夏休みちょこっと福祉体験一覧

平成30年度
No

カテゴリー

体験名称

体験内容

主催：伊勢市ボランティアセンター

対象

開催日
時 間
定 員

場 所
住 所
問合先

1

リサイクル体験
～アルミ缶つぶし＆指編み（夏物用）～

・アルミ缶とスチール缶の見分け方、正しいつぶし方の学習。
・指編み（レース糸）でリサイクル製品づくり。

7月26日(木)
小学４年生～中学3年生 9：30～11：30
15名

伊勢市福祉健康センター
八日市場町13-1
63-5334（中部支所）

2

リサイクル体験
～古切手切り＆牛乳パックでオシャレな小物
入れ作り～

・集められた古切手切り。
・牛乳パックで、可愛い小物入れ作り。
・みんなができるリユース・リサイクルについてのお話。

8月1日(水)
小学４年生～中学3年生 9：30～11：30
15名

伊勢市福祉健康センター
八日市場町13-1
63-5334（中部支所）

3

色々な福祉マークを学んで、自分だけの“う
ちわ”を作ろう！

・ユニバーサルデザインや福祉マークの学習。
・自分だけのオリジナル“うちわ”の作成。

8月2日(木)
小学４年生～中学3年生 9：30～11：45
10名

伊勢市社会福祉協議会 東部支所
二見町茶屋456-2
43-5551（東部支所）

4

廃食油でキャンドル・石けん作り

・廃食油を使って、キャンドル・石けん作り。

7月31日(火)
小学４年生～中学3年生 9：30～12：00
30名

小俣農村環境改善センター
小俣町本町3（小俣図書館隣接）
27-0509（西部支所）

5

視覚障がい者と卓球で交流しよう！

・視覚障がい者についての学習。
・視覚障がい者と一緒に卓球をして交流（アイマスク着用）。

8月16日(木)
小学４年生～高校3年生 9：30～11：15
10名

伊勢市福祉健康センター
八日市場町13-1
63-5334（中部支所）

車いすバスケットボールを体験しよう！

・車いすバスケットボール体験。

8月10日（金）
小学4年生～中学3年生 13：00～15：30
20名

皇學館大学 総合体育館
神田久志本町1704
63-6370（ボランティアセンター）

マジックボランティアさんにマジックを教え
てもらってボランティア活動をしてみよう！

・ボランティアについての学習。
・マジックの練習。
・教わったマジックをお年寄りの方々に披露。

8月7日(火)
小学4年生～小学6年生 9：30～12：00
10名

伊勢市みなとふれあいセンター
神社港262-1
22-6617（北部支所）

8

大湊町高齢者通所センター「いこい」体験

・お年寄りの方々とお話や体操、簡単な工作をして交流。

7月27日(金)
小学４年生～高校3年生 9：30～12：15
10名

大湊町高齢者通所センター「いこい」
（大湊町振興会となり）
大湊町783-11
22-6617（北部支所）

9

一緒に作って一緒に食べて♪宅老所「もん
ちゃん」での活動を体験してみませんか？

・お年寄りの方々と脳トレや健康体操、お話やレクリエーションをして交流。
・お昼ご飯を食べます（※300円持参：昼食・おやつ代）。
・おやつ作り。

小学４年生～高校3年生

7月24日(火)、26日(木)、
8月7日(火)
9：20～15：30
1日6名※体験は1人1回まで

宅老所「もんちゃん」
東大淀町169
27-0509（西部支所）

10

宅老所「もんちゃん」での活動を半日体験し
てみませんか？～部活動終了後でも参加でき
ます～

・お年寄りの方々とお話やレクリエーションをして交流。

8月2日(木)
小学４年生～高校3年生 13：30～15：30
1日6名※体験は1人1回まで

宅老所「もんちゃん」
東大淀町169
27-0509（西部支所）

11

健幸倶楽部つどい体験

・お年寄りの方々と体操や筋トレ、お話やレクリエーションをして交流。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

小学４年生～高校3年生

12

健幸倶楽部みなと体験

・お年寄りの方々とお話やレクリエーションをして交流。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

小学４年生～高校3年生

13

デイサービス「藍ちゃんの家」体験

・お年寄りの方々と機能訓練（リハビリ体操等）、お話やレクリエーションを
して交流。
・お昼ご飯を食べます（※400円持参：昼食代）。

小学４年生～高校3年生

14

デイサービス「ほほえみ」体験

・お年寄りの方々とお話やレクリエーションをして交流。
・特技がある人は、おじいちゃん・おばあちゃんの前で披露できます。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

小学４年生～高校3年生

15

デイサービス「ほほえみ勢田」体験

・お年寄りの方々とお話やレクリエーションをして交流。
・特技がある人は、おじいちゃん・おばあちゃんの前で披露できます。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

小学４年生～高校3年生

16

デイサービス「ぽかぽか」体験

・お年寄りの方々と機能訓練、お話やレクリエーションをして交流。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

小学４年生～高校3年生

ケアハウス「賀集楽」体験
～お年寄りにおやつを作って食べていただく
＆福祉車両体験～

・施設見学、福祉車両体験（車椅子に座り、リフト車に乗り込む体験）。
・お年寄りの方々と軽作業（折紙・塗り絵）やお話をして交流。
・おやつ作り（チョコレートフォンデュ・かき氷・たこ焼き）。

小学４年生～高校３年生

18

デイサービスセンターいつき体験

・お年寄りの方々とお話やレクリエーションをして交流。
・お茶出しや送迎送り出し補助など。
・お昼ご飯を食べます（※昼食は施設で用意致しますので、不要の際はご連絡
下さい）。

小学４年生～高校３年生

19

特別養護老人ホーム「双寿園」体験

・お年寄りの方々とラジオ体操、お話やレクリエーションをして交流。
・入浴のお手伝い（ドライヤー）やお茶出しのお手伝い。
・お昼ご飯を食べます（※300円持参：昼食代）。

小学４年生～高校３年生

20

特別養護老人ホーム「雅之園」体験

・お年寄りの方々とラジオ体操、お話やレクリエーションをして交流。
・入浴のお手伝い（ドライヤー）やお茶出しのお手伝い。
・お昼ご飯を食べます（※300円持参：昼食代）。

小学４年生～高校３年生

21

在宅複合型施設「楽寿苑」体験

・お年寄りの方々とお話やレクリエーションをして交流。
・入浴のお手伝い（ドライヤー）やお茶出しのお手伝い。
・ロボット介護犬aibo（楽ちゃん）との触れ合いや福祉機器の体験。
・お昼ご飯を食べます（※300円持参：昼食代）。

小学４年生～高校３年生

22

介護複合ｾﾝﾀｰふたみ体験【小学生版】
（小規模多機能ホームふたみ・グループホー
ムふたみ）

・紙芝居による福祉・認知症の学習。
・お年寄りの方々とのふれあい・交流（お年寄りの方によるハーモニカ演奏披
露・介護カルタ・ふくし神経衰弱・昔の遊び・折り紙・壁画製作など）。

小学4年生～小学6年生

23

介護複合ｾﾝﾀｰふたみ体験【中学・高校生版】
（小規模多機能ホームふたみ・グループホー
ムふたみ）

24

ふたみシルバーケア豊壽園体験

25

伊勢市重度身体障害者デイサービス
センターくじら体験

26

物づくり

スポーツ
6
7

17

ボランティア

高齢

・福祉・認知症の学習。
・お年寄りの方々とのふれあい・交流（お年寄りの方によるハーモニカ演奏披
露・介護カルタ・ふくし神経衰弱・昔の遊び・折り紙・壁画製作など）。
・高齢者擬似体験やリフト車・機械浴・ミキサー食トロミの試食など。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。
・お年寄りの方々とのふれあい・交流（お茶出し・お話・リハビリ見学体験な
ど）。
・入浴介助見学、ちょこっと体験（着替えやドライヤーなど）。
・一緒にお昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

中学1年生～高校3年生

7月23日(月)、24日(火)、
25日(水)、27日(金)
9：30～15：00
1日2～3名
7月23日(月)～8月15日(水)
※木・土・日曜を除く15日間
9：45～15：30
※都合のつく時間帯の参加も可
1日3名
7月23日(月)～8月15日(水)
※土・日曜を除く18日間
9：00～15：00
1日2名
7月24日(火)～8月3日(金)
※土・日・月曜を除く8日間
9：45～15：00
1日2名
7月24日(火)～8月3日(金)
※土・日・月曜を除く8日間
9：45～15：00
1日2名
7月23日(月)～8月15日(水)
※日曜を除く21日間
9：50～15：00
1日2名
8月8日(水)～8月10日(金)
※3日間
13：00～16：00
1日4～5名
7月23日(月)～8月15日(水)
※日曜を除く21日間
9：45～15：30
※都合のつく時間帯の参加も可
1日3名
7月23日(月)～8月15日(水)
※24日間
9：00～15：30
※都合のつく時間帯の参加も可
1日3名
7月23日(月)～8月15日(水)
※24日間
9：00～15：30
※都合のつく時間帯の参加も可
1日3名
7月23日(月)～8月15日(水)
※24日間
9：00～15：30
※都合のつく時間帯の参加も可
1日3名
①小規模多機能ホームふたみ
7月30日(月)、7月31日(火)
②グループホームふたみ
8月1日(水)、2日(木)
12：30～16：00
1日2名
①小規模多機能ホームふたみ
7月23日(月)、24日(火)
②グループホームふたみ
7月25日(水)、26日(木)
8：30～16：00
1日2名

伊勢市福祉健康センター
八日市場町13-1
63-5334（中部支所）
伊勢市みなとふれあいセンター
神社港262-1
22-6617（北部支所）
デイサービス「藍ちゃんの家」
宮町1-8-19
63-6370（ボランティアセンター）
デイサービス「ほほえみ」
古市町15-8
63-6370（ボランティアセンター）
デイサービス「ほほえみ勢田」
勢田町656-134
63-6370（ボランティアセンター）
デイサービス「ぽかぽか」
船江3丁目20-28
63-6370（ボランティアセンター）
ケアハウス「賀集楽」
宇治浦田3-23-15
63-6370（ボランティアセンター）
デイサービスセンターいつき
御薗町長屋2234
63-6370（ボランティアセンター）
特別養護老人ホーム双寿園
河崎3-15-33
63-6370（ボランティアセンター）
特別養護老人ホーム雅之園
本町341-104
63-6370（ボランティアセンター）
在宅複合型施設楽寿苑
馬瀬町1065
63-6370（ボランティアセンター）
①小規模多機能ホームふたみ
二見町松下1349-62
②グループホームふたみ
二見町松下1349-64
63-6370（ボランティアセンター）
①小規模多機能ホームふたみ
二見町松下1349-62
②グループホームふたみ
二見町松下1349-64
63-6370（ボランティアセンター）

小学4年生～高校3年生

8月6日(月)～8月10日(金)
※5日間
9：00～16：00
1日2名

ふたみシルバーケア豊壽園
二見町三津855
63-6370（ボランティアセンター）

・障がいを抱えている方々とレクリエーションをして交流。

小学４年生～高校3年生

7月30日(月)～8月3日(金)
※5日間
9：30～11：45
1日2名

伊勢市重度身体障害者デイサービス
センターくじら
黒瀬町562-3
63-5334（中部支所）

聴覚障がいを知ろう！
～手話体験【伊勢教室】～

・聴覚障がい者についての学習。
・体験学習（伝言ゲーム）。
・簡単な手話教室。

7月31日(火)
小学４年生～中学３年生 13：30～15：30
15名

伊勢市福祉健康センター
八日市場町13-1
63-6370（ボランティアセンター）

27

聴覚障がいを知ろう！
～手話体験【二見教室】～

・聴覚障がい者についての学習。
・体験学習（伝言ゲーム）。
・簡単な手話教室。

7月26日(木)
小学4年生～中学3年生 13：30～15：30
15名

伊勢市社会福祉協議会 東部支所
二見町茶屋456-2
63-6370（ボランティアセンター）

28

聴覚障がいを知ろう！
～手話体験【小俣教室】～

・聴覚障がい者についての学習。
・体験学習（伝言ゲーム）。
・簡単な手話教室。

7月27日(金)
小学4年生～中学3年生 13：30～15：30
15名

小俣公民館
小俣町元町540（小俣総合支所隣
接）
63-6370（ボランティアセンター）

29

聴覚障がいを知ろう！
～手話体験【御薗教室】～

・聴覚障がい者についての学習。
・体験学習（伝言ゲーム）。
・簡単な手話教室。

7月24日(火)
小学4年生～中学3年生 13：30～15：30
15名

伊勢市ハートプラザみその
御薗町長屋2767
63-6370（ボランティアセンター）

30

手話を覚えてみよう！
～手話体験【高校生対象教室】～

・聴覚障がい者についての学習。
・簡単な手話教室（会話にも挑戦）。

7月25日(水)
高校1年生～高校3年生 13：30～15：30
15名

伊勢市福祉健康センター
八日市場町13-1
63-6370（ボランティアセンター）

31

障がい者就労支援施設
【小学生版】

御薗しらぎく園体験

・バナナ体操。
・自主製品作り（ビーズブレスレットなど）や作業（下請け作業など）。
・フルーチェ作り。

7月26日（木）、27日（金）
小学４年生～小学6年生 9：30～11：55
1日3名

御薗しらぎく園
御薗町長屋415-1
22-6617（北部支所）

32

障がい者就労支援施設
【中学・高校生版】

御薗しらぎく園体験

・バナナ体操。
・作業（古紙回収・アルミ缶つぶし、下請け作業など）。

7月24日（火）、25日（水）
中学1年生～高校3年生 9：30～11：55
1日3名

御薗しらぎく園
御薗町長屋415-1
22-6617（北部支所）

33

障がい者就労支援施設

二見工房そみん体験

・障がいを抱えている方々と体操やそみん商品の製作体験。

小学４年生～高校３年生

34

ステップワン作業所体験

・障がいを抱えている方々と創作活動など（よさこいソーラン・さをり織り・
木工・紙すき）。

8月1日(水)、2日(木)
小学４年生～高校３年生 9：00～11：45
1日2名

ステップワン作業所
楠部町1677-5
63-6370（ボランティアセンター）

・アイマスク体験（高齢者の視覚体験）。
・車いす体験、お年寄り体験、福祉○×ゲーム。
・しおり作り（マーブリング工作）。

8月7日（火）
小学4年生～高校3年生 13：00～16：15
20名

皇學館大学 7号館2階721教室
神田久志本町1704
63-6370（ボランティアセンター）

中学1年生～高校3年生

障がい

７月23日(月)～7月27日(金)
※5日間
13：00～15：00
1日3名

二見工房そみん
二見町茶屋314-3
43-5551（東部支所）

35

高齢・障がい ふれあい福祉体験in皇學館大学

36

小俣児童館体験

・児童とのふれあい（学習指導・遊び・読書・おやつ渡しなど）。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

二見こども未来クラブ第1体験

・児童とのふれあい（遊び・プール引率・プールお迎え・おやつ渡しなど）。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

38

二見こども未来クラブ第2体験

・児童とのふれあい（遊び・プール引率・プールお迎え・おやつ渡しなど）。
・お昼ご飯を食べます（※弁当持参）。

39

ふれあい・いきいき子育てサロン「おもちゃ
箱」体験

・子育て中の親子とのふれあい（絵本の読み聞かせ・おやつ渡しなど）。

7月24(火)、8月7日(火)
中学1年生～高校3年生 10：00～11：20
1日5名

北部保健福祉会館
野村町5-3
27-0509（西部支所）

ふれあい・いきいき子育てサロン「ちびっこ
なかま」体験

・子育て中の親子とのふれあい（ふれあい体操・手あそび・歌あそび）。

8月23日(木)
中学1年生～高校3年生 9：30～11：45
1日10名

伊勢市ハートプラザみその
御薗町長屋2767
22-6617（北部支所）

37

児童

子育て
40

◆締め切り日：平成30年7月13日（金） ※定員を超えた場合は抽選です。
◆申し込みは伊勢市ボランティアセンター（伊勢市社会福祉協議会）へ!!
TEL：63-6370 FAX：63-6371 郵送：〒516-0804 御薗町長屋2767
メール：iseshakyo.isevc@gmail.com（申込み専用）
※1）申し込みはTEL、FAX、メール、郵送、申込箱でお願いします。
※2）申込箱設置場所は、『申込箱設置一覧』をご参照ください。
※3）持参の場合は伊勢市社会福祉協議会の各支所でも申し込みができます。

7月23日(月)～8月10日(金)
※土・日・祝日を除く15日間
9：00～16：00
1日3名
7月30日(月)～8月3日(金)
※5日間
中学1年生～高校3年生
9：45～17：00
1日2名
7月30日(月)～8月3日(金)
※5日間
中学1年生～高校3年生
9：45～17：00
1日2名

小俣児童館
小俣町元町662-1
27-0509（西部支所）
二見こども未来クラブ第1
二見町茶屋63-4
43-5551（東部支所）
二見こども未来クラブ第2
二見町茶屋348
43-5551（東部支所）

夏休みの自由研究や、作文などのテーマに、また、この夏の思い出
作りに、ちょこっと“福祉”を体験してみよう！！
大切な何かを見つけることができるかも！？

