
　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度（平成31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

みえの子ども「夢☆実☆現」応援プロ
ジェクト学生メンターボランティア募集

子どもたちの様々な夢を実現する取組に対し指
導・助言等を行う

２０２０年２月末まで 三重県内

締切：平成31年4月15日（月）
メンターとしての活動旅費を支給
ボランティア保険は必要に応じて加
入
申込・問合せ先：三重県子ども・福祉
部少子対策課　太田、井戸
TEL：059-224-2269
FAX：059-224-2270

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

委嘱の日から令和2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：令和元年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 松
野
電話：059-223-5112
E-mail:matsum51@pref.mie.lg.jp

平成31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。

令和元年7月25日（木）～
　　　令和元年８月30日（金）

松阪市内

締切：令和元年6月28日
事前研修会開催・7月12日、13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：0598-30-5690
FAX:0598-23-3359
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

２４時間テレビ42「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。体力的
にはハードではありますが、募金をして下さ
る方と直接ふれあうことが出来るチャリ
ティーの原点の活動です。）

令和元年８月２４日（土）～
２５日（日）

希望場所を考慮して
決定

募集人数：２００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４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２４日、２５日の両日参加で
きる方。
募集期間は７月２１日（日）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時間テレビ事務
局」募金ボランティア係
TEL: 052-951-1705（平日9：30～17：
30）
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

～サマーチャレンジ 2019～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。

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

①夏祭り
   　7/25(木)、 8/8(木)、
　　 8/24(土)、 8/31（土）
　 日中活動
   　8/7（水）、8/9（金）、
     8/13（火）、8/14（水）、
     8/20（火）、8/21（水）、
     8/22（木）
　
 ②7/22(月)、26(金)、29（月）
　　8/5（月）、9（金）、
　　19（月）、23（金）、26（月）
　　30（金）、　9：00～15：30

③ボッチャ
　　7/28(日)、8/24(土)
　　　　　　　　13：00～16：00
　　ＳＳピンポン
　　7/31（水）、8/28（水）
　　　　　　　　13：00～16：00

④8/15（木）～16（金）
　　　　　　大谷台保育園
　　7/29（月）～31（水）
　　　　　　ひよこ保育園
　　7/26（金）他
　　　　サロンよってこ家

①
・みえ川村老健
・ユートピア在宅介護
  サービスセンター
・特別養護号人ホー
ム
  うねめの里
・よっかいち諧朋苑

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）
・ひよこ保育園
（四日市市東日野
町）
・サロンよってこ家
　（四日市市富田3-
　　14-14）

ボランティア保険の加入が必要

必要事前説明会：7/21(日)又は
8/1(木)

参加者交流会：9/16(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 四日市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

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31年7月20日から9月1
日、12月21日から平成32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：
津市健康福祉部こども支援課
TEL：059-229-3284
（当日）　TEL：059-265-5537
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン三
重」開催にかかるボランティア募集

テント等会場設営、参加者受付、駐車場案
内等

令和元年９月２８日（土）
9：00～20：00
令和元年９月２９日（日）
9:00～13:00

松阪市運動公園芝
生広場

応募方法はホームページより
https://relayforlife.jp/mie/
事前説明会：9月8日（日）13：00～
問合せ先：090-3381-4418大西

NPO法人チャリティーサンタ三重支
部

素敵なクリスマスイブのひとときを
一緒に盛り上げてくれる「運営スタッ
フ」の募集

＜団体概要＞
　チャリティーサンタは設立時からサン
タクロースを通じて、日本と世界の子ど
も両方にプレゼントが届く仕組みを継続
しています。
　具体的には、クリスマスイヴの夜にサ
ンタクロースに扮したボランティアが、小
さなお子様がいる家庭にプレゼントを届
ける「サンタ活動」。そして、そのサンタ
活動の際にご家庭からお預かりした
チャリティー金(寄付)で、世界中の困難
な状況にある子ども達の支援を行なう
「チャリティー活動」を実施しています。

「運営スタッフ」：三重県内で上記の「サ
ンタ活動」を実施するために「サンタにな
りたいボランティア」と「サンタを呼びた
い親御さん」とをつないで、クリスマスイ
ヴの準備を行ないます。

「運営スタッフ」は月に1回
以上の定期的なミーティン
グを行なっています。
(詳細は、Twitter等のSNS
で発信中。)

・アスト津3階(津駅
のビル)
・本町プラザ(近鉄
四日市駅から1.2キ
ロ、JR四日市駅か
ら徒歩５分)
・三浜文化会館(海
山道駅から400m)
(集合できるメン
バーで決定し、
Twitter等のSNSで
日程と場所を発信
しています。)

・Twitter：@miesanta1224 
・Facebookページ：
https://www.facebook.com/charit
ysanta.mie/
・公式HP：http://www.charity-
santa.com/
・クリスマスイヴにサンタさんに扮
し家庭にプレゼントを届ける「サン
タ活動」に関心のある学生ボラン
ティアも秋頃から募集します(クリ
スマスイヴの活動に参加される学
生さんからは、ボランティア保険
代として100円程度いただきま
す)。

第２２回三重県障がい者スポーツ大
会陸上競技開催に伴うボランティア
募集

陸上競技の進行に関する補助等

前日準備
令和元年１１月１日（金）
１３：００～１６：００
大会当日
令和元年１１月２日（土）
１０：００～１５：３０

三重県営総合競技場

締切：令和元年９月２０日（金）
昼食、傷害保険有り
問い合わせ先
社会福祉法人三重県厚生事業団
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
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

つ・環境フェスタの運営ボランティア
募集

総合受付や出展ブースの運営
令和元年１１月４日（月）
8：30～16：00

メッセウイング三重

締切：令和元年10月21日（月）
交通費なし
昼食代１，０００円支給
ボランティア証明書発行
ボランティア保険有り
問合せ先
津市環境政策課
電話：059-229-3212
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

三重とこわか国体
津市ボランティア（広報ボランティア、
運営ボランティア）の募集

〇広報ボランティア
様々なイベントに出向いてのＰＲ活動や、と
こわかダンスの普及、またその様子をＳＮＳ
で拡散するなど、開催前からお手伝いいた
だく国体の盛り上げ役です。歓迎装飾のた
めの花を育てたり、期日前イベントの企画・
運営など、あなたのアイデアが生かせま
す。さらに競技の写真撮影など、様々な広
報活動があります。

〇運営ボランティア
大会会場での受付、資料配布、総合案内所
での大会情報の提供、休憩所でのドリンク
サービス、お弁当配布など当日にお手伝い
いただく国体の支え役です。また、会場周
辺等の清掃美化や駐車場・会場の整理な
ど、様々な活動があります。希望する活動
を申込み時に申請することもできます。

〇広報ボランティア
活動期間：ボランンティア登
録後から大会終了まで

〇運営ボランティア
活動期間：主にリハーサル
大会と本大会の競技会開催
日

津市内

各競技会場等
募集期間：２０１９年８月１日から募集人
数に達するまで

募集人数：２，０００人程度

応募方法：登録申込書に必要事項を記
入の上、津市実行委員会に持参、郵送、
ＦＡＸで応募いただくか津市実行委員会
ホームページの応募フォームから登録し
てください。
http://tokowaka-
tsucity.jp/www/tokowaka/contents/156
0777125459/index.html

研修等：活動内容に応じて、津市実行委
員会が主催する研修会があります。

報酬・交通費等：活動や研修会等の報酬
は無償とし、交通費の支給はありませ
ん。ユニフォーム等の服飾及び弁当は、
必要に応じて支給します。

保険：活動及び研修等に当たっては、必
要に応じて実行委員会の負担で「ボラン
ティア活動保険」に加入します。

問合せ先：三重とこわか国体・三重とこ
わか大会津市実行委員会事務局
電話：059-229-3373
FAX:059-229-3260

第７１回全国人権・同和教育研究大
会（三重大会）のボランティア募集

大会準備サポート（椅子ならべ・大会資料
袋詰め・駐車場の設営等）

２０１９年１１月２８日（木）
　９：００～１７：００
２０１９年１１月２９日（金）
　９：００～１７：００

サオリーナ
メッセウイングみえ

締切：2019年10月25日（金）
交通費支給（上限１，０００円）
ボランティア保険有り
問い合わせ・申し込み先
第７１回全国人権・同和教育研究大
会（三重大会）
三重県実行委員会事務局
谷崎、垣内
電話：059-233-5530
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

「川越ふれあい祭2019」開催に伴う
ボランティア募集

社会福祉協議会が出店するブースでスタッ
フとしての支援協力

令和元年１１月３日（日）
　　　8：45～15：00

川越町総合センター
（三重郡川越町豊田
一色314番地）

交通費・謝金の支給はなし。
食事の支給はなし。
ボランティア保険有り
送迎有り
駐車場有り
問い合わせ・申込み先
川越町社会福祉協議会
電話　059-365-0024

令和元年度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

・身体障害者手帳をお持ちの中軽度の障が
いのある方を対象としたグランドゴルフ等の
競技補助及び準備・片付け
・身体障害者手帳をお持ちの重度の障がい
のある方を対象とした柔軟体操やゴロバ
レー（床上の球技）の補助及び準備・片付
け

毎週火曜日、金曜日
三重県身体障害者
総合福祉センター
グラウンド、体育館

ボランティア保険有り
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、清水
ＴＥＬ：059-231-0800
ＦＡＸ：059-231-0801

令和元年度松阪市児童発達支援地
域スクール事業（冬季）の実施に伴う
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。午後はおやつ作りを予定。

令和元年１２月7日（土）
　　　　　　１２月２２日（日）

12月7日（土）
嬉野社会福祉セン
ター
12月22日（日）
花岡地区市民セン
ター

締切：令和元年11月15日（金）
昼食有、交通費・日当は無
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：0598-30-5690
FAX:0598-23-3359

子どもの学習支援「プラス」
学習サポーター募集

伊勢市内の小学4年生から中学3年生の就
学援助・生活保護世帯のこども一人ひとり
に寄り添い、勉強や宿題等を応援する。

・通年
・毎週水曜日（祝日は除く）
・時間帯１６：００～２０：００

・伊勢市福祉健康セ
ンター3階
（八日市場町13-1
図書館よこ）

・小俣老人福祉会館
(小俣町本町３　小俣
合同会館内)

謝金有り（１回２，０００円）
ボランティア保険有り
申込先：伊勢市生活サポートセンター
あゆみ（社会福祉法人伊勢市社会福
祉協議会）
電話：0596-63-5224
FAX：0596-27-2415
MAIL：ise-cswsp@mie.email.ne.jp
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

令和2年度
学生ボランティア[若樫サポーター]
募集

少年の立ち直り・非行の防止・健全な育成
活動及び将来の地域ボランティアの育成

令和2年4月～
　　　　　　令和3年3月31日

県内各地

募集期間：令和元年年12月2日(月)
 　　　　　　　　～令和2年1月31日(金)
ボランティア保険に加入
問合せ先：三重県警察本部 生活安
全部少年課
担当：育成係
TEL：059－222－0110（内線3083）

「第40回ジャパンオープン・パラ卓球
選手権大会」開催に伴うボランティア
募集

駐車場誘導、会場案内・移動サポート、受
付、ボールパーソン等

令和2年3月14日（土）
　　　　　　　 ～15日（日）

津市産業・スポーツ
センター（サオリー
ナ）

津市北河路町19番
地

締切：令和2年2月7日（金）
昼食支給、謝金有り、傷害保険有り
申込・問合せ先
三重県津市一身田大古曽670-2
三重県身体障害者総合福祉センター
柳内、森川
ＴＥＬ　059-231-0800
ＦＡＸ　059-231-0801
Ｅｍａｉｌ：ｓｐｏｒｔ＠ｍｉｅ-ｒｅｈａ．Ｊｐ

令和元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

・レクリエーションへの参加や食事、トイレ等
介助が必要な子どもへの付添い
・午後は保護者の方と一緒に防災をテーマ
にしたレクリエーションを予定

令和２年２月２２日（土）
　　　　　 ３月  ８日（日）

２月２２日
松阪市社会福祉協
議会松阪支所（鎌田
町）
３月８日
飯南ふれあいセン
ター

締切：令和2年2月7日（金）
昼食有、交通費・日当は無
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：0598-30-5690
FAX:0598-23-3359
Ｍａｉｌ：
chiikifukushi@matsusakawel.com

「2020東海・北陸B-1グランプリｉｎ四
日市」ボランティア募集

・投票所管理
・ゴミステーション管理

2020年5月16日（土）～
　　　　         5月17日（日）

四日市市役所
四日市市民公園

交通費の支給は無し
昼食、ソフトドリンクの支給は有り
ボランティア保険有り

問い合わせ・申込み先
実行委員会事務局
電話　059-354-8286
ＦＡＸ　059-354-8315
Ｅｍａｉｌ　kankou@city.yokkaichi.mie.jp
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件　　　　　　　名 内　　　　　　　容 日　　　　　程 活動場所 特記事項

くわなこっ子育成サポーターの募集

・授業中の学習サポート
・放課後や長期休業中に開催する学習会
のサポート
・外国人児童生徒への学習サポート
・特別支援児童生徒への支援
・幼稚園の保育活動や預かり保育、園開放
でのサポート

令和2年度1年間
桑名市立幼稚園
小・中学校

謝礼・交通費の支給はありません。
申込・問合せ先：桑名市役所２階
桑名市教育委員会事務局学校支援
課
教育指導係
TEL:0594-24-1240

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　北保
電話：059-345-3350
FAX：059-345-3350
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