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夏休みを利用してボランティア体験をしませんか
様々なプログラムを用意して、皆様のご参加をお待ちしています

期 間：令和３年７月 30 日(金)～９月３０日(木)
活動場所：品川区内の福祉施設など(リモート活動含む)
内 容：高齢者・障害者・児童施設、ボランティア団体での活動や

夏休みを利用して
ボランティア体験
をしませんか！！

イベントのお手伝い(リモート活動の場合は自宅など)
対象者：区内在住または在学の中学生・高校生・大学生等１００名
参加費：３５０円～（ボランティア保険代）
手 順：
①来所日時予約：７月 12 日(月)～7 月 30 日(金)９時～17 時の間に電話にて予約
⇒予約確定後、HP 申込フォームに必要事項を入力しメールにて案内を受け取る
②説明会(動画配信)：7 月 12 日(月)～7 月 30 日(金)⇒来所までに各自視聴必須
③申込(来所)：7 月 26 日(月)～7 月 30 日(金)9 時～17 時⇒予約した日時に来所
④活動開始：7 月 30 日(金)～9 月 30 日(木)⇒決められた日時に活動
☎５７１８－７１７２ 品川ボランティアセンター 9:00～17:00(日・祝日除く)
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活動先(施設・団体名)
小山倶楽部
生活工房ひとくふう
(英語 De123)
成幸ホーム
大井在宅サービスセンター
特別養護老人ホーム かえで荘
くおりあ・湯～亀
ぷらりす・湯～亀
プラチナ美容塾
さくら会運営各施設

活動内容
話し相手等

活動日時
7/30～9/30 AM・PM

参加者と英語を使って遊ぶ

9/10・9/24 PM

話し相手、食事準備等
話し相手、配膳、外出付添
話し相手、環境整備等
楽器演奏・歌等披露(Zoom)
楽器演奏・歌等披露(Zoom)
オンライン交流(Zoom)
自宅で暑中・残暑見舞い

7/30～9/4 AM・PM
8/23～9/30 AM・PM
8/1～9/26 AM・PM
7/30～9/30 要相談
7/30～9/30 要相談
8/27・9/22PM
7/30～8/31 各自自由

10
11

高
高

中高大
中高大

上大崎特別養護老人ホーム
品川ボランティアセンター

敬老の日花飾り作成(自宅)
自宅で暑中・残暑見舞い

8/2～9/11 各自自由
7/30～8/31 各自自由
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13
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16

障
障
障
児
児

高大
中高大
高大
中高大
中高大

活動準備、補助
作業補助(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・軽作業)
公園清掃
保育補助
保育補助

9/28～9/30AM～PM
9/27～9/29AM～PM
8/16～8/30 要相談
8/2～8/6 AM～PM
7/30～9/30 AM・PM

17

児

中高大

乳幼児親子と遊ぶ

8/2・8/5・8/23 AM・PM

18
19

児
児

中高大
中高大

乳幼児親子と外遊び
乳幼児親子と外遊び

8/2～9/29 AM～PM
7/30～9/30 PM

20

児

中高大

乳幼児親子と遊ぶ

8/26～9/30 PM

21
22

児
児

中高大
中高大

保育補助
保育補助

7/30～9/30 要相談
7/30～9/10 AM

23

児

中高大

乳幼児親子と外遊び

9/10・9/24 AM～PM

24
25

他
他

中高大
中高大

品川区立心身障害者福祉会館
就労継続支援 B 型事業所さつき
ふれあい作業所
八潮中央保育園
どんぐり保育園
品川区子育て交流サロン
「すきっぷひろば」
しながわこども冒険ひろば
北浜こども冒険ひろば
ふれあい広場ほっとサロン
「にじっこ」
石井こども園
キッズタウン にしおおい
みんなでつくる親子ひろば
「そとぼーよ」
更生施設 浜川荘
品川総合福祉センター

施設での活動補助等
ミニ福祉体験準備・補助

7/30～9/24AM～PM
8/16～8/20 PM

分野 ： 高⇒高齢者、障⇒障害児・者、児⇒児童・子育て、他⇒ボランティア団体、ほっとサロン等
対象 ： 中⇒中学生、高⇒高校生、大⇒大学生・専門学生・短大生
※６～１１はリモート・自宅での活動

定 期 活 動

活動時間 活動場所 新着 ◎急募

マシンでトレーニング補助 各１名

ポ
○

６５歳以上の方が利用対象となるトレーニングで
マシンの操作やトレーニング補助をお願いします。
火曜日・木曜日（応相談）
１４：３０～１７：３０
(社福)さくら会
南大井在宅サービスセンター（南大井５）

ポ
○

ポ 地域貢献ポイント対象活動
○

キッズルーム運営のお手伝い

 数名

乳幼児親子が遊ぶことのできるスペースの運営お手
伝い（準備・おもちゃの消毒・お話相手・簡単な
見守り等）をお願いします。※女性の方募集
水曜日・金曜日(応相談)
９：３０～１２：３０
(社福)福栄会
東品川ゆうゆうプラザ（東品川３）

地域貢献ポイント事業とは、品川区在住の概ね 60 歳以上の方が指定のボランティア活動をした場合に
ポイントが付与され、区内共通商品券や寄付に交換できる事業です。
希望する活動がございましたら品川ボランティアセンターへご連絡ください。
☎５７１８－７１７２
９：００～１７：００（日・祝日を除く）

品川ボランティアセンター事業についてのお知らせ
緊急事態宣言を受けまして事業運営を中止または縮小しておりましたが、宣言解除に伴い一部事業を
再開いたします。※感染者数などを考慮し、開催を中止させていただく可能性もございますのでご了承ください。

【切手整理】
会形式での切手整理ボランティアを再開致します。
感染対策のため開催方法を変更させていただきます。詳細は以下の通りです。
開催日時：７月１６日（金） １４：００～１５：３０
開催場所：品川区社会福祉協議会 ３階会議室
参加方法：７月５日（月）から電話での先着予約制（定員２０名）
持ち物等：はさみ、水分補給のための飲料、マスク着用をお願い致します。
（以前までは、はさみ・飲料をボランティアセンターで用意しておりましたが、
感染対策のため、ご持参いただきますようお願い致します。また、マスク着用の上、
ご参加ください。）
感染対策 会場入り口にて職員が検温させていただきます。発熱や風邪の症状がある場合は参加を
ご遠慮いただく可能性があります。会場は座席間の距離をとり、換気を行います。活動前には手指のア
ルコール消毒をお願い致します。
※今後も切手整理ボランティアについては、ボラミニ情報にてお知らせ致します。

【ほっと♥サロン】
緊急事態宣言によるシルバーセンター・ゆうゆうプラザの休館に伴い、ほっと♥サロンも運営休止してお
りましたが、７月より順次再開致します。
※一部サロンは引き続き休止しております。再開サロンも人数を調整しながら
運営していますので、参加希望の方は事前に開催状況の確認をお願い致します。
事業の最新情報につきましては品川ボランティアセンターのホームページ、
もしくはお電話にてお問い合わせ下さい。（☎ ５７１８－７１７２）

ファミリーボランティア講座

～敬老の日にクマちゃん＆
メッセージを届けよう！～
敬老の日に向け、タオルクマちゃんとお祝いの気持ちを込めたメッセージカードを作成し、
地域の高齢者施設へ届けてみませんか。
◆日時

①令和３年８月４日（水） １０：００～１１：３０
②令和３年８月４日（水） １３：３０～１５：００

◆会場

品川区社会福祉協議会３階 会議室（品川区大井１－１４－１）

◆対象

品川区在住・在学・在勤の小学生親子等

◆定員

各回８組（先着順）※原則２人１組の応募となります。

◆内容

タオルクマちゃん手づくり体験、メッセージカード作成
※希望者のみ後日高齢者施設へクマちゃん＆メッセージカードを届けに行きます。

◆講師

NPO 法人 プラチナ美容塾（品川区ボランティアセンター登録団体）

◆費用

１組３００円（材料費）

◆申込

７月１日（木）から電話で申込（日・祝日除く 9:00～17:00）
品川ボランティアセンター ☎５７１８－７１７２

今回は家族で参加できる講座
となっております。
この機会にボランティア活動
を体験してみませんか。

≪品川ボランティアセンター休館日のお知らせ≫
ビルの保守点検等の為、７月１０日（土）はお休みさせていただきます。
電話、窓口での対応ができませんのでご了承ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

