
№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜夏祭り＞ 2～３人 活動場所 三沢老人ホーム あり

集合場所 三沢老人ホーム
※昼食におに
ぎりを予定

集合時間 11:00 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜夏祭り＞ 3人 活動場所 三沢老人ホーム中庭

集合場所 三沢老人ホーム

集合時間 11:00 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜三沢七夕祭＞ 3人 活動場所 三沢市商店街

集合場所 各学校

集合時間 13:15 送迎 あり

＜夏祭り＞ 2～3人 活動場所 三沢老人ホーム

集合場所 晴ヶ丘老人ホーム

集合時間 11:30 送迎 なし

＜介護体験＞ 活動場所 晴ヶ丘老人ホーム

集合場所 晴ヶ丘老人ホーム

集合時間 8:45 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜介護体験＞ 1～3人 活動場所
はるが丘デイサー
ビスセンター

集合場所
はるが丘デイサー
ビスセンター

集合時間 10:00 送迎 なし

①服装は学校指定のジャージ
（暑い時はTシャツでも可）
②汗拭きタオル、上履き、エプロン
③昼食、飲み物等
※詳細はホームにて説明します。

9：00～16：00 お客様とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、
買い物等付添い、ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝ補助、施設掃除
等

中学生以上
雨天決行

食事 なし

①服装は学校指定のジャージ
（暑い時はTシャツでも可）
②汗拭きタオル、帽子、飲み物等
※詳細はホームにて説明します。

12：00～16：00 三沢老人ホーム夏祭り
参加への付添 中学生以上

雨天決行

5

夏休み期間中

4

７月２９日（土）

食事

3

７月２８日（金）
食事 なし

なし

活動日時 活動 食事・送迎

①服装は学校指定のジャージ
（暑い時はTシャツでも可）
②汗拭きタオル、帽子、飲み物等
※詳細はホームにて説明します。

14：00～16：00 三沢七夕祭り見物付添

中学生以上
雨天決行

食事・送迎活動日時 活動

施設名　 晴ヶ丘老人ホーム 【施設及び活動のPR】

担当者　 月舘　健司 　養護老人ホームの元気なお客様との触れ合いを通じて、
福祉について様々な事が学べると思います。皆さんの若い
パワーを施設で生かしてみませんか？住　所　 六戸町大字犬落瀬字堀切沢59-54

電　話　 0176-53-2481

2
食事

①動きやすい服装で華美でないもの
②エプロン
③汗拭きタオル
④飲み物

11：00～16：00 三沢老人ホーム夏祭り
の模擬店手伝い 高校生以上

雨天決行

あり
７月２９日（土）

【施設及び活動のPR】

　デイサービス利用の高齢者の方々とのコミュニケーショ
ンを通して高齢者と福祉施設への理解が深まり、学校では
体験出来ない事が学べるものと思います。住　所　 三沢市大字三沢字園沢156-8

電　話　 0176-54-4423

担当者　 吉田　博之

施設名　 三沢デイサービスセンター

1
食事

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

施設名　 三沢老人ホーム

担当者　 松本　美恵子 　夏祭りでの模擬店のお手伝いです。食べ物やゲーム、そ
の他の係をお願いします。老人ホームに入居している
方々、ご家族の方々、地域住民の方々など参加者に楽しん
でいただけるように、笑顔で接客してくださるボランティ
アさんをお待ちしています。

住　所　 三沢市大字三沢字園沢156-8

電　話　 0176-54-2534

①服装は動きやすいもの。私服でも学校
指定の体操着でも良いです。
②持ち物はエプロン・汗拭きタオル。帽
子や飲み物などは自由にお持ちくださ
い。
③模擬店での買い物や飲食は自由です。

中学生以上

【施設及び活動のPR】

活動日時

７月２９日（土）

11：00～15：30

雨天決行

模擬店のお手伝い
（接客・販売・盆踊り
参加など）

活動 食事・送迎

施設名　 はるが丘デイサービスセンター 【施設及び活動のPR】

担当者　 平澤　由加里 　デイサービスを利用されているお客様とのふれあいはも
ちろん、介護体験を通して介護を身近に感じて下さい。

住　所　 六戸町大字犬落瀬字堀切沢59-54

電　話　 0176-50-2122

①学校指定のトレパン（Tシャツ）
②昼食、飲み物、上履き、エプロン、三
角巾10：00～15：30 お客様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの手伝い等 中学生以上
雨天決行

活動日時 活動 食事・送迎

6

夏休み期間中
食事 なし



№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜夏祭り＞ 10人 活動場所 メープル前広場

集合場所 メープルホール

集合時間 12:50 送迎 なし

＜介護体験＞ 1日2～3人 活動場所 ユニット

集合場所 メープルホール

集合時間 9:20 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜夏祭り装飾作り＞ 5人 活動場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合時間 13:50 送迎 なし

＜　清　掃　＞ 5人 活動場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合時間 9:50 送迎 なし

＜夏祭り・高齢者介助＞ １０人 活動場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合時間 9:30 送迎 なし

＜夏祭り・高齢者介助＞ １０人 活動場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合場所
デイサービスにこ
にこプラザ六戸

集合時間 9:30 送迎 なし

＜　掃　除　＞ 2～3人 活動場所
グループホームに
こにこプラザ六戸

集合場所
グループホームに
こにこプラザ六戸

集合時間 9:50 送迎 なし

＜　掃　除　＞ 2～3人 活動場所
グループホームに
こにこプラザ六戸

集合場所
グループホームに
こにこプラザ六戸

集合時間 9:50 送迎 なし

なし

①動きやすい服装
②内履き

10：00～11：30 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ敷地内草と
りや施設内掃除 中学生以上

雨天決行

14

7月2９日（土）

13

7月28日（金）

食事

食事

14：00～16：00

10：00～11：30 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ敷地内草と
りや施設内掃除 中学生以上

雨天決行

9：50～15：00 出店・ゲーム等

中学生以上

8月19日（土）

9：50～15：00 出店・ゲーム等

中学生以上
雨天決行

10
食事 なし

①動きやすい服装
②内履き

10：00～12：00 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ施設内清掃

中学生以上

7月24日（月）～27日（木）

雨天決行

活動日時

7月24日（月）～27日（木）

　現在夏祭りの準備を施設一丸となって行っています。力
仕事から装飾作りまで、内容は様々です。一緒に夏祭りを
盛り上げて下さる方大募集！たくさん思い出をつくりま
しょう。

住　所　 六戸町大字犬落瀬字権現沢54-767

電　話　 0176-70-1100

活動 食事・送迎

9
食事 なし

雨天決行

①動きやすい服装
②内履き

花作り等

中学生以上

施設名　 デイサービスセンターにこにこプラザ六戸

担当者　 花松　宏子

【施設及び活動のPR】

なし

①動きやすい服装
②内履き

雨天決行

11

8月18日（金）
食事 あり

①動きやすい服装
②内履き

あり
12

①動きやすい服装
②内履き食事

なし

①動きやすい服装
②上履き、昼食、飲み物

0176-70-1115

活動日時 活動 食事・送迎

あり

①動きやすい服装
②上履き、タオル
③軽食を用意します（夕）7

７月９日（日）
食事

8

夏休み期間中(月～金)
食事

9：30～16：00 ・入居者とのふれあい
・生活の手伝い
・環境整備等

中学生以上

13：00～18：00 模擬店の手伝い等

中学生以上
雨天決行

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

施設名　 特別養護老人ホーム　メープル 【施設及び活動のPR】

担当者　 袴田　美穂子 ・夏祭りでは参加者全員で楽しめるよう、お手伝いお願い
します。
・介護体験では気軽に遊びに来ましたという感じで高齢者
の方と過ごして頂き、その中で皆さんのすてきな笑顔を届
けて下さい。　☆皆さんの参加をお待ちしております☆

住　所　 六戸町大字上吉田字長谷85-11

電　話　



№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜夏祭り＞ 5人 活動場所 エスノス

集合場所 エスノス

集合時間 8:10 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜夏祭り＞ ３人 活動場所 ハートランド

集合場所 ハートランド正面玄関

集合時間 11:00 送迎 なし

＜夏祭り＞ ３人 活動場所 ハートランド

集合場所 ハートランド正面玄関

集合時間 11:00 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜介護体験＞ 2～3人 活動場所 みのり苑

集合場所 六戸町役場・各学校

集合時間 10:00 送迎 あり

＜縁日行事＞ ３人 活動場所 みのり苑

集合場所 六戸町役場・各学校

集合時間 10:00 送迎 あり

＜夕涼み会＞ 10人 活動場所 みのり苑

集合場所 六戸町役場・各学校

集合時間 15:00 送迎 あり

17

7月16日（日）
食事 あり

①学校指定のトレパン(半袖、短パン可)
②上履き

11：00～17：00
夏祭り手伝い

中学生以上
雨天決行

①学校指定のトレパン(半袖、短パン可)
②上履き

11：00～17：00
夏祭り手伝い

中学生以上
雨天決行

活動日時 活動 食事・送迎

16

7月15日（土）
食事 あり

施設名　 介護老人保健施設　ハートランド 【施設及び活動のPR】

担当者　 髙田　千尋 　当施設は家庭や地域との結びつきを大切にして、介護を
必要とする方の自立支援と在宅復帰を目指す施設です。利
用者様とのコミュニケーションは貴重な体験になると思い
ます。

住　所　 十和田市大字相坂字高清水78-450

電　話　 0176-25-0122

なし

①動きやすい服装
②中ズック、汗拭き用タオル
③昼食8：15～16：00 運営の補助

中学生以上
雨天決行

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

施設名　 介護老人保健施設　みのり苑 【施設及び活動のPR】

担当者　 上野　雄太 　みのり苑 大の行事「夕涼み会」のお手伝いをお願いし
ます。打ち上げ花火とともに夏の思い出を作りませんか？
介護体験は随時募集しています。みなさんの元気と笑顔を
利用者さんとともにお待ちしています。

住　所　 十和田市大字切田字横道100-22

電　話　

活動日時 活動 食事・送迎

15

7月９日（日）
食事

①学校指定のトレパン（Tシャツ）
②着替え
③上履き、エプロン、三角巾、タオル10：30～15：30

・車イス介助
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助
・高齢者疑似体験
・作品作りの手伝い

中学生以上
雨天決行

0176-25-1100

活動日時 活動 食事・送迎

18

夏休み期間中(月～金)
食事 あり

食事 あり

①学校指定のトレパン（Tシャツ）
②着替え
③上履き、エプロン、三角巾、タオル10：30～15：30 ・縁日行事の手伝い

（ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ、屋台）
・利用者とのふれあい

中学生以上
雨天決行

雨天決行

20

8月6日（日）

19

7月29日（土）

食事 あり

①学校指定のトレパン（Tシャツ）
②着替え
③上履き、タオル
※帰りが遅くなりますので、保護者の方
の承諾が必要となります。

【施設及び活動のPR】

担当者　 塩沢　忠裕 　ボランティアのみなさんと一緒に夏祭りを盛り上げたい
と思っています。みなさんの笑顔が高齢者のみなさんの元
気になります。ご協力お願いします。住　所　 六戸町大字犬落瀬字前谷地98

電　話　 0176-55-5601

施設名　 エスノス六戸福祉センター

15：30～20：30
・会場準備、装飾
・各コーナー手伝い（来場
された子供向けの遊戯コー
ナーを予定）

中学生以上



№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜介護体験・行事の手伝い＞ 2～３人 活動場所
十和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸｱｻﾋ

集合場所 十和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

集合時間 9:30 送迎 なし

＜介護体験・行事の手伝い＞ 2～３人 活動場所 十和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

集合場所 十和田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

集合時間 9:30 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜夏祭り＞ 10人 活動場所 一本木沢施設

集合場所 一本木沢施設

集合時間 8:30 送迎 なし

＜介護補助＞ 5人 活動場所
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
「きずな」

集合場所
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
「きずな」

集合時間 要問合せ 送迎 なし

＜介護補助＞ 3人 活動場所
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
「つどい」

集合場所
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
「つどい」

集合時間 要問合せ 送迎 なし

＜介護補助＞ 3人 活動場所 ﾘｿﾞｰﾄ「きずな」

集合場所 ﾘｿﾞｰﾄ「きずな」

集合時間 要問合せ 送迎 なし

随　時
※希望日時を記入 ・話し相手

・お茶出し
・行事手伝い

中学生以上
雨天決行

食事

なし

なし

①動きやすい服装
②エプロン、タオル、上履き等
※活動日、時間は相談可能ですので希望
をお書きください
施設　十和田市三本木字一本木沢19-1

①動きやすい服装
②エプロン、タオル、上履き等
※活動日、時間は相談可能ですので希望
をお書きください
施設　十和田市三本木字一本木沢19-1

・話し相手
・お茶出し
・行事手伝い

中学生以上

なし

①動きやすい服装
②エプロン、タオル、上履き等
※活動日、時間は相談可能ですので希望
をお書きください
施設　十和田市東一番町6-51

・話し相手
・お茶出し
・入浴後ケア等

中学生以上
雨天決行

随　時
※希望日時を記入

8：30～17：00

雨天中止

雨天決行

24
食事

25

随　時
※希望日時を記入

食事

26

①動きやすい服装、タオル等
※物品の運搬があるため、力仕事になる
場合があります。
会場：十和田市三本木字一本木沢19-1
デイサービスセンター「つどい」

活動日時

8月5日（土）

　当施設はデイサービスが２ヶ所、サービス付き高齢者向
け住宅があります。そのほかにもさまざまな事業をおこ
なっています。この体験を通じて当施設の雰囲気を感じて
頂きたいと思います。また、「きずな」 大の行事の夏祭
りを盛り上げるためにもぜひご協力をお願いします。

住　所　 十和田市東一番町6-51

電　話　 0176-58-6009

活動 食事・送迎

23
食事 あり

職員の補助、準備、片
付け等 高校生以上

施設名　 JA十和田おいらせ「きずな」 【施設及び活動のPR】

担当者　 戸間替　大輔

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

施設名　 十和田デイサービスセンター 【施設及び活動のPR】

活動日時

　ボランティアの皆さんと触れ合い、何気ない会話を交わす事
で、利用者様は普段と違った刺激を受け素敵な笑顔を見せてくだ
さいます。職員も皆さんにお越しいただくことをとても楽しみに
しています。「ボランティア活動に興味があるけど・・・」と
迷っている方がいらっしゃいましたら、是非ご参加、ご協力下さ
い。

住　所　 十和田市西二十三番町30-36

担当者　 平戸　寿裕・中野　比佐子

電　話　 0176-21-1122

活動 食事・送迎

21

7月24日（月）
食事 あり

①中ズック
②エプロン
③三角巾
④動きやすい服装
⑤汗拭きタオル

9：30～15：30
・午前　介護体験
・午後　買い物トレーニン
グ 中学生以上

雨天決行

22

7月30日（日）
食事

あり
※昼食はﾊﾞｰ
ﾍﾞｷｭｰを頂く
事ができま
す

①中ズック
②エプロン
③三角巾
④動きやすい服装
⑤汗拭きタオル

9：30～15：30
・午前　介護体験
・午後　バーベキュー

中学生以上
雨天決行



№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜介護体験＞ 2人 活動場所 老健しもだ

集合場所 老健しもだ

集合時間 10:15 送迎 なし

＜介護体験＞ 2人 活動場所 老健しもだ

集合場所 老健しもだ

集合時間 10:15 送迎 なし

＜介護体験＞ 2人 活動場所 老健しもだ

集合場所 老健しもだ

集合時間 10:15 送迎 なし

＜介護体験＞ 2人 活動場所 老健しもだ

集合場所 老健しもだ

集合時間 10:15 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜介護体験＞ 活動場所 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ木崎野

集合場所

集合時間 送迎 あり

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜運動会＞ ５～6人 活動場所 六戸町総合体育館

集合場所 六戸町総合体育館

集合時間 8:00 送迎 なし

＜夕涼み会＞ ５～6人 活動場所 さつき保育園

集合場所 さつき保育園

集合時間 9:00 送迎 なし

＜普通保育＞ 4人 活動場所 さつき保育園

集合場所 さつき保育園

集合時間 8:00 送迎 なし

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

8月10日（木）
食事 あり

10：30～15：00
中学生以上

雨天決行

・お茶出し、配膳
・ドライヤーかけ
・クラブの手伝い等

・お茶出し、配膳
・ドライヤーかけ
・クラブの手伝い等

食事 あり
10：30～15：00

中学生以上
雨天決行

29

施設名　 介護老人保健施設　しもだ 【施設及び活動のPR】

担当者　 新山　美保 　利用者様との交流を通して、介護のやりがいや楽しさを
見つけてもらえたらと思います。若い方がくると皆さん喜
ばれるので若さと元気で頑張ってもらいたいと思います！住　所　 おいらせ町山崎2592-7

電　話　 0178-56-4888

①内履き
②動きやすい服装

①内履き
②動きやすい服装

①内履き
②動きやすい服装

活動日時 活動 食事・送迎

27

7月27日（木）

28

8月3日（木）
食事 あり

10：30～15：00
中学生以上

雨天決行

・お茶出し、配膳
・ドライヤーかけ
・クラブの手伝い等

新山　直樹担当者　

30

8月17日（木）
食事 あり

10：30～15：00
中学生以上

雨天決行

　各種リハビリ設備での機能訓練と天然温泉でくつろぎ、
同一敷地内のアグリの里での買い物やそば打ち等の体験学
習を提供しています。活動の手伝いをよろしくお願いしま
す。

住　所　 おいらせ町向山東二丁目2-1263

0178-56-4126電　話　

①内履き
②動きやすい服装

施設名　 デイサービスセンター木崎野 【施設及び活動のPR】

・お茶出し、配膳
・ドライヤーかけ
・クラブの手伝い等

施設名　 さつき保育園 【施設及び活動のPR】

あり

①学校指定のトレパン(Tシャツは自由)
②中ズック、タオル、帽子
※集合場所、時間は参加者の都合も考慮
し、活動前に調整します。

・介護体験
・趣味活動
・買い物等の手伝い

中学生以上
雨天決行

活動日時

31
食事

活動 食事・送迎

夏休み期間中(月～金)

9：00～16：00
後日調整可

林　敦子 　運動会や夕涼み会、プール遊びなど、楽しい行事を
通して子ども達と触れ合いながら、保育の手伝いを経
験してみませんか？この夏、楽しい思い出を一緒に作
りましょう！

住　所　 六戸町大字犬落瀬字千刈田19-11

電　話　 0176-55-2094

担当者　

①学校指定のジャージ※Tｼｬﾂは私服可
②着替え、上履き
③水またはお茶（ｼﾞｭｰｽは不可）
※園でも準備します

8：00～13：00 ・子どもの世話
・用具の準備、片付け 中学生以上

雨天決行

活動日時 活動 食事・送迎

32
食事 なし

7月8日（土）

33

8月5日（土）
食事 あり

①学校指定のジャージ※Tｼｬﾂは私服可
②着替え、上履き
③エプロン※食事介助で使用
④箸、おにぎり持参※おかずは園から
★帰りが遅くなるため、希望の方は保護
者の迎えができる方に限ります。

9：00～20：00 ・会場作りや飾り付け
・夕涼み会の手伝い 中学生以上

雨天決行

34

夏休み期間中(平日のみ)

食事 あり

①学校指定のジャージ※Tｼｬﾂは私服可
②着替え、上履き
③エプロン※食事介助で使用
④箸、ごはんのみ持参
★水遊び、プール遊び介助のため濡れて
も良い服装で参加ください(Ｔｼｬﾂ、短ﾊﾟ
ﾝ、ﾀｵﾙ、水着可)

8：00～17：00
・子どもの世話
・保育の補助
・プール、水遊び介助 中学生以上

※8月13日～16日は除く



№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜運動会＞ 20人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 7:50 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜夕涼み会＞ 15人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 13:50 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

＜普通保育＞ ４人 活動場所 ひのでこども園

集合場所 ひのでこども園

集合時間 8:45 送迎 なし

あり

食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

9：00～13：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

8月9日（水）

食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

8月8日（火）

9：00～13：00

食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

9：00～13：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

44
食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

42

8月2日（水）
食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

9：00～13：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

雨天決行

食事

39

7月28日（金）
食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

9：00～13：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

46

雨天決行

8月4日（金）

9：00～13：00

8月3日（木）

9：00～13：0043

36

7月25日（火）

9：00～13：00

雨天決行

37

7月26日（水）

9：00～13：00

雨天決行

41

8月1日（火）

40

7月29日（土）

14：00～19：00

9：00～13：00

雨天決行

38

7月27日（木）

45 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、エプロン、白
いご飯、箸、水分補給用の飲み物
③水遊びがあるので着替えとバスタオル

・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

食事 あり

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②上履き、タオル、帽子、水分補給用の
飲み物
③虫よけスプレー（任意）

・会場作り、装飾
・縁日コーナー手伝い 中学生以上

食事

雨天決行

活動日時 活動 食事・送迎

35

7月15日（土）
食事 あり

・子どものお世話
・用具準備、後片付け
※雨天時六戸総合体育館

①学校指定のトレパン又はハーフパン
ツ、暑い時はTシャツ
②タオル、帽子、水分補給の飲み物8：00～13：00

中学生以上
雨天決行

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

施設名　 ひのでこども園 【施設及び活動のPR】

担当者　 元木　歩 　子どものお世話、行事の準備や片付けなどのお手伝いを
お願いします。子どもが好きな方・保育の仕事に興味のあ
る方、一緒に子どもたちのお世話をしてみませんか？元気
なお兄さん、お姉さんお待ちしています。

住　所　 六戸町大字折茂字前田140-1

電　話　 0176-55-2297



№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜普通保育＞ 6人 活動場所 第二日の出保育園

集合場所 第二日の出保育園

集合時間 9:00 送迎 なし

＜普通保育＞ 6人 活動場所 第二日の出保育園

集合場所 第二日の出保育園

集合時間 9:00 送迎 なし

＜普通保育＞ 6人 活動場所 第二日の出保育園

集合場所 第二日の出保育園

集合時間 9:00 送迎 なし

＜夕涼み会＞ 10人 活動場所 第二日の出保育園

集合場所 第二日の出保育園

集合時間 13:30 送迎 なし

＜普通保育＞ 6人 活動場所 第二日の出保育園

集合場所 第二日の出保育園

集合時間 9:00 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜普通保育＞ 4人 活動場所 こども園えがお

集合場所 こども園えがお

集合時間 7:50 送迎 なし

49

7月28日（金）
食事

あり
※白いご飯
のみ持参

①学校指定のトレパン(Tシャツは私服可)
②上履き、タオル、帽子、エプロン
③箸
④水あそびもしますので濡れてもいい服
装（着替え一式）

9：00～14：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

活動日時 活動 食事・送迎

47

7月25日（火）
食事

あり
※白いご飯
のみ持参

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

施設名　 第二日の出保育園 【施設及び活動のPR】

担当者　 小山田　美智子 　子どもたちとの触れ合いを楽しみながら、日々の保育や
行事のお手伝いなど、いろいろな体験をしましょう。お待
ちしています。住　所　 六戸町大字犬落瀬字下久保1-236

電　話　 0176-55-2005

48

7月27日（木）

①学校指定のトレパン(Tシャツは私服可)
②上履き、タオル、帽子、エプロン
③箸
④水あそびもしますので濡れてもいい服
装（着替え一式）

9：00～14：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

食事
あり
※白いご飯
のみ持参

①学校指定のトレパン(Tシャツは私服可)
②上履き、タオル、帽子、エプロン
③箸
④水あそびもしますので濡れてもいい服
装（着替え一式）

9：00～14：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

50

7月29日（木）
食事 あり

①学校指定のトレパン(暑い時はTシャツ)
②上履き、タオル、帽子、エプロン
③外での手伝いもありますので、涼しい
服装
※終了時間が遅くなりますので、保護者
のお迎えがある方に限ります。

13：30～19：30
・子どものお世話
・夜店の準備、手伝い

中学生以上
雨天決行

51

8月1日（火）

施設名　 こども園えがお 【施設及び活動のPR】

食事
あり
※白いご飯
のみ持参

①学校指定のトレパン(Tシャツは私服可)
②上履き、タオル、帽子、エプロン
③箸
④水あそびもしますので濡れてもいい服
装（着替え一式）

9：00～14：00 ・子どものお世話
・保育士の補助 中学生以上

雨天決行

担当者　 田中　聖美 　運動会や水遊びなど、楽しい行事が沢山あります！子ど
も達とたくさんふれ合って、保育のお手伝いを体験してみ
ませんか？ご参加お待ちしております！住　所　 六戸町小松ケ丘４丁目77-1636

電　話　 0176-58-5725

活動日時 活動 食事・送迎

※８月13日～16日は除く

夏休み期間中(平日のみ)

52

食事 あり

①学校指定のトレパン（Tｼｬﾂは私服可）
②エプロン（食事介助で使用）
③ごはんのみ、箸、コップ
④上履き、帽子
⑤プール行くので着替え、フェイスタオ
ル※エプロンが無い場合は担当職員に申
出てください

・子どもの世話
・水遊び（Ｂ＆Ｇ）
・食事介助等 中学生以上

8：00～17：00



№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜水辺の危険防止講習＞ 5人 活動場所 六戸町B＆G海洋ｾﾝﾀｰ・六戸町内

＜水生生物観察会＞ 集合場所 六戸町文化ホール

活動の参加者サポート 集合時間 8:30 送迎 なし

＜野外活動＞ 10人 活動場所
舘野公園　※雨天
時は文化ﾎｰﾙ

集合場所 六戸町文化ホール

集合時間 9:00 送迎 なし

＜まちなか探検＞ 10人 活動場所 六戸町文化ホール

※町内を徒歩で散策 集合場所 六戸町文化ホール

活動の参加者サポート 集合時間 8:30 送迎 なし

＜れきし探検＞
※町内の文化財等散策

5人 活動場所
六戸町文化ﾎｰﾙ
六戸町内

＜埋蔵文化財講座＞
集合場所 六戸町文化ホール

活動の参加者サポート
集合時間 8:30 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜街頭募金運動＞ 5人 活動場所 道の駅ろくのへ

集合場所 道の駅ろくのへ

集合時間 8:50 送迎 なし

＜街頭募金運動＞ 5人 活動場所 六戸町文化ホール

集合場所 六戸町文化ホール

集合時間 9:30 送迎 なし

＜街頭募金運動＞ 5人 活動場所 六戸町総合体育館

集合場所 六戸町総合体育館

集合時間 9:30 送迎 なし

№ 行事名及び活動内容 募集人員 服装・持ち物等

＜環境整備＞ 10人 活動場所 六戸町官庁街通り

集合場所 六戸町役場玄関

集合時間 8:50 送迎 なし

担当者　 田中　由加子 　六戸町老人クラブ連合会では、年３回官庁街通りの環境
整備作業を行っています。今回は元気な中学生や高校生の
みなさんと交流を兼ねながら楽しく作業を行いたいと思い
ます。おじいさん、おばあさんからたくさんの事を学べる
チャンスです。参加お待ちしております。

住　所　 六戸町大字犬落瀬字柴山3-9

電　話　 0176-55-2943

①学校指定のトレパン、Ｔシャツ等
②帽子、ゴム手袋、タオル
※小雨の時は雨カッパを持参9：00～11：00 ・官庁街通りの花壇の

雑草取り 中学生以上
小雨決行・雨天中止

活動日時 活動 食事・送迎

60

8月7日（月）
食事 おやつあり

59

11月5日（日）

58

10月8日（日）

食事

食事 あり

①学校指定のジャージ(暑い時はTシャツ可)
②汗拭きタオル

施設名　 六戸町老人クラブ連合会 【施設及び活動のPR】

10：00～15：00 社協まつりの来場者に
対して街頭募金の呼び
かけ

中学生以上
雨天決行

あり

①学校指定のジャージ(暑い時はTシャツ可)
②汗拭きタオル

10：00～15：00 メイプルタウンフェス
タの来場者に対して街
頭募金の呼びかけ

高校生以上
雨天決行

57

10月1日（日）
食事 なし

【施設及び活動のPR】

担当者　 十文字　朋人 　１０月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動がはじ
まります。私達と一緒に『じぶんの町を良くするしく
み。』を合言葉に街頭で募金を呼びかけましょう。住　所　 六戸町大字犬落瀬字柴山3-9

電　話　 0176-55-2943

施設名　 六戸町共同募金委員会

活動日時 活動 食事・送迎

①学校指定のジャージ(暑い時はTシャツ可)
②汗拭きタオル

9：00～12：00 道の駅ろくのへの来場
者に対して街頭募金の
呼びかけ

中学生以上
雨天決行

「夏！ボランティア２０１７」活動メニュー

施設名　 六戸町教育委員会教育課（社会教育係） 【施設及び活動のPR】

担当者　 横手　学 　夏休みを利用し、小学生(3～6年生）を対象とした体験
学習、野外活動などを実施します。スタッフとしてボラン
ティアの皆さんの協力が必要です。元気いっぱいの子ども
達と一緒に楽しみましょう！

住　所　 六戸町大字犬落瀬字前谷地61

電　話　 0176-55-5511

活動日時

活動の参加者サポート

中学生以上
雨天決行

53

54

7月27日（木）

①弁当（昼食）、飲み物（水分補給用）
②雨具
③筆記用具
※服装は学校指定ジャージ

9：00～16：00
中学生以上

雨天決行

活動 食事・送迎

①弁当（昼食）、飲み物（水分補給用）
②水泳用具一式、着替え
③雨具
④筆記用具
※服装は学校指定ジャージ

9：00～16：00
中学生以上

雨天決行

食事 なし
7月24日（月）

56
食事

食事 なし

①弁当（昼食）、飲み物（水分補給用）
②水泳用具一式、着替え
※服装は学校指定ジャージ

10：00～15：00

なし
8月10日（木）

8月4日（金）

①弁当（昼食）、飲み物（水分補給用）
②雨具
③筆記用具
※服装は学校指定ジャージ9：00～16：00

中学生以上
雨天決行

食事 なし
55


