
～ この夏、新しい自分を見つけよう！ ～  
 

２０１７ 夏のボランティア体験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１７ 夏のボランティア体験 

募 集 内 容 
 
◆体験期間 

平成 29 年 7 月 20 日(木)から 8 月 31 日(木)      
◆参加費 

350 円(ボランティア活動保険代)  
※交通費や食費などは原則自己負担     

◆参加要件 
 ①中学生以上の方で、下記日程の事前説明会、 
  事後研修会に参加できる方 
 ②自らすすんで参加を希望する方      
◆事前説明会 

平成 29 年７月 1 日(土) 
10 時から 12 時/早島中学校ランチルーム     

◆事後研修会 
平成 29 年 8 月 25 日(金) 

10 時から 12 時/早島中学校ランチルーム     
◆申し込み方法 

①右記ボランティア体験案内校に該当する方 
は、６月 9 日(金)までに事前に案内して 
いる参加申込み用紙へ記入し、各学校の担 
当の先生に出してください。 

②①以外の方は、お問合せ先まで連絡しお申 
込みください。 

 
 
 
  
 
   

 
 

 
 
 

早島中学校、倉敷天城高校、倉敷青陵高校、
倉敷中央高校、倉敷南高校、倉敷商業高校、
倉敷翠松高校、倉敷高校、ノートルダム清心
学園・清心女子高等学校、川崎医療福祉大学、
中国学園大学・中国短期大学 

◆ボランティア体験案内校 

お 問 合 せ 先 

早島町社会福祉協議会 
(地域福祉センター 

「オアシス早島」内) 
都窪郡早島町前潟 249-1 
TEL：086-482-3000 

本事業は、赤い羽根共同募金の配

分金を財源に実施しています。 

体験内容については、裏面のプログラムを 
ご参照ください。 

地域福祉 
センター 

【受入協力先】 

早島幼稚園、早島保育園、かんだ保育園、わかみや保育園、早島児童館、早島町地域活動支援センタ
ー、早島町デイサービスセンター、特別養護老人ホーム白亜館、早島町生涯学習課、岡山県立早島支
援学校、早島いぐさ手話サークル、早島要約筆記サークル‘ぺんしる’、パソボラはやしま、はやしま朗
読ボランティア福来朗、 はやしま本だいすきの会、備中はやしま夏まつり実行委員会 

 



～201７夏のボランティア体験プログラムのご案内～     お問合せ先 早島町社会福祉協議会(086-482-3000) 
 
 

No 
受入先 

(プログラム名) 
体験活動日(期間) 活動内容 活動場所 募集人数 その他 

１ 早島幼稚園 
7.20(木)～8/31(木) 9:00～17:00 

※土･日曜日、お盆 8/11(金)～15(火)は除く 

預り保育(げんきっこクラブ)の保

育補助、環境整備(清掃) 
早島幼稚園 5 名/日 

弁当、水筒、上靴持参 

※半日の方は弁当は不要 

２ 早島保育園 

①7/15(土) 16:00～20:00 
②7/20(木)～8/31(木) 9:00～17:00 
※土･日曜日、8/12(土)･14(月)･15(火)は除く 

①夏まつりの運営補助 

②保育補助及び環境整備 
早島保育園 

①25 名 

②5 名/日 
②昼食は受入側で用意(主食持参) 

３ かんだ保育園 
7/20(木)～8/31(木) 9:00～17:00 

※日曜日は除く 
保育補助及び環境整備(清掃) かんだ保育園 5 名/日 昼食等は受入側で用意 

４ わかみや保育園 
7/20(木)～8/31(木) 9:00～17:00 

※日曜日は除く 
保育補助及び環境整備(清掃など) わかみや保育園 4 名/日 昼食等は受入側で用意 

５ 早島児童館 
7/20(木)～8/31(木) 9:00～17:00 

※土･日曜日、祝日、お盆 8/13(日)～15(火)は除く 

留守家庭児童会の子どもたちとの

交流や環境整備(清掃) 
早島児童館 10 名/日 

弁当、水筒持参 

※半日の方は弁当は不要 

６ 
早島町地域活動 

支援センター 

7/24(月)～8/31(木) 10:00～15:00 

※土･日曜日、祝日、お盆８/11(金)～16(水)は除く 

さをり織り体験、さをり製品つく

り、はし入れ･リサイクル作業他 

早島町地域活動支援

センター『栴檀の家』 
4 名/日程度 特になし 

７ 
早島町デイサービス 

センター 

7/20(木)～8/31(木) 9:00～17:00 

※日曜日は除く。日時について要相談。 

高齢者の方の話し相手、レクリエ

ーション補助、環境整備など 

早島町地域福祉 

センター 
5 名/日 

弁当、水筒持参 

※体調不良時はご遠慮ください 

８ 
特別養護老人ホーム 

白亜館 

7/20(木)～8/31(木) 9:00～17:00 

※土･日曜日、祝日は除く 

高齢者の方の話相手、レクリエー

ション補助、シーツ交換など 

特別養護老人ホーム 

白亜館 
5 名/日 弁当、水筒持参 

９ 早島町生涯学習課 

7/20(木)～21(金)･25(火)～27(木) 
8/19(土)･22(火)～25(金) 9:00～12:00 
※活動日は変更となる場合あり 

小学生の夏休み学習支援、体験活

動補助 
さつき荘 ほか 20 名程度 特になし 

10 早島支援学校 
8/1(火)･2(水) 9:00～12:30 

※延期の場合、8/3(木)に開催 

お祭りでの児童、生徒のサポート

や交流、イベントの補助など 

岡山県立 

早島支援学校 
20 名程度 特になし 

11 
早島いぐさ 

手話サークル 

8/2(水)･9(水) 13:00～15:00 

※2 日間参加できる方 
簡単手話入門講座 

早島町地域福祉 

センター 
10 名 特になし 

12 
早島要約筆記 

サークル‘ぺんしる’ 

8/16(水)･17(木)･18(金) 9:30～11:30 

※3 日間参加できる方 
要約筆記入門講座 

早島町地域福祉 

センター 
5 名以内 特になし 

13 パソボラはやしま 
8/5(土)･９(水) 9:00～11:40 

※いずれか 1 日のみでも可能 

パソコンサロン活動 

(操作に関する相談対応、運営補助) 

早島町地域福祉 

センター 
3 名/日 特になし 

14 
はやしま朗読 

ボランティア福来朗 

①7/22(土) 10:00～11:00 
②7/31(月)･8/28(月) 10:00～11:00 
③8/22(火) 14:00～ 

朗読体験 

(活動先での本の読み聞かせ) 

①早島児童館 
②かんだ保育園 
③早島デイサービス 

5 名程度 特になし 

15 
はやしま 

本だいすきの会 

①8/13(日)13:30～15:00 

②8/25(金)17:30～20:00 

①絵本･紙しばいの読み聞かせ 

②会場準備と片付け 

①ゆるびの舎図書館 

②ゆるびの舎研修室 

①2～3 名程度 

②5～6 名程度 

①当日以外に練習日あり 

②当日のみの参加 

16 
備中はやしま 

夏まつり実行委員会 

8/12(土)15:00～20:00 

※雨天の場合、8/13(日)に延期 

夏まつりの会場ボランティア 

(来場者案内、出場者補助) 
早島町南グランド 10 名程度 

夜間の活動のため、保護者の方の了
解を得てください。 
食事については別途案内 


