
尿りがりFW蠅塚閻舅麒
下記のMENUか らボランティア体験先を選び、電話か窓口でお申し込みください

つきみ野学習センター(丁EL:046-275-0088)
オリエンテーション:7月 14日 (日 )9:30～ 11:30つきみ野学習センター

やまと ランテイアセン - (TEL:O46-26O-5643)
オリエンテーション:7月 23日 (火)10:00～ 12:00大和市保健福祉センター4階

修 了 式:8月 21日 (水)10:OO～ 可2:00大和市保健福祉センター4階

保育入門講座 標喜星Eg磐聰l墓勢ゐ霞
スメです。(細菌検査必須 )

市内認可保育所

サンホーム鶴間 (西鶴間8-1-2)

模擬店手伝いや利用者の誘導を行
います。地域の高齢者施設のイベ
ントを一緒に盛り上げましょう。焼き 禾□喜園 (下和田822-1)

烏や綿菓子作りなど普段できない
事を体験できます。

晃風園 (草柳2-15-1)

市内高齢者施設の車イスを清掃ボ
ランテイアと一緒に車イスの掃除を 市内高歯令者施設
行います。

7月 24日 (水 )～ 8月 20日 (火 )の内、
2～3日 間8:30～ 16:30

土日を除く

7月 27日 (金 )17:00～ 19:00
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車イス清掃
ボランティア

障がい者施設
ボランテイア

テイサービス
ボランテイア

子育て支援
ボランティア

8月 2∈](:金 )17:30´ シ19:30

8月 3日 (土 )17:00～ 20:00
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話し相手やレクの補助をしてもらい
ます。7月末には地域との交流会も
予定しています。

やまねっと各事業所

まごころデイサービスセンター
(柳橋2-11)

7月 26日 (金 )ロ ゼホームつきみ野 (下鶴間418-2)
8月 2日 (金 )敬愛の園 (下不□田822-1)
8月 7日 (水 )不□喜園 (福 田1551)
8月 8日 (本 )晃風園 (草柳2-15-1)
8月 16日 (金 )サ ンホーム鶴間 (西雀島間8-1-2)

7月 24日 (水 )～ 8月 20日 (火 )の 内2～3日 間
8:30～ 15:30の 間で調整

※日曜日及び8月 13日 ～15日 は受け入れ不可

7月 24日 (水 )～ 8月 20日 (火 )の 内2～3日間
10100～ 15:30の 間で調整

※日曜日を除く

7月 24日 (水 )～ 8月 20日 (火 )の内2～ 3日 間
10:00～ 15:30の 間で調整   鶴

おもちゃの清掃やイベントの補助 7彗ブ=+コル ′ヽわ
などをしてもらいます。小さな子ど 克
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もとの接し方を学べます。     り`.1同 4~||ソ
※日曜日を除<

大和市民活動センター(TEL:046-260-2586)
オリエンテーション:7月 22日 (月 )可 4:00～ 16100市民活動拠点ベテルギウス2階会議室

るんだね !
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整理・返却本の配架を行い
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きみ野学習センター

7月 20日 (土 )～ 8月 14日 (水 )の内
2時間単位で3日以上

火・本・金・土⇒13:00～ 17:00

月・水・日⇒10:00～ 17:00

20名

高 齢 者 支 援 サ ポ ー ター
1君撃

サービスでの高齢者との話し
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|               1季 の家 (福 田1966-3)

子育て支援サポーター子どもと遊ぶ)舌動 2G

7月 27日 (土 )10:00～ 12:00

障 が い者 支 援 サ ポ ー ター 視覚障がい者と卓球を行う 各日5名

各日1名

35{ろ

各日3名

引地川水とみどりの会 (清掃 )

環 境 保 全 サ ポ ー タ ー 引地川の清掃を行う

8月 24日 (土 )8:30～ 13:00

1接客・提供品の整理
WE21ジヤバン大和
(福 田1-9-4-107)

7月 29日 (月 )14:00～ 16:00
7月 30日 (月 )、 7月 31日 (水 )

9:00´V13:00

国際交流支援
サポーターA
国際交流支援
サポーターB
※高校生のみ募集

7月 24日 (火 )～ 8月 30日 (金 )の間で調整
※日曜日を除<

大和保健福祉センター
サウンドテーブルテニス

8月 5日、19日
いずれも月曜日13:30～ 16:30

8月 8日、22日
いずれも木曜日13:00～ 16100

8月 5日 (月 )9100～ 12:00
8月 26日 (月 )13:00～ 16:30

7月 24日 (火 )～ 8月 30日 (金 )の間で調整
※日曜日を除<

外国にルーツをもつ方の小中掌生
の学習支援 (事前説明会を7月 26 大和市保健福祉センター
日(金 )14:30～保健福祉センターで実 やまと国際フレンドクラブ
施)

地域家族しんちゃんハウス
(南林間7-1-15)

子育てほっとサロン「たんぽぽ」
(南林間7-4-1)

市民)舌動拠点
ベテルギウス2階会議室 (講座)

作業やレクリエーシヨンの手伝いを
行います。障がい者支援に関心の
ある学生におススメです。
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