
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通機関の場合 

我孫子駅南口から阪東バスで 10分 

「市役所」バス停で下車。徒歩１分 

 

お車の場合 

施設前（県道側）1台のみ 

駐車が可能です。 

我孫子市社会福祉協議会 

ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ 

〒270-1152 我孫子市寿 2-27-41 

電話 ： 04-7185-5233  FAX ： 04-7185-5243 

開設日 : 月～金 9：00～17：00 （土日祝休み） 

メール ： avc@abiko-shakyo.com 

ＨＰ ： http://www.tetoria.abiko-shakyo.com/ 

LINE公式アカウント ： @ptq5558x 

メール ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ LINE公式 

「ボランティア市民活動相談窓口  

て・と・り・あ」は、赤い羽根共同 

募金配分金の一部を活用しています。 

・新企画！ボランティア体験＆福祉体験 

「にじプログラム」 

・「て・と・り・あ学習サポート」始まります！ 

facebook 

７/１(金)９時より申込受付開始！ 

詳しくは中面をチェック！ 

７月下旬から９月中旬にかけて「にじプログラ

ム」と題し、ボランティア体験、福祉体験プログラ

ムを開催します！テーマはタイトルの「にじ」にち

なんで「色々な懸け橋」。市内１９の福祉施設やボ

ランティア団体にご協力いただき、色々な活動

先、色々な活動内容をご用意しました。対象も小

学３年生から大人の方まで、色々な世代の方々

にご参加いただけます！この夏は「にじプログラ

ム」で、色々な懸け橋を渡ってみませんか？たく

さんのお申し込み、お待ちしております。 

 

 

  自分が興味のある体験内容を選び、その分野への知識、理解

を深めましょう。 

 

福祉施設利用者や職員の方々、各ボランティア団体の方々、

参加者同士など、様々な人と出会い、交流するきっかけを作

ります。 

 

各分野について学び、体験することにより、当事者への関わ

り方に新しい意識が芽生えたり、将来、福祉分野で働きたい

方の夢が明確になる、未来へ繋がる内容をご用意しました。 

【開催日時】 ７月２２日（金）～８月３１日（水）の月・水・金曜日 ９時３０分～１１時３０分 ※８月１日（月）を除く 

【場所】 ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ 会議スペース 

【申込方法】 各２次元バーコードより専用フォームに入力  

【申込・問合せ】 ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ 

 

 

 

 

 

 

夏休み期間中、小学生を対象に、て・と・り・あ会議スペースを「学習サポート」の場として開放します。夏休

みの宿題や課題など、自分が学習したいものを持ってきて、コツコツと計画的に取り組んだり、お友達と一

緒に楽しく学習を進めてみましょう！ボランティア（スタディサポーター）が子どもたちの見守りや学習のサ

ポートをしてくれます。 

参加またはボランティア希望の方は、下記をご確認いただき、それぞれの２次元バーコードよりお申し込

みください。 

 

 

 

 

 

「て・と・り・あ学習サポート」に参加する子どもた

ちの見守りや、勉強の声掛け、一緒に調べものをし

たりなど、学習のサポートをお願いします。 

※開催期間中１回のみの活動でもOK 

※事前登録制 

【対象】 高校生以上 

【持ち物】 筆記用具 

【申込受付期間】 ～７月２０日（水）平日９時～１７時 

今号の表紙の写真は、カメラが得意なボランティアさんにお願いし、友人と一緒に近所の公園で撮影

をしました。皆さん快く引き受けてくださり感謝です！新企画の「にじプログラム」でも、お忙しい中、日

程調整や打ち合わせをしてくださった協力施設、協力団体の皆様、ありがとうございます。改めて、皆様

のお陰でこの仕事が成り立っているということを、強く実感しています。 （コーディネーター桐山） 

 

夏休みの宿題や課題など、自分で学習したいものを

持って来て、自由に取り組みましょう！わからないとこ

ろは、スタディサポーターに相談できます！お友達と

の参加も大歓迎！ 

【対象・定員】 市内在住・在学の小学１年生～６年生 

各日６名まで（先着順）※事前登録制 

【参加費】 無料 

【持ち物】 宿題・課題・ドリル等、筆記用具 

【申込受付期間】 ７月１日（金）～各実施日３日前  

平日９時～１７時 

 

参加者募集！ ボランティア募集！ 

撮影：田中秀樹 

編 集 後 記 



 

 

 

◆あびこ子ども食堂 

対象：中学生～大人 定員：２名 

  日時：８/２４（水）14：00～18：30 

  場所：うなきちさん家（けやきプラザ１１階） 

◆就労継続支援事業所 はるか 

対象：高校生～大人 定員：各回１名 

日時：①８/１６（火） ②８/１７（水） 

③８/１８（木）  ④８/１９（金）     

いずれも 11：00～15：00 

場所：喫茶ぷらっと（アビスタ１階） 

 

◆車イス体験 

対象：中学生～大人 定員：各回４名 

日時：①８/１５（月） ②８/２３（火） 

③８/３０（火） 

いずれも 9：30～11：30 

場所：て・と・り・あ 

◆高齢者疑似体験 

対象：中学生～大人  

①日時：７/２７（水）9：30～11：30 

  定員：１０名 

  場所：久寺家近隣センター 

②日時：８/２５（木）14：00～16：00 

  定員：６名 

  場所：て・と・り・あ 

◆視覚障がい者体験＆点字体験 

～点字で手紙を書こう～ 

対象：中学生～大学生 定員：各回４名 

日時：①７/２５（月） ②７/２９（金） 

③８/８（月） 

いずれも 13：30～16：00 

場所：て・と・り・あ 

【対象】我孫子市在住、在学、在勤の方（年齢については各プログラムによって異なります） 

【申込方法】◆小学生向け：右下の各２次元バーコードよりお申し込みください 

◆中学生～大人向け：て・と・り・あまで電話またはメールで下記の事項をお知らせください 

(★印のプログラムは各オリエンテーションへの参加が必須となります) 

①名前（ふりがな） ②年齢 ③希望の体験先・日付・時間  

④住所 ⑤電話番号 ⑥学生の方は学校名と学年 

【福祉体験】  

◆高齢者疑似体験 

対象：小学３～６年生 定員：１０名 

日時：７/２６（火）9：30～12：00 

場所：久寺家近隣センター（久寺家） 

◆手話体験 

対象：小学４～６年生 定員：１５名 

日時：７/２８（木）14：00～16：00 

場所：我孫子南近隣センター（けやきプラザ９階） 

 

【ボランティア体験】 

◆親子で森をきれいにしよう！ 

対象：小学３～６年生と保護者 定員：１０組 

日時：８/６（土）9：30～11：30 

場所：船戸の森（船戸） 

◆花いっぱいの元気できれいな駅前にしよう！ 

対象：小学３～６年 定員：１２名 

日時：８/１０（水）9：30～11：30 

場所：我孫子駅南口 駅前花壇（本町）  

 

 

◆生活介護事業所 けやき社会センター 

対象：高校生～大人 定員：各回１～２名 

日時：①８/４（木） ②８/５（金） 

いずれも 8：30～16：00 

場所：けやき社会センター（都部新田） 

 

◆子ども食堂かぜ 

対象：中学生～大人 定員：４名 

  日時：８/２７（土）1６：00～1８：３0 

  場所：我孫子ビレジショッピングセンター２階（つくし野） 

高齢者の集いの場ボランティア体験 

高齢者施設ボランティア体験 

子ども食堂ボランティア体験 

障がい者施設ボランティア体験 

環境・まちづくりボランティア体験 

小学生向け福祉体験＆ボランティア体験 

福祉体験 

 

◆就労継続支援 B型事業所 みんなの広場「風」 

対象：中学生～大人 定員：各回３名 

日時：①８/２３（火） ②８/２４（水） 

いずれも 9：00～1５：３0 

場所：みんなの広場「風」(久寺家) 

★ 

★ 

★ ★ 

★ 

小学生向けプログラムはこちら 

内容：障害のある方の日中活動（リサイクル資源の分別・公園清掃など）や就労のお手伝い 

【オリエンテーション】日時：８/２（火）13：30～15：30  場所：我孫子南近隣センター（けやきプラザ８階） 

内容：食材の仕分けや配布・レクリエーションのお手伝い 

【オリエンテーション】日時：８/２（火）9：30～11：30  場所：我孫子南近隣センター（けやきプラザ８階） 

◆セントケア我孫子デイサービス 

対象：中学生～大人 定員：２名 

内容：施設周りの清掃や花壇の手入れ 

【オリエンテーション】８/２３（火）10：00～12：00 

場所：て・と・り・あ 

体験日：８/２５（木）10：00～12：00 

場所：セントケア我孫子デイサービス（天王台） 

◆特別養護老人ホーム けやきの里 

対象：中学生～大人 定員：３名 

内容：夏まつりのお手伝い 

【オリエンテーション】８/１９（金）14：00～16：00 

場所：て・と・り・あ 

体験日：８/２２（月）13：30～15：30 

場所：けやきの里（青山） 

※新型コロナワクチン３回目接種済の方のみ可 

 

◆特別養護老人ホーム つくし野荘 

対象：中学生～大人 定員：６名 

内容：壁面製作やお部屋に飾れるものを製作 

【オリエンテーション】８/９（火）10：00～12：00 

場所：て・と・り・あ 

体験日：８/１０（水）10：00～12：00 

場所：つくし野荘（久寺家） 

 

内容：高齢者のお話し相手やイベントのお手伝い 

【オリエンテーション】 

日時：８/１７（水）14：00～16：00  

場所：て・と・り・あ 

◆アコバふれあいサロン 

対象：中学生～大人 定員：３名 

日時：８/１８（木）9：45～12：00 

場所：うなぎ お㚙川 我孫子店（本町） 

◆よりみちサロン「風」 

対象：中学生～大人 定員：各回２名 

日時：８/１９（金）①午前の部 10：00～13：00 

 

場所：みんなの広場「風」（久寺家） 

②午後の部 13：00～16：00 

 

７/1（金）９：００～ 

申込受付スタート！ 

◆こほく子ども食堂 

対象：中学生～大人 定員：３名 

日時：８/２５（木）16：30～19：00 

場所：けやき社会センター（都部新田） 

◆一粒の麦 子ども食堂 

対象：中学生～大人 定員：２名 

  日時：８/１９（金）1６:00～18：00 

  場所：一粒の麦（都部） 

 

 

 

【オリエンテーション】 

日時：８/４（木）9：30～11：30 

場所：千葉県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ７階） 

◆住み良いまちづくり研究所 

対象：中学生～大人 定員：各回１０名 

内容：竹林の整備・竹灯籠作り 

日時：①８/５（金）9：00～12：00 

②８/６（土）9：00～12：00 

場所：根戸城址（根戸） 

◆船戸の森の会 

対象：中学生～大人 定員：１０名 

内容：船戸の森の清掃 

日時：８/１２（金）9：30～11：30 

場所：船戸の森（船戸） 

◆花かご会 

対象：大学生～大人 定員：１０名 

内容：花壇の水やりや雑草取り 

日時：９/１４（水）9：30～11：30 

場所：我孫子駅南口 駅前花壇（本町） 


