平成30年7月1日 ≪編集・発行≫あびこ市民活動ステーション

あびこ市民活動ステーション
からの情報

ＪＯＹボラ２０１８パート１
２０１８年７月から２０１８年１０月までの楽しいボランティア情報がいっぱい！
（問）あびこ市民活動ステーション ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０４－７１６５－４３７０

Ｑ 「ＪＯＹボラ」ってなに？

＊相談できます
ボランティアをしたくなった時に、いつでも電話や窓口で相談できます

＊紹介します
ボランティア先として、我孫子市内の市民活動団体や施設を紹介します

小中学生や高校生、大学生がボランティアや市民活動に気軽に
参加できるように、市内の情報を紹介している情報紙です。
今回は１６ヶ所情報が掲載されています。ぜひ参加してみてください。

Ｑ どうやって参加するの？
①情報紙からやりたい活動を探す → ②おうちの人に相談する → ③申し込み先に電話で申し込む
→ ④団体の方と日時・場所の打ち合わせをする → ⑤活動に参加する

＊どこにあるの？
我孫子駅南口前にある「けやきプラザ」の１０階にあります

＊活動後に活動先でアンケート用紙をもらい、あびこ市民活動ステーションに送ると「活動証明書」を
発行します。（高校生・大学生は希望者のみ）

＊どんな人が使えるの？
我孫子市に住んでいる人、我孫子市の学校に通っている人やお勤めし
ている人なら誰でも使えます

＊募集中

情報紙の配布・掲示

情報紙配布・掲示依頼

児童・生徒

学
校

体験証明書の発行

参加者・ボランティアを募集しています

市民活動ステーション
体験証明書の発行

体験情報の提供
問合せ・申込（注）

『SKSニュース』記者募集
あびこ市民活動ステーションの事業やお知ら
らせを掲載して、月１回発行しています。
掲載記事の取材や執筆をしてくれる記者を
募集します。
記者になる前に、インタビュー方法の学習会
も行います。
＜学習会＞
日 時：２０１８年８月８日（水）
１３：３０－１５：３０
場 所：あびこ市民活動ステーション
参加費：無料

市民のチカラまつり２０１８
当日ボランティア募集
我孫子の市民活動団体が一同に会する「まちづく
り交流イベント」でボランティアを募集しています。
日 時：２０１８年９月２２日（土）、２３日（日）
会 場：けやきプラザ
内 容：受付、会場案内、子どもの遊び相手、
子ども食堂手伝い、着ぐるみ

受入れ団体・施設

☆受入れ・申込みの手順について
・希望者は、情報紙の中から参加したい団体や施設を選ぶことができます。
・申込みの際は、希望者が直接、受入団体・施設に連絡します。（連絡先は情報紙「ＪＯＹボラ」に掲載）
その際、希望内容や日時、集合場所などを打ち合わせます。
（注）参加申込みは原則として希望者が直接、受入団体・施設へ行います（団体が調整を必要とする場合には、
あびこ市民活動ステーションが仲介します）。

時間はご相談に応じます。
希望者には、ボランティア活動証明書
を発行します。
■お家の人にお話してから申し込みをする
■あいさつはしっかりしよう

＊関心のある方は、あびこ市民活動ステーションまでお問い合わせ・お申し込みください。
電話 ０４－７１６５－４３７０

メール

受入れに関するアドバ
イス・フォローアップ
など

abikosks@themis.ocn.ne.jp

■友達とのおしゃべりは控えよう

■遅刻はしない

■できることは進んでやり、積極的に参加しよう

■具合の悪い時は無理をしない

■休む時には必ず連絡を入れる
■交通費は自分で出す

■約束したことは守ろう ■わからないことは大人の人に聞こう

※小学１～３年生が参加する場合は、保護者同伴でお願いします

イベントの企画や手伝い

まちをきれいにしたり元気にしたりする
…まちの掃除やパトロールなどの活動をします

…当日の会場の準備、受付や販売のほかイベント企画などいろいろなお手伝いをします
イベント名・体験内容

日時

場所

夏休み！小学生福祉体験教室
①見えないってどんな感じ？
1

ガイドヘルプにチャレンジしょう！
＊ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟとは一人で外出できない
視覚障碍者に付き添って歩行の
介助や誘導をする活動です。

我孫子南近隣センター
7月30日（月） ９時３０分～１２時 第１会議室
（けやきプラザ８階）

夏休み！小学生福祉体験教室
2

②聞こえないってどんな感じ？

7月30日（月） １３時～１６時

手話で伝えてみよう！

夏休み！小学生福祉体験教室
3

4

③ボランティアって何？
高齢者施設でボランティア
してみよう！

ＷＣＩ（国際交流)in あびこ
（世界各国の青年と楽しく
交流しよう）

8月3日（金） ９時３０分～１２時

①８月２日（木）
②８月３日（金）

９時～１６時

我孫子南近隣センター
第１会議室
（けやきプラザ８階）

アクイール
（湖北駅から徒歩30分）
＊我孫子駅から送迎可

対象

申し込み先

ボランティア市民活動相談窓口
て・と・り・あ
小学生 電話 ０４－７１８５－５２３３
ﾒｰﾙ avc@abiko-shakyo.com

ボランティア市民活動相談窓口
て・と・り・あ
小学生 電話 ０４－７１８５－５２３３
ﾒｰﾙ avc@abiko-shakyo.com

ボランティア市民活動相談窓口
て・と・り・あ
小学生 電話 ０４－７１８５－５２３３
ﾒｰﾙ avc@abiko-shakyo.com

①中央学院大学
中１～ あびこホストファミリーの会
②我孫子北近隣センター
大学生 渡辺 ０９０－６５３２－５０２４
並木本館

体験内容

締切

7月2日～
7月25日
（先着12
名）

7月2日～
7月25日
（先着12
名）

あびこカッパまつり
前日準備

申し込み先

市内１３ヶ所
（我孫子・天王台・湖北・湖 小１～ 我孫子市防犯協議会
北台・新木・布佐ほか）
大学生 吉田 ０４－７１８４－８１９０
※自分の参加できる場所

締切

地域一斉防犯パトロール
（地域のパトロール）

10

森の草刈りや竹の間引きをして森全 毎月第１土曜日、第２，４金曜日
９時３０分～
体を整備する

船戸の森のあずまや

小４～ 船戸の森の会
大学生 玉田 ０９０－３５４８－４９２５

いつでも

11

①かかし作り
②かかし祭り
③稲刈り

①７月１４日(土）
②８月１８日(土）
③９月８日(土）

①②③ 根戸城址

小１～ 手賀沼トラスト
大学生 富沢 ０９０－２２３４－５６１０

①②③
前日まで

12

除草・せんてい・ゴミ収集

7月28日（土）8時30分～
・我孫子駅北口ロータリー
その他は不定期のため問い合わ
中１～ 五人会
・ふれあい広場
せ
大学生 厨川 ０９０－４８４７－７４４９
・市役所玄関前
（月２回）

前日

前日

年下の子どもたちと遊ぶ
…乳幼児や児童の遊び相手をします
体験内容

7月2日～
7月25日
（先着4名）

対象

日時

場所

対象

申し込み先

締切

13

ごっこひろば

９月１６日（日） ９時３０分～１２時 アビスタホール

我孫子市民生委員
小４～
児童委員協議会児童部会
大学生
八巻 ０４－７１８２－５６９２

前日

14

①入学前のハンディのある
子どもたちと遊ぶ
②布おもちゃの手作り

①第１・３月曜日
１２時４０分～１５時
②第２・４木曜日１０時～１５時

我孫子おもちゃ図書館
小５～
「かっぱの家」
大学生
池上 ０４－７１８２－７４１３

２日前

①②共に
こども発達センター

お年寄りとのふれあい

7月31日

…お年寄りとお話したり、得意なこと（歌や演奏など）を発表します

8月24日（金） １３時～

6

あびこカッパまつり
当日のお手伝い

7

あびこ子どもまつり
Jr.スタッフ
（子どもの企画と運営）

９月２日（日）～

あびこ子どもまつり
当日スタッフ

１０月２１日（日）

8

７月１３日(金)
１０月１９日（金）
１９時より１時間程度
※雨天時は翌週の金曜日

場所

9

体験内容・施設名

5

日時

８月２５日(土) ９時～

我孫子駅前

我孫子駅前

アビスタ

アビスタ

高校生 あびこカッパまつり実行委員会
以上 依田 ０７０－３８９１－８８４０

高校生 あびこカッパまつり実行委員会
以上 依田 ０７０－３８９１－８８４０

小１～
大学生

小１～
大学生

8月23日

8月23日

あびこ子どもネットワーク
いつでも
深津 ０９０－５３１５－６５８０

あびこ子どもネットワーク
いつでも
深津 ０９０－５３１５－６５８０

日時

15

デイサービス利用者さんと一緒にテ ７月２５日（水）
１３時３０分～１５時３０分
ディベアにリボンを付ける

16

各施設で、かくし芸 または
楽譜の手さしめくり、一緒に歌う

＊この情報は「あびこ市民活
動ステーション」のホーム
ページで見ることが出来ま
す。
＊大学生という表記は、大学
生くらいの年齢ということで
す。

場所

申し込み先

小規模多機能ホーム
中１～ 誕生日ありがとうの会
つくし野荘 （我孫子二階
大学生 渡辺 ０４－７１８３－７２３８
堂高校の南むかい）

参加者の希望と、こちらの日程と合わせて、
自宅近くを相談して決める

【担当】

対象

小１～ ボランティア北遊会
大学生 藤井 ０４－７１６９－９７２１

あびこ市民活動ステーション
子ども＆若者NPO・ボランティア「JOYボラ」
TＥＬ＆FAX：04-7165-4370
【問合わせ】 ９時～17時 (休館日«第２・第４月曜日»以外）

締切

２日前

いつでも

