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　　　　　令和４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

不登校児童生徒支援ボランティア
（ふれあいフレンド）募集

・不登校児童生徒とともに過ごす中で、登校
や自立に向けてのエネルギーを蓄えることを
支援します。
・四日市市登校サポートセンターにおける体
験活動等に参加し、通級している児童生徒へ
の支援活動を行います。また、必要に応じて
登校支援をします。
・学校に登校できずにいる児童生徒宅を訪問
し、話し相手や遊び相手となります。

活動日時は相談の上、決定
四日市市登校サポート
センター

謝金：活動1回につき２，０００円、交通
費含む

申込先
四日市市教育委員会教育支援課四日
市市登校サポートセンター
事務担当　上原
電話：059-345-3350
FAX：059-345-3350

三重県身体障害者総合福祉センター
「障がい者スポーツ教室」ボランティア
募集

・中軽度の障害のある方を対象とした障がい
者スポーツ教室（グランドゴルフ、卓球、フライ
ングディスク、ボッチャ等）における参加者と
のコミュニケーション、競技補助、安全管理及
び準備・片付け。

毎週火曜日（祝祭日除く）
12：30～15：00

月に2回以上参加できる方、
長く続けていただける方

三重県身体障害者総
合福祉センターグラウ
ンド
※天候不良の場合、体
育館で実施
（津市一身田大古曽
670-2）

ボランティア活動保険は三重県身体障
害者総合福祉センター負担で加入

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
担当　世古口、清水
電話：059-231-0800
FAX：059-231-0801

「2022 三重県ふれあいスポレク祭」の
開催に伴うボランティア募集

・レクリエーションゲームの補助等

前日準備
令和4年6月17日（金）
13：00～16：00頃

当日
令和4年6月18日（土）
8：30～16：00

四日市ドーム
（四日市市大字羽津甲
5169）

応募締切：令和4年5月26日（木）
昼食（弁当・お茶）の用意あり
傷害保険に加入（保険料は大会事務局
が負担）

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
担当　清水、世古口
電話：059-231-0800
FAX：059-231-0801

献血ボランティア
「ヤングミドナサポーター」募集

1.献血啓発活動への参加
津保健所が実施する献血会場での啓発活動
への参加（啓発用ティッシュ、パンフレットの
配布等）。
2.赤十字血液センター見学会
赤十字血液センターを見学し、献血の仕組み
など実際に現場を見て理解を深めてもらいま
す。

※サポーター登録後の啓発活動、見学会へ
の参加等は強制ではありません。日時等をお
知らせしますので、都合がつく時に気軽にご
参加ください。

委嘱の日から令和5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。
応募締切：令和4年5月31日（火）
ボランティア保険有り

問合せ先：津保健所保健衛生室衛生指
導課 佐々木
電話：059-223-5112
E-mail:thoken@pref.mie.lg.jp

「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」交流プラザでの活動。
利用者（小学生までの子どもと保護者）の入
場整理、利用見守り等の対応と館内清掃等
を行う。

毎週土日祝日
令和4年7月21日から8月31
日、12月24日から12月28日、
令和5年1月4日から1月9日

※上記期間のうち希望の日
※毎週木曜日と年末年始は
閉館

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
無料駐車場あり。
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。

申込先
津市健康福祉部こども支援課　服部
TEL：059-229-3284
FAX：059-229-3451

子ども学習会”まなびば”の学習支援
ボランティア募集

・津市久居地域に在住または在学の小学2年
生～中学3年生の子どもたちと交流しながら
自主学習のサポートを行う。

令和4年8月7日（日）
① 9：30～11：30
②13：00～15：00

※①or②どちらかのみ参加も
OK

津市久居総合福祉会
館
（津市久居鷹跡町20-
2）

交通費の支給あり。
食事と飲み物は持参のこと。
ボランティア行事用保険に自動加入。
応募締切：令和4年7月29日（金）

問合せ先
津市社会福祉協議会久居支部
担当　坂井
電話：059-256-1202
FAX：059-255-6288
E-mail：hisai@tsu-shakyo.or.jp

「つ・環境フェスタ」に係るボランンティア
募集

・総合案内、ブース運営の補助等
令和4年11月27日（日）
8：30～16：00

メッセウイング・みえ

募集締切： 9月30日（金）17時まで
昼食代支給
ボランティア証明書発行

問合せ先
津市環境部環境政策課
（環境フェスタ事項委員会事務局）
山田
電話：059-229-3212
FAX：059-229-3354
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第25回三重県障がい者スポーツ大会兼
全国障害者スポーツ大会
「三重とこわか大会」代替大会
陸上競技開催に伴うボランティア募集

・陸上競技に参加する選手の支援・競技補助
等

前日準備
令和4年10月7日（金）
13：00～16：00

当日
令和4年10月8日（土）
8：00～16：00

三重交通G スポーツの
杜伊勢　三重県営総合
競技場
（伊勢市宇治館町510
番地）

申込締切：8月31日（水）
昼食（弁当・お茶）有り
ボランティア行事保険加入
　（費用は事務局が負担）

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
世古口、上山
電話：059-231-0800
FAX：059-231-0801

第25回三重県障がい者スポーツ大会ボ
ウリング開催に伴うボランティア募集

・ボウリング競技に参加する知的障がいのあ
る選手の競技補助等

令和4年12月3日（土）
　午前の部　 9:50～12:00
　午後の部　13:50～16:00

　（集合時間　8:30）

津グランドボウル
（津市垂水915-1）

申込締切： 10月21日（金）
終日（午前と午後の両方）参加者には
昼食（弁当・お茶）を用意
（※半日だけの参加も可能）
行事保険加入
（費用は事務局が負担）

申込み先
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
平野・清水
電話：059-231-0800
FAX：059-231-0801

学習支援ボランティア募集

・次のような小中学生をサポート
　・自宅で学習する環境がない
　・学習する習慣がない
　・塾に行っていないので、誰かのサポート
　　が欲しい
　・誰かと触れ合いたい

・学校でもなく塾でもない、安心できる第３の
居場所を創り、学びの楽しさを知ってもらう

毎週　月曜日・木曜日
　18：00～20：00

月１回でも、都合の良い時間
だけでも可

桑名総合福祉会館内
第２会議室
（桑名市常磐町51番
地）

応募条件：子どもが好きな方、教えるの
が好きな方
交通費・報酬はありません
定期的参加者は傷害保険加入対応

問合せ先
桑名学習支援ボランティア「こだま」
代表　岡本
電話：0594-22-8311
（桑名社会福祉協議会代表電話）

令和5年度 少年警察学生ボランティア
[若樫サポーター]募集

目的：
　警察職員等と一緒に居場所づくり活動や啓
発活動などの諸活動を通じて少年の立ち直
り・非行の防止・健全な育成に寄与すること及
び将来の地域ボランティアの育成を目的とす
る

主な活動内容：
　・少年の居場所づくり活動（農業体験、調理
　　体験、その他各種活動）
　・非行防止教室等の指導補助
　・キャンペーンなどにおける広報啓発活動
　　（街頭でのチラシ配布等）
　・学習支援活動

※委嘱時に、少年の特性など、基本的な知識
についての研修があります

令和5年4月～
　　　　　　令和6年3月31日

県内各地

募集期間：
　令和4年年12月1日（木)
 　　　　　　　　～令和5年1月31日(火)
申込先：
　障害学生支援センター（学内）
　※総合研究棟Ⅱ（保健管理センター
　　がある建物の3階にあります）
　　TEL：　059－231－9903　（直通）
ボランティア保険：
　　加入します （個人負担なし）
活動旅費：　支給なし
　※居住地近くでの活動を選択可能
問合せ先：
　三重県警察本部 生活安全部少年課
　育成係
　TEL：　059－222－0110 （内線3083）

第25回三重県障がい者スポーツ大会
卓球（一般卓球）開催に伴うボランティア
募集

・卓球競技の進行に関する各種業務

前日準備
令和5年1月27日（金）
13：30～15：30 （13：30集合）

大会当日
令和5年1月28日（土）
10：00～16：00 （8：30集合）

三重県身体障害者総
合福祉センター体育館
（津市一身田大古曽
670-2）

申込締切：12月16日（金）
昼食（弁当・お茶）有り
ボランティア行事保険加入
　（費用は事務局が負担）
上履きが必要

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
　清水、世古口
　電話：059-231-0800
　FAX：059-231-0801
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