ 川越市社会福祉協議会ホームページの「体験プログラムの申込はこちら」をタップし、ペ

ージ内の「事前研修動画」の URL をタップし、動画を視聴するかホームページ内の事前

研修ページを見る。※動画・ホームページを見る環境がない方は下記連絡先までご相談ください。 

 

④ 体験プログラムの申込ページ内の「申込はここから」をタップし、ページ内の申込フォー

ムに必要事項（名前、電話番号、事前研修動画・ページの感想など）を入力し、送信ボタ

ンを押す。活動１週間前までに入力すること フォーム入力前に必ず電話申込すること。  

 

⑤ 体験プログラムの受付完了の返信メールが届いたら、申込完了。 

  ※事前に“center@kawagoeshi-vc.or.jp”のアドレスを受信できるように設定しておいてください。 

 

予約の際は、次の事項をご連絡ください。 

（１）氏名      （２）学年と年齢 

（３）電話番号    （４）メニュー№    

（５）活動内容（先着順） ※製作物を選択する方は製作数をお伝えください。 

（６）活動日時  ※№３４を選択する方は活動期間と時間をお伝えください。 

申込み・問合せ先 〒３５０－００３６ 川越市小仙波町２－５０－２ 

社会福祉法人川越市社会福祉協議会 ボランティア担当 

          080-3418-5567   

               070-3892-7361  

ホームページ：http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/👈申込フォームはこちらから👉 

  

 

申し込み手順 

 

申込専用電話 
平日午前 9 時～午後 5 時まで受付 
※7/9～9/18 までのみ利用できます  

 

http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/

