
　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年度ボランティア活動募集一覧
件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

「第21回三重県障がい者スポーツ大
会・フライングディスク」開催にかか
るボランティアの募集

フライングディスク競技の進行に関する補
助等

平成30年5月11日（金）
　前日準備（13：30集合）
平成30年5月12日（土）
　大会当日（8：30集合）

三重県身体障害者
総合福祉センター
グラウンド
（津市一身田大古曽
670－2）
（雨天時は体育館）

締切：平成30年4月13日（金）
昼食（弁当・お茶）用意（大会当日）
ボランティア行事保険加入（費用は事
務局負担）
申込・問合せ先：三重県身体障害者
総合福祉センター 障がい者スポーツ
推進課
TEL：059-231-0800
FAX：059-231-0801

第38回伊那谷こども村
サマーキャンプボランティア募集

キャンプ・カウンセラーとして、5人～6人の
子どもたちのグループに付き添い、飯盒炊
飯・川遊びなどのお手伝いをします。

平成30年7月14日（土）～
　　　平成30年8月31日（金）

伊那谷こども村
長野県飯田市山本
5992－1

1次締切：6月1日（金）
2次締切：6月22日（金）
名古屋から送迎バスあり
ボランティア補助費を支給
ボランティア保険は当財団で加入
研修会に参加する必要あり
連絡先：野外教育研究財団
　　　　　伊那こども村係
TEL：0265－25－3744
Mail：outdoor@oerf.org
URL：http://www.kodomomura.jp

ふれあい体育祭ボランティア募集
障がいを持つ方とその家族、障がい者団体
の方々と交流することで、理解や親睦を深
める。

平成30年6月3日（日）
8時30分から15時30分

ハートフルみくもス
ポーツ文化センター
（松阪市曽原町
2678）

締切：平成30年5月21日（月）
松阪駅北口からシャトルバス有
昼食有、飲み物、体育館シューズ持
参
動きやすい服装で参加のこと。
問合せ先：松阪市社会福祉協議会
福祉のまちづくり課・ボランティアセン
ター
電話・ＦＡＸ　0598-23-2941
E-mail:borasen@matsusakawel.com
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

選挙啓発ボランティア「ライトスタッ
フ」の募集

投票率の低い若年層の選挙・政治への関
心を高めるため、同世代の学生や社会人
の共感を呼ぶ選挙啓発の企画立案し実施
する。
　・企画運営会議への参加
　・「青年選挙講座～グリーン・エイジ・ミー
    ティング～」の企画運営
　・大学祭における啓発活動の企画運営
　・選挙時の臨時啓発事業の企画運営

通年

三重県選挙管理委
員会室（津市広明町
13番地)
　　　　　及び
各種啓発活動の実
施場所（主に津市内)

募集受付：随時受付け
活動旅費は支給
問合せ・申込先：
三重県選挙管理委員会事務局
ライトスタッフ募集係
TEL：059－224－2172
FAX：059－224－2371

こども自然体験教育キャンプのボラ
ンティア募集

夏の信州こども山賊キャンプのリーダー、マ
ネジメント（裏方）サポートなど

7月21日から8月31日までの
間（4～5日間）

ＮＰＯ法人グリーン
ウッド自然体験教育
センター及び村営
キャンプ場（長野県
下伊那郡泰阜村
6342-2）

募集期間：5月10日から6月20日
初回参加者は研修有
名古屋からチャーターバス運行
ボランティア傷害保険加入
謝礼有
問合せ・申込み先：ＮＰＯ法人グリー
ンウッド自然体験教育センター
山賊キャンプボランティア係
ＴＥＬ：0260-25-2861
ＦＡＸ：0260-25-2850
uRLhttps://www.greenwood.or.jp

フレンテまつり運営ボランティア募集
フレンテみえ登録団体の交流イベント「フレ
ンテまつり」の運営補助

平成30年6月2日（土）10：00
～15：30
事前説明会　5月27日13：30
～16：00
事前準備　6月1日（土）13：
00～17：00

三重総合文化セン
ター内三重県男女協
同参画センター｛フレ
ンテみえ｝
（津市一身田上津部
田1234）

締切：平成30年5月31日（水）
昼食は6月2日のみ支給
ボランティア保険有
交通費等の支給はなし
申込先：三重県男女協同参画セン
ター「フレンテみえ」
電話：059-233-1130
FAX :059-233-1135
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

献血ボランティア「ヤングミドナサ
ポーター」募集

・各地域で実施する献血啓発活動への参
加
・高等学校文化祭等における献血啓発活動
の実施
・三重県赤十字血液センターの見学
・その他、献血推進事業への協力・提言等

委嘱の日から平成31年3月
31日まで

三重県内

申し込みは学務部学生支援チームを
通じて提出。
締切：平成30年5月31日（木）
ボランティア保険加入
問合せ先
津保健所保健衛生室衛生指導課
電話：059-223-5119
E-mail:sasakm02@pref.mie.jp

平成30年度松阪市児童発達支援地
域スクール事業実施に伴うボラン
ティア募集

子どもと一緒にレクレーション等に参加し、
トイレ・食事など解除の必要な子どもに付き
添いをする。

平成30年7月23日（月）～
　　　平成30年8月30日（木）

松阪市内

締切：平成30年6月22日
事前研修会開催・7月21日、22日
昼食支給
保険加入、交通費等の支給はなし
問合せ先：松阪市社会福祉協議会
福祉のまちづくり課
電話：0598-21-1487
FAX:0598-23-3359

津市「げいのうわんぱーく」ボランティ
アの募集

「げいのうわんぱーく」（津市芸濃庁舎敷地
内）において、入場者（小学生までの子ども
と保護者）の整理及び対応、館内清掃等を
行う。

平成30年7月14日から9月2
日、12月22日から平成31年1
月7日、他の期間の土日祝
日※上記期間のうち希望の
日　※毎週木曜日と年末年
始を除く

げいのう　わんぱーく
（津市芸濃庁舎敷地
内）

募集人員：1日につき1～3人
交通費、食費の支給は無し。
謝礼として図書カード２千円分（後日
郵送）
ボランティア保険は津市で加入。
申込み：
津市役所こども支援課　　TEL：059-
229-3284
（当日）　TEL：059-265-5537

児童デイサービス
学生ボランティア募集

四日市市障害者福祉センターが学校長期
休暇時に提供する児童デイサービスにおい
て、障害のある小・中・高校生と共に活動
し、利用者が有意義な時間を持つための支
援を行う。

学校の長期休暇時の月曜日
及び金曜日
午前10時～午後3時

四日市市総合会館
（四日市市諏訪町2-
2）

申込み：随時受付
交通費支給（上限2,000円）
ボランティア活動保険の加入を推奨
連絡先：四日市市障害者福祉セン
ター（〒510－0085四日市市諏訪町2
－2）
担当者：上田・長友
電話：059－354－8275
E-mail：y-with@m3.cty-net.ne.jp
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

２４時間テレビ41「愛は地球を救う」
ボランティア募集

屋内外での募金活動
（募金箱を持ち、活動の協力を大きな声で
呼びかけていただきます。募金を協力を大
きな声で呼びかけていただきます。）

平成２８年８月１８日（土）～
２４日（金）
平成２９年８月２５日（土）～
２６日（日）

８月１８日～２４日
名古屋駅周辺

８月２５日、２６日
希望場所を考慮して
決定

募集人数：２５０名程度、１グループ５
人まで
Ｔシャツ、昼食、飲料支給。
交通費は各自負担。
応募条件：高校生以上、８月１２日
（日）午後ボランティア説明会に参加
できる方（場所は中京テレビ・名古屋
市中村区）８月２５日、２６日開催日の
活動については両日参加できる方。
募集期間は７月３１日（火）まで
応募方法：中京テレビ「２４時間テレ
ビ」ホームページのボランティア募集
から
問い合わせ先
中京テレビ放送「２４時間テレビチャリ
ティー事務局」募金ボランティア係
TEL: 052-571-5300（平日9：30～17：
30）

つ七夕笹流しボランティア募集
つ七夕笹流しの設営から撤収までの運営を
津青年会議所のメンバーとともに行う。

平成３０年７月７日（土）
8：00～24：00

岩田川観音橋北側
横

本部：松菱立体駐車
場

募集人員：２０名
謝金、交通費の支給は無し
ボランティア保険は加入済
8：00～12：00設営
15：30～16：00オープニングセレモ
ニー、警備
16：00～21：00一般笹流し、警備
21：00～24：00笹回収作業、網撤去
作業、観音橋清掃活動
上記のいずれか又は終日参加（未成
年は21時まで）
問い合わせ先
津青年会議所　会員育成委員会
ＴＥＬ　059-227-3806
ＦＡＸ　059-226-7999
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

2 阿漕海岸、岩田川下流の清掃

平成３０年７月１４日（土）
12：30～13：50
（受付開始12：00）

予備日
平成３０年７月１５日（日）
13：30～14：50
（受付開始13：00）

集合場所
ヨットハーバー

服装：汚れても良い動きやすい服装
持ち物：合羽（雨天時用）
軍手、ごみ袋は主催者で用意

問い合わせ先
津青年会議所　会員育成委員会
ＴＥＬ　059-227-3806
ＦＡＸ　059-226-7999
時間外連絡先
会員育成委員会　岡　裕貴
090-5037-3247
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

①夏祭り
   7/26(木)17：00～20：00
　 8/8(水)16：00～21：00
 　8/25(土)16：00～20：00
　 日中活動
 　8/6（月）22（水）10：00～
　　　　　　　　　　　　16：00
 　8/7（火）9(木）10：00～
 　　　　　　　　　　　　16：30
 　8/21（月）、23(木)9：00～
　　　　　　　　　　　　15：30
②7/23(月)、27(金)、30（月）
　　8/6（月）、10（金）、
　　13（月）、20（月）、24（金）
　　27（月）、31（金）
　　　　　　　　9：00～15：30
③ボッチャ
　　7/29(日)、8/12(日)
　　　　　　　　13：00～16：00
　　ＳＳピンポン
　　8/16（木）、29（水）
　　　　　　　　13：00～16：00
④8/6（月）～8/8（水）
　　9：00～14：30
　　　　大谷台保育園
　　8月毎週金曜日
　　9：30～12：00
　　　　サロンよってこ家

①
・みえ川村老健
　（四日市市城東町
3-21）
・ユートピア在宅介護
サービスセンター
　（四日市市久保田
2-12-8）
・特別養護号人ホー
ムうねめの里
　（四日市采女町字
　　森ヶ山418-1）

②四日市市総合会
館（四日市市諏訪町
2-2）他

③ヘルスプラザ
（四日市市塩浜町1-
11）

④
・大谷台保育園
　（四日市市大谷台
1-82）
・サロンよってこ家
　（四日市市富田3-
　　14-14）

締切：8月1日（水）
ボランティア保険の加入が必要
必要事前説明会：7/21(土)または
8/2(木)

参加者交流会：9/17(月・祝)

問合せ・申込先：
社会福祉法人 四日市市社会福祉協
議会 ボランティアセンター
TEL：059-354-8144
FAX：059-354-6486
E-mail：y-vc@m3.cty-net.ne.jp

①「夏祭りなどを通して高齢者とふれあお
う！」
　高齢者施設の夏祭り、日中活動などに参
加。

②「障害のある子どもと素敵な思い出を作
ろう！」
　障害のある小中高校生が挑戦する工作
や料理づくりなどに参加。

③「障害者スポーツを一緒に楽しもう！」
　障害者スポーツ「ボッチャ」、「ＳＳピンポ
ン」のサポート

④「子どもたちと遊ぼう」
　地域のつどいの場に遊びに来る子ども
や、保育園児たちと交流

～サマーチャレンジ 2018～ボラン
ティアの募集

夏休み期間にボランティア活動を体
験してもらうことで、ボランティア活動
の魅力を伝えるとともに、今後のボラ
ンティア活動者の育成を図る。
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

放課後子ども教室ほくせい「ジュニア
学習会」
有償ボランティア募集

「ジュニア学習会　小さな旅１泊学習会（尾
鷲を訪ね海体験・熊野古道・文化遺産を学
ぼう）」において２日間子どものお世話をす
る。

平成30年8月22日（水）
ＡＭ7：30～
平成30年8月23日（木）
ＰＭ6：30

尾鷲市

締切：平成30年7月20日（金）
有償ボランティア：２日間で6,000円
問合せ先：いなべ市青少年育成市民
会議　事務局長　小川時生
電話：0594-82-1388
FAX:0594-82-1414

こいしろ夏祭りボランティア募集
利用者の見守り、屋台の手伝い、祭りの盛
り上げ等

平成３０年８月２５日（土）
１３：00～20：00

障害者支援施設
こいしろの里

問い合わせ先
社会福祉法人ベテスタ
障害者支援施設こいしろの里
担当：馬場
電話：0598-28-4835
ＦＡＸ：0598-28-4895
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