
ふりがな 性別 生年月日 年齢

氏名 年 月 日 歳

所属
□小学校( )年生 □中学校( )年生 □高校( )年生
□学生(専門・短大・大学( )年生) □主婦・主夫 □勤労者
□退職者 □その他( )

住所
〒

電話番号 自宅 携帯電話

メールアドレス

ボランティア活動の経験 なし ・ あり (活動内容： )

彩の国ボランティア体験プログラムへの参加について（〇をつけてください）
はじめて ・ ２回目 ・ ３回目 ・ ４回目 ・ ５回以上（ 回）

この企画をどこで知りましたか
１．社協だより(住んでいる市町村社協広報誌を含む) ２．社協ホームページ ３．市町村広報誌
４．S・A・I ５．彩の国だより ６．埼玉新聞 ７．その他の新聞
８．インターネット ９．ラジオ １０．ポスター・ちらし(見た場所： )
１１．先生から １２．親から １３．友達から １４．その他( )

参加の動機をご記入ください

伊奈町社会福祉協議会「彩の国ボランティア体験プログラム事業２０２２」

参加申込書 ※必要事項をご記入のうえ窓口まで
切り取らずお持ちください。

メニューNo. 活動希望日
希
望
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム

＜事前説明会＞(参加希望日と参加方法に〇をつけてください。)
日 時：①7/22(金)(会場・オンライン) ②8/1(月)(会場・オンライン) ③8/8(月)(会場・オンライン)

いずれも14:30～
場 所：「伊奈町社会福祉協議会(ふれあい福祉センター)」(会場参加者のみ)
定 員：各日、会場参加20名 オンライン(Zoom)参加300名
持 物：筆記用具

＜交流会＞（希望する参加方法に〇をつけてください。）
日 時：8/19(金)(会場・オンライン)14:30～
場 所：「伊奈町社会福祉協議会(ふれあい福祉センター)」(会場参加者のみ)
定 員：会場参加20名 オンライン(Zoom)参加300名
持 物：筆記用具

＜活動証明書＞（希望するほうに〇をつけてください。）
希望する ・ 希望しない

※オンライン(Zoom)参加を推奨しています。
※定員に達した場合、オンライン申込みが完了してもご参加いただくことができませんのでご了承くだ
さい。その場合はメールにて連絡いたします。

＜申込方法＞★★★受付開始：令和４年６月１日(水)～★★★

申 込：以下のURLもしくはQRコードからお申込みいただけます。
または参加申込書を記入のうえ、「伊奈町社会福祉協議会」の窓口までご持参ください。
U R L ：https://forms.gle/iUpCikfHFFzHWRXn6
受付時間：月～金曜日 8:30～17:15(祝日除く) ※インターネットでの申込みは常時可。

＜申込みQRコード＞

参加をする場合には、事前説明会と交流会に必ず出席してください。



〒362-0809
伊奈町中央1-93（伊奈町ふれあい福祉センター内）

URL:http://ina-shakyo.or.jp/

2022

社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会

伊奈町ボランティアセンター

Tel:048-722-9990  Fax:048-723-6575 

Eメール：vc.ina@jcom.home.ne.jp

問い合わせ

＜伊奈町社協HP QRコード＞



ボランティア体験メニュー

メニュー 内 容 期日・日時・締切
参加
対象

定員 活動先住所 持物など

No.①
手話を学んでみよう！

伊奈町手話の会のﾒﾝ
ﾊﾞｰさんから、簡単な
手話を教えていただき、
手話を学び、耳の不
自由な方や会員と交
流をするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動です。

①7月27日(水)
②8月3日(水)
13:30～15:30
締切：各回活動1週間前

小学生
以上

各回

・会場参加

20名

・ｵﾝﾗｲﾝ参加

100名

伊奈町中央1-93

（ふれあい福祉
ｾﾝﾀｰ）

350円（保険代）

★保険代は会場
参加・自宅以外で
ｵﾝﾗｲﾝ参加される
方のみ

★ｵﾝﾗｲﾝ参加の方
は必ずQRｺｰﾄﾞまた

は記載している
URLの申込ﾌｫｰﾑ

からお申込み下さ
い。

No.②

視覚に障がいを持つ方
にﾒｯｾｰｼﾞを届けてみよ
う！

傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ
「金木犀」のﾒﾝﾊﾞｰさ
んと一緒に、ｶｾｯﾄﾃｰ
ﾌﾟにﾒｯｾｰｼﾞを吹込み、
視覚に障がいを持つ
方に、作製したｶｾｯﾄ
ﾃｰﾌﾟをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄするﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ活動です。

8月9日(火)
14:30～16:00
締切：8月2日(火)

小学生
以上 5名

伊奈町中央1-93

（ふれあい福祉
ｾﾝﾀｰ）

350円（保険代）

NO.③

お年寄りの方と一緒に
小物づくりをしてみよ
う！

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこむろん
家（ち）を利用されてい
る方と一緒に小物づく
りをするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
です。

7月28日(木)
10:00～12:00
締切：7月21日(木)

小学生
以上 5名

伊奈町小室
10145-1

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこ
むろん家）

350円（保険代）

No.④

子ども達の遊び相手を
してみよう！

児童館を利用してい
る子ども達の遊び相
手をするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動です。

7月21日(木)～8月14日(日)
月曜日・8月6日（土）は除く
①10:00～12:00
②14:00～16:00
締切：各回1週間前

高校生
・

大学生

①3名
②3名

伊奈町中央5-
179（総合ｾﾝﾀｰ
内児童館）

350円（保険代）

No.⑤

児童館「幼児教室」のお
手伝いをしてみよう！

児童館「幼児教室」に
参加をしている子ども
達と一緒に工作をした
り、絵本を読むボラン
ティア活動です。

7月24日（日）
①9:00～12:00
②13:00～15:00
締切：7月19日（火）

高校生
・

大学生

①5名
②3名

伊奈町中央5-
179（総合ｾﾝﾀｰ
内児童館）

350円（保険代）

No.⑥

子ども達に勉強を教え
てみよう！

児童館が開催してい
る「宿題おたすけﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ」に参加をしてい
る小学生の子ども達
へ勉強を教えていた
だくﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動です。

8月10日(水)
9:00～12:00
締切：8月3日（水）

高校生
・

大学生
3名

伊奈町中央5-
179（総合ｾﾝﾀｰ
内児童館）

350円（保険代）

No.⑦

伊奈町の自然について
調べてみよう！

環境保全活動をして
いる「伊奈町自然に親
しむ会」のﾒﾝﾊﾞｰさん
と一緒に、伊奈町の
自然環境調査を行う
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動です。

8月6日（土）
9:00～15:00
締切：7月29日(金)

小学生
以上
（小学生は
親同伴）

5名
伊奈中央駅
東口ﾄｲﾚ前
※集合場所となります。

350円（保険代）

帽子、ﾀｵﾙ、長袖、
長ｽﾞﾎﾞﾝ、動きやす
い靴、お弁当、飲
料水、ﾏｽｸ

No.⑧

自然観察をしながら森
林の観察路を整備して
みよう！

環境保全活動をして
いる「伊奈町自然に親
しむ会」のﾒﾝﾊﾞｰさん
と一緒に、森林の観
察路の整備を行うﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ活動です。

8月16日(火)
9:00～12:30
締切：8月9日(火)

小学生
以上
（小学生は
親同伴）

10名
小室郵便局
駐輪場前
※集合場所となります。

350円（保険代）

帽子、ﾀｵﾙ、長袖、
長ｽﾞﾎﾞﾝ、作業しや
すい靴、飲料水、
ﾏｽｸ、軍手、鎌（あ
れば）

No.⑨

小鳥の巣箱を作ってみ
よう！

「伊奈町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ便利屋さん」のﾒﾝ
ﾊﾞｰさんと小鳥のお家
を作るﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動で
す。

8月10日(水)
13:00～16:00
締切：8月3日(水)

小学生
以上

5名

伊奈町中央1-93

（ふれあい福祉
ｾﾝﾀｰ）

350円（保険代）



◆オンライン(Zoom)参加について◆

・オンライン参加では、Web会議システム「Zoom」を利用します。

・参加するにあたり、パソコン等を利用したインターネットの接続環境が必要となります。
※安定していて、高速で定額な接続環境が推奨されます。モバイルWi-Fiルーターなどで通信料オーバーによる速
度制限がかかってしまうと切れてしまいますので、十分ご注意ください。

※通信費他、視聴環境の確保に係る費用は各自でご負担ください。

・カメラ、マイク、スピーカー機能があるパソコンやスマートフォンが必要となります。それらの機能がない場合、
別途購入等していただく必要があります。
※スマートフォン等での参加は、長時間に及ぶことや操作性に難が生じる可能性が高いことと、通信料が大きく
なることをご留意ください。

・「お申込みされた際のメールアドレス」は、当日「Zoom」を使用する際に必要となります。お申込みの際と異な
るメールアドレスで入室された場合、参加できないことがありますのでご注意ください。

・事前説明会及び体験にオンライン(Zoom)参加される方につきましては、お申込みいただきましたメールアドレス
に、後日、参加決定通知(視聴用URL、パスワード)をお送りいたします。

・「Zoom」の操作確認をされる方は、以下のホームページで各自、事前に確認をお願いいたします。
※確認用URL：https://zoom.us/test

・事前説明会及び体験の録画、録音、撮影(スクリーンショットを含む)、および資料の二次利用、ＳＮＳ等への投
稿は固くお断りいたします。

◆新型コロナウイルス感染拡大防止対策について◆

★★★事前説明会や体験当日に「会場等に来て参加される方」は以下についてお願いいたします★★★

・参加日の1週間前から検温を毎日行い、自身の体調の状態を把握していただきますようお願いいたします。
(体温記録情報については、ご報告いただく必要はありません。)

・発熱(37.5℃以上、もしくは平熱より1℃以上高い)、風邪、体調不良(息苦しさ、強いだるさ等)の症状が
ある場合は参加不可となります。同様の症状がある家族がいる場合も参加不可となりますので、その場合は欠
席連絡をください。

・せきエチケット、マスク着用をお願いいたします。

・手指消毒用アルコールをご用意してありますので、体験開始前に必ず手指消毒をお願いいたします。

・会話をする際には、極力正面に立つことをなるべく避け、十分な身体的距離(２ｍ以上)を保つようお願いいた
します。

◆その他◆

・ご提出いただきました個人情報は、当プログラムを円滑に進めるため、参加される活動先への情報提供等に使用
させていただきますのでご了承ください。

・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、中止または日程が変更になる場合があります。

ご参加にあたり

https://zoom.us/test

