平成２６ 年度 地 域青少年 ボランテ ィア活動 推進事業
ＹＹボラ ンティア ビューロ ー

庄内エリア情報

山形県教育委員会では、青少年期のボランティア活動を推奨しています。
夏休み期間を中心に県内全域で一斉に実施されるボランティア体験会に参加してみませんか。
参加を希望される方は、実施団体に直接、電話でお申し込みください。
また、他地区で活動したい方は、山形県青年の家（023-654-4547）までお問い合わせください。

【鶴岡市】 わくわく time（水遊び）
日 時

８月 ３日(日) 13:30～16:00
８月１０日(日)
〃
８月１７日(日)
〃
８月２４日(日)
〃
８月３１日(日)
〃
場 所 中央児童遊園
対象.人数 高校生・中学生 10 名程度
参加費 なし
内容等 行事の補助をお願いします。子ども達と
一緒に楽しんでください。
持ち物：着替え一式、飲み物、タオル、
帽子、運動着
申込.締切 ７月２８日（月）
受付時間帯 8:30～17:00

【鶴岡市】
日 時

７月２５日(金)
７月２８日(月)～３１日(木)
８月 ４日(月)～ ９日(土)
８月１１日(月)
８月１８日(月)～１９日(火)
基本 14:30～16:30 で、14:00～の日も
あります
場 所 鶴岡市中央児童館クラブ室
対象.人数 高校生・中学生 各日５名程度
参加費 なし
内容等 行事の補助と来館者の遊び相手ですの
で動きやすく汚れてもよい服装で来て
ください。
申込.締切 ７月２０日（日）
受付時間帯 8:30～17:00

ひろっぴあボランティア
☎０２３５（２４）４６０８
鶴岡中央児童館 担当：山口

【鶴岡市】

ひろっぴあ なつまつり

日 時 ８月１日（金）12:45～17:00
場 所 中央児童館駐車場
対象.人数 高校生・中学生・小学生 40 名程度
参加費 なし
内容等 なつまつりの各コーナーで補助をお願
いします。子ども達と一緒に祭りを楽
しんでください。
持ち物：飲み物、帽子、運動着等
申込.締切 ７月２２日（火）
受付時間帯 8:30～17:00

ひろっぴあボランティア
☎０２３５（２４）４６０８
鶴岡市中央児童館 担当：山口

【鶴岡市】

保育体験

日 時
場 所

７月３１日(木) 9:00～11:30
こりす保育園、くりくり保育園
いなば幼稚園
対象.人数 高校生・中学生 20 名(各園 6 名程度)
参加費 なし
内容等 保育園・幼稚園を訪問し、折り紙・絵本
の読み聞かせ・プールでの水遊び等で園
児と交流します。地域の小学生にも参加
を呼びかけます。夏休みのいい思い出を
作りましょう！
7 月 30 日 15:00 から事前研修会を行います。
申込締切 ７月２３日（水）
受付時間帯 8:30～17:15
藤島地域青少年ボランティアサークル「Ben’S」

☎０２３５（６４）５８１４
担当：藤島庁舎総務企画課

佐藤・齋藤

【鶴岡市】 幼稚園児との交流活動
日 時 ７月１９日(土) 14:00～20:00
場 所 櫛引東、西、南保育園のいずれか選択
対象.人数 櫛引地域内の高校生・中学生多数
参加費 なし
内容等 「NO-SIDE」は「できることを、できる
ときにやってみよう」をモットーに活
動している櫛引地域内の高校生ボラ
ンティアサークルです。夕涼み会の各
コーナーの補助をしながら、仲間とと
もに楽しみましょう。
申込.締切
７月１５日(火)
櫛引地域高校生ボランティアサークル
「NO-SIDE」

☎０２３５（５７）５６７０
櫛引公民館 担当：三浦 巧

夏休み日替わり
コーナー

ひろっぴあボランティア
☎０２３５（２４）４６０８
鶴岡市中央児童館 担当：山口

【鶴岡市】 夏休みこどものひろば
日 時

７月２８(月)～８月１日(金)
８月 ４日(月)～ ８日(金)
８月１１日(月)～１２日(火)
８月１８日(月)～２１日(木)
①8:45～17:00 ②8:45～13:00
③12:00～17:00 のいずれか
ただし７月３０日、８月１・７・２０日
は①の時間帯のみ
場 所 旧長沼児童館(鶴岡市長沼字宮前１６３)
対象.人数 高校生 各日５名
参加費 なし
内容等 夏休みに新しい仲間と一緒に普段では
できないことをいろんな感覚を使って、
遊び学ぶ体験事業です。参加する小学生
の頼れるお兄さん・お姉さんとして活動
していただきます。
申込.締切 ７月２５日(金)
受付時間帯 9:00～17:00

NPＯ法人明日のたね
☎０２３５（６４）８６２３ 担当：丹治亜香音

よみがえる蜂子の皇子伝説

【鶴岡市】 ～庄内ロマン再発見

プロジェクト！～
日 時

８月２日(土)・３日（日）
午前各２時間程度：歌とダンスの稽古
８月３０日(土) 19:30～20:00
（羽黒山五重塔ライトアップ公演）
※そのほかに８月下旬週末に公演が増え
る可能性があります。増える公演には
参加できなくても結構です。
キャスト希望者：稽古日は開始１０分前
集合、公演日は開演２
時間前に集合
案内・誘導スタッフ希望者
：公演日の開演２時間前に集合
場 所 稽古：藤島の公共施設（後日連絡）
公演：羽黒五重塔
対象.人数 キャスト：小学４年生～高校生
１０名程度
スタッフ：高校生 ５名程度
参加費 １００円（全日程通しての保険料）
内容等 社会人と東北公益文科大学演劇部コラ
ボ企画。羽黒山開山の祖「蜂子の皇子」
の謎を追う歴史ロマンミュージカル第
一部を、県内外のお客様に披露。ボラン
ティアキャスト＆スタッフ募集。
申込.締切 ８月１日（金）

市民参加型ミュージカル実行委員会
☎０２３５（２２）３２７９（ＦＡＸ兼用）
担当：伊藤裕美子

【鶴岡市】

介護体験ボランティア

日 時

８月１日(金)～７日(木)(土日除く)
各日とも 9:00～16:00
場 所 桃寿荘施設内
対象.人数 高校生 各日３名程度
参加費 なし
内容等 利用者への介護補助やお年寄りとのコ
ミュニケーション、レクリエーション
とエプロン・おしぼりたたみ等
持ち物：弁当、内ズック、タオル
申込.締切 ７月１８日（金）
受付時間帯 9:00～17:00
特別養護老人ホーム 桃寿荘
☎０２３５（５７）３２２２ 担当：斎藤鉄也

【鶴岡市】 夏の体験ボランティア
日 時

７月中旬～９月上旬 随時
9:00～16:30 又は都合の良い時間
場 所 特養かたくり荘、ぶなの杜
デイサービスであい
対象.人数 高校生・中学生 各日５名程度
参加費 なし
内容等 持ち物：内ズック、必要に応じて弁当、
飲み物。
受付時間帯 平日 9:30～17:30
ディサービスセンター であい
☎０２３５（５３）２８５０ 担当：難波優子

【鶴岡市】

川で遊ぼう

日 時 ８月２日（土）8:30～12:20
場 所 羽黒庁舎前集合→今野川泉滝橋周辺
対象.人数 高校生・中学生 ５名程度
参加費 なし
内容等 小学生向けの川遊びイベント。イワナの
つかみどりもあります。受付や魚焼の手
伝いをします。子どもたちと一緒に楽し
もう。
申込締切 ７月１８日(金)
受付時間帯 平日 8:30～17:15

羽黒地域中学生・高校生ボランティア
（鶴岡市羽黒庁舎総務企画課）
☎０２３５（６２）２１１１

担当：成沢

【鶴岡市】 おばけちゃんおはなし会
日 時 ８月９日（土）9:30～11:30
場 所 羽黒コミュニティーセンター
対象.人数 高校生・中学生 ５名程度
参加費 なし
内容等 小さい子に絵本の読み聞かせをしたり、
折り紙や工作などで一緒に遊びます。今
回は子どもが喜ぶおばけの話などをする
予定です。
申込締切 ８月１日(金)
受付時間帯 平日 8:30～17:15

羽黒地域中学生・高校生ボランティア
（鶴岡市羽黒庁舎総務企画課）
☎０２３５（６２）２１１１

担当：成沢

山形県の中学生･高校生による地域に
根ざした多様なボランティア活動は、約
４０年の歴史を有しており、ＹＹ（やま
がたヤング）ボランティアの名称で親し
まれています。ぜひ、この機会にＹＹボ
ランティアを体験してください。

【三川町】

なの花荘 夏まつり

日 時 ８月２日（土）16:00～20:30（予定）
場 所 なの花荘 駐車場（雨天時別会場）
対象.人数 高校生 ３名程度
参加費 なし
内容等 当日はステージなど様々な企画を準備
しており、施設の入居者様やご家族、
地域の方々も多数参加されます。模擬
店手伝いや会場準備をスタッフと一緒
に行いながら、一緒に夏まつりを楽し
みましょう！（お弁当あります）
申込締切 ７月２１日(月)
受付時間帯 平日 8:30～17:30
特別養護老人ホーム なの花荘
☎０２３５（６６）４８３１ 担当：齋藤知佳

【庄内町】 第 13 回夏宵まつり
日 時 ８月１２日（火）15:30～21:00(予定)
場 所 庄内町余目駅前～茶屋町通り
対象.人数 高校生 １０名程度
参加費 なし
内容等 夏の一大イベント「夏宵まつり」で、踊
り（パレード）の誘導や駐車場スタッフ
等のご協力をお願いします。当日は外で
の活動になるため動きやすい服装で来
てください。皆さんの参加お待ちしてお
ります！
申込.締切 ７月２５日(金)
受付時間帯 平日 8:30～17:15

庄内町商工観光課

観光物産係

☎０２３４（４２）２９２２ 担当：丸山大輔

【酒田市】

納涼夏祭り

日 時 ７月２５日（金）17:00～19:30
場 所 サンハイツ酒田 駐車場
対象.人数 高校生 ５名
参加費 なし
内容等 夏祭りに参加するお年寄りに付き添い、
一緒に楽しみましょう。動きやすい服装
でお越しください。
※雨天時は中止となります。
申込締切 ７月１５日(火)
受付時間帯 平日 9:00～17:00
特別養護老人ホーム サン・シティ
☎０２３４（２６）７７８８ 担当：後藤香

【酒田市】 中央公民館巨大迷路
日 時

７月２９日(火)～３０日(水)
設営 9:30～17:00
７月３１日（木）～８月７日（木）
受付・着ぐるみ・清掃等 9:30～17:00
８月８日（金）正午まで受付・着ぐるみ
撤去・清掃 13:00～17:00
時間帯は相談に応じることもできます。
場 所 酒田市中央公民館体育館
対象.人数 高校生 １０名程度
参加費 なし
内容等 中央公民館巨大迷路の運営補助です。
持ち物：動きやすい服装、着替え、内履
き、タオル、飲み物、１日仕事
の場合は昼食
申込締切 ７月２３日(水)
受付時間帯 平日 8:30～17:15
酒田市高校生ボランティアサークル

「かざみどり」
(酒田市教育委員会社会教育課)
☎０２３４（２４）２９９３ 担当：佐藤貴之

【庄内地区】

【三川町】

わんぱく園児と遊ぼう

日 時

７月２６日（土）9:00～11:30
８月２３日（土）9:00～11:30
場 所 みかわ幼稚園・保育園子育てセンター
対象.人数 三川町の高校生・中学生 制限なし
参加費 なし
内容等 自分を成長させたい人、子どもが好きな
人、時間がある人、みんなで一緒に楽
しんで！
申込締切 約 1 週間前

来夢来人（三川町公民館内）
☎０２３５（６６）４４０３

ざっこしめ
【三川町】 ボランティアスタッフ
日 時 ８月２日（土）9:00～11:30
場 所 青山公民館
対象.人数 三川町の高校生・中学生 制限なし
参加費 なし
内容等 三川町のイベント「ざっこしめ」をみ
んなの力で盛り上げよう！
申込締切 約 1 週間前

来夢来人（三川町公民館内）
☎０２３５（６６）４４０３ 担当：齋藤佐知子

担当：齋藤佐知子

【遊佐町】
【庄内町】

夏祭り準備

日 時 ８月３日（日）13:00～17:00
場 所 特別養護老人ホーム ソラーナ
対象.人数 問わない
参加費 なし
内容等 夏まつりの会場準備
（祭り開始後は自由参加、19:00 まで）
申込締切 ７月２８日(月)
受付時間帯 平日 8:30～17:30
特別養護老人ホーム
☎０２３４（４４）２０１１

ソラーナ
担当：加藤淳

介護体験
【遊佐町】 ふれあいボランティア
日 時

7 月１９日(土)～９月２１日（日）
9:00～17:00
場 所 特別養護老人ホームゆうすい
対象.人数 高校生・中学生 各日８名程度
参加費 なし
内容等 介護体験、利用者の話し相手やレクリエ
ーションで楽しく一日を過ごすお手伝
いです。
申込締切
随時問い合わせてください。
受付時間帯 9:00～17:30
特別養護老人ホーム ゆうすい
☎０２３４（７１）２１３３ 担当：及川久美

【酒田市】

ふれあい交流活動

日 時 随時（要相談）
場 所 特別養護老人ホーム寿康園
対象.人数 高校生 数名
参加費 なし
内容等 利用者の方の写真を撮ったり絵を描い
たりしてみませんか？それを当園の文
化祭で展示します。
申込締切 日時をお問い合わせのうえ、前日まで
受付時間帯 8:30～17:30
特別養護老人ホーム 寿康園
☎０２３４（５２）３４１３ 担当：石黒理恵

【酒田市】

夏祭りのお手伝い

７月下旬の(土)か(日)
17:00～19:00
場 所 特別養護老人ホーム寿康園駐車場
対象.人数 高校生・中学生 何名でも可
参加費 なし
内容等 夏祭りのお手伝い
申込締切 日時をお問い合わせのうえ、前日まで
受付時間帯 8:30～17:30

夏まつり

日 時 ８月１６日(土) 16:00～20:00
場 所 特別養護老人ホーム松濤荘
対象.人数 高校生 １０名
参加費 なし
内容等 集合場所は実施会場と同じです。利用者
さんの誘導と出店の手伝い、おみこし
等の活動となります。当日はタオルを
持参してください。参加をお待ちして
おります。
申込締切 ７月１６日（水）
受付時間帯 平日 9:00～17:00
特別養護老人ホーム 松濤荘
☎０２３４（７６）２１０３ 担当：髙橋千春

【遊佐町】 介護体験
ふれあいボランティア
日 時

7 月１９日(土)～９月２１日（日）
9:00～17:00
場 所 特別養護老人ホームにしだて
対象.人数 高校生・中学生 各日４名程度
参加費 なし
内容等 今年４月にオープンした新しい施設で
す。介護体験、話し相手やレクリエー
ションで利用者の方と楽しく一日を過
ごすお手伝いです。
申込締切 随時問い合わせてください。
受付時間帯 9:00～17:30
特別養護老人ホーム
☎０２３４（７１）６０６１

【酒田市】

にしだて
担当：中鉢多恵

夏まつり後の片付け

日 時 ８月７日（木）9:00～12:00
場 所 特別養護老人ホーム芙蓉荘
対象.人数 高校生 ３名
参加費 なし
内容等 前日に夏祭りを行いますので、使用した
テントや椅子や机の撤収、ごみの分別
などの後片付けをお願いします。動き
やすい服装と履物で、タオル、軍手を
持参してください。
申込締切 ７月３１日(木)
特別養護老人ホーム 芙蓉荘
☎０２３４（３１）２５２５ 担当：太田美香

日 時

特別養護老人ホーム 寿康園
☎０２３４（５２）３４１３ 担当：石黒理恵

ＹＹボランティアセミナー

日 時 ８月６日（水）～８日（金）２泊３日
場 所 金峰少年自然の家
対象.人数 中学生･高校生 定員４５名
参加費 ４，０００円（食事代・保険料・シーツ代など）
内容等 実技講座：読み聞かせ・手品、折り紙など
交流実習：福祉施設、保育園の訪問
参加者相互の交流
ｱﾋﾟｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ ボランティア初心者向けのセミナーです。この夏、新しい自分と出会える
チャンス！まず、はじめの一歩をふみ出そう！

※ 参加を希望される方は保護者の承諾を得て申し込んでください。
【問合せ先】 庄内教育事務所社会教育課
☎０２３５（６８）１９８３ 担当：鈴木正則

【酒田市】

保育園訪問活動

日 時 ８月１８日（月）9:30～15:30
場 所 平田保育園
対象.人数 高校生・中学生 ５名程度
参加費 なし
内容等 Enjoy time!のメンバーと一緒に活動し
てみませんか！
申込締切 ８月１５日(金)
受付時間帯 平日 9:00～16:00

Enjoy time！(平田総合支所)
☎０２３４（５２）３９１０ 担当：畠中準
「夏の体験ボランティア」に関する
お問い合わせ先
ＹＹボランティア中央センター
（ 山 形 県 青 年 の 家内 ）
〒９９４－００３２
天童市小路１－７－８
T EL ０ ２ ３ (６ ５ ４ )４ ５ ４ ７
F A X ０ ２ ３ ( ６ ５ ２ )２ ０ ０ ７
H P： h ttp ://s ei nen .jp

置賜エリア情報

平成２６年度 地域青少年ボランティア活動推進事業
ＹＹボランティアビューロー

山形県教育委員会では、青少年期のボランティア活動を推奨しています。
夏休み期間を中心に県内全域で一斉に実施されるボランティア体験会に参加してみませんか。
参加を希望される方は、実施団体に直接、電話でお申し込みください。
また、他地区で活動したい方は、山形県青年の家（023-654-4547）までお問い合わせください。

【川西町】

わんぱく
キッズスクール

【南陽市】

日 時

①６月２８日（土） ②７月１８日（金）
～１９日（土）（一泊二日）
③８月２日（土） ④８月１２日（火）
⑤１０月６日（月） ⑥１０月１１日
（土） 連続でも個別でも可
場 所 吉島小学校、他
対象.人数 置賜地区在住の高校生・中学生
各回５名程度
参加費 なし
内容等 吉島小学校を中心とした青少年・児童の
健全育成を目的として開催し、体験活動
を通して「食」
「命」
「コミュニケーショ
ン」を学習しています。安全管理や活動
補助など一緒に活動を行いながら手伝
ってくれるボランティアを募集します。

(きらりよしじまネットワーク)

【川西町】

担当：鈴木規洋

主に日曜日（７月下旬～）
南陽市内各所
対象.人数 南陽市在住の高校生または南陽高校生
各回１５名前後
参加費 なし
内容等 施設の夏祭りボランティア(出店手伝
い、利用者さんの移動補助など）、街頭
募金活動、小学生ボランティアサークル
交流会の企画・運営などの活動を予定し
ています。興味のある方は、電話・メー
ル連絡お待ちしています。連絡をいただ
いた時に活動内容を詳しく説明します。
受付時間帯 平日 8:30～17:30
中高生ボランティアサークル「にじ」
☎０２３８（４３）５８８８
E-Mail tyoju@ms3.omn.ne.jp 担当：上浦友理

【川西町】

お年寄りとの
ふれあい活動

日 時

７月～９月 随時受け入れ可
9:00～12:00
場 所 特別養護老人ホーム そよ風の森
対象.人数 高校生・中学生 ２０名まで
参加費 なし
内容等 介護を必要とする１００名のお年寄り
が生活されている施設です。お年寄りと
のふれあい、見聞を広めたり、福祉の役
割を学んでください。
申込.締切 ボランティア希望日の２週間前
受付時間帯 9:00～17:00
特別養護老人ホーム そよ風の森
☎０２３８（４６）２１２１
担当：生活相談員 梅津一郎

【米沢市】

日 時
場 所

（南陽市社会福祉協議会）

友‘ｓＱｏｏ Ｌｏｖｅ
☎０２３８（４４）２８４０

日 時
場 所

８月１０日（日）
フレンドリープラザ及び
ＪＡ山形おきたま本店周辺
対象.人数 高校生・中学生 １０名程度
参加費 なし
内容等 かわにし夏祭り会場内に設置される『こ
ども広場』の、イベント運営スタッフボ
ランティア活動です。運営だけでなく、
子どもたちと一緒に遊んで楽しく活動
しましょう！終わった後には、目の前で
打ち上がる花火が見られます！
申込.締切 ７月３１日（木）17:00
受付時間帯 特になし
☎０９０（７０６７）５８７２

夏休み期間であれば、いつでも都合の良
い時に（ただし月曜日は休館）
場 所 米沢市児童会館内
対象.人数 高校生・中学生 各日３名
参加費 ３００円（保険料）
内容等 児童会館にある様々な遊具の遊び方を
子どもたちに教えています。また、他に
“まちがいさがし”コーナーもありま
す。一緒に楽しみませんか。
申込.締切 なし
受付時間帯 8:30～17:15

【米沢市】

日 時

米沢市児童会館
【米沢市】

担当：館長

黒金

子どもたちと
“つくってあそぼう”

日 時

７月１９日(土)
８月９日(土)
各日とも 15:00～16:00
場 所 米沢市児童会館
対象.人数 高校生・中学生 各日３名
参加費 ３００円（保険料）
内容等 内容：遊具の遊び方や工作の指導。
子どもたちと一緒にまちがい探しなど
で楽しみませんか。
申込.締切 随時受け付けます。
受付時間帯 9:30～17:00

米沢市児童会館
☎０２３８（２３）０１６１

担当：館長

かわにし夏祭り
ボランティア

犬川地区青年団

子どもたちの見守り

☎０２３８（２３）０１６１

ボランティア活動を
してみませんか？

黒金

担当：鷲尾優

高齢者福祉施設に
おける
清掃等ボランティア

日 時
場 所

いつでも結構です。 8:30～17:30
老人保健施設と特別養護老人ホームの
２施設
対象.人数 高校生・中学生 各日８名
（老健・特養４名ずつ）
参加費 なし
内容等 優しい気持ちを持った人たちに是非参
加して欲しいです。
持ち物：動きやすい服装、内履き、ネー
ムプレート
弁当：持参できない場合、発注可（実費
本人負担）
申込.締切 随時受け付けます。
受付時間帯 8:30～17:30
老人保健施設 サンファミリア米沢
☎０２３８（２６）８２５５ 担当：大武

【南陽市】

きらきらＥＫＵＢＯ
キッズ 夏の宿泊体験
サポート

日 時

８月８日（金）8:30～
８月１０日（日）14:00（２泊３日）
場 所 南陽市中央公民館集合
→飯豊少年自然の家
対象.人数 高校生 ３名程度
参加費 ３０００円（食費、保険、シーツ代他）
内容等 小学生の体験活動サポーター活動です。
申込.締切 ８月１日（金）
受付時間帯 平日 8:30～17:00

南陽市教育委員会社会教育課
（南陽市中央公民館）
☎０２３８（５０）１１４０
担当：嶋貫・加藤・小下

【高畠町】

定例会(ボランティア
案内＆説明会)

日 時
場 所

７月～９月 月に１回
高畠町生涯学習館（高畠四中隣）
対象.人数 高畠町在住の高校生及び高畠高校生
参加費 ３００円（Ｈ２６年度ボランティア保険
代）
内容等 地球（テラ）では、毎月１回定例会を開
催し、ボランティア案内や講習会、情報
交換をおこなっております。楽しい企画
もしておりますのでぜひ入会してみん
なでボランティアをしてみませんか？
連絡をいただいた時に定例会の日時な
ど詳細をお知らせします。
申込.締切 随時受け付けます。
受付時間帯 8:30～17:00
高畠町高校生ボランティアサークル

地球(テラ)

（高畠町教育委員会社会教育課）
☎０２３８（５２）４４８７

担当：梅影雪江

【置賜地区】 真夏のブルーペイント
大作戦 2014
日 時

７月２７日（日）
９月１４日（日） いずれも 9:00～12:00
場 所 小野川温泉「登府屋旅館」他
対象.人数 高校生・中学生 １０名
参加費 ３００円（保険、材料費）
内容等 車椅子駐車区画のペインティング活動
を行います。２０～３０代前半の活動メ
ンバーの団体です。一緒に山形を盛り上
げましょう♪
★注意事項★
ペンキ塗り作業となります。汚れても良
い服装でお願いします。持ち物不要。
申込.締切 ７月９日（水）

Gratitude グラッティテュード
☎０９０（８２５３）６９２８
担当：加藤健一

山形県の中学生･高校生による地域に根ざした
多様なボランティア活動は、約４０年の歴史を有しており、
ＹＹ（やまがたヤング）ボランティアの名称で
親しまれています。
ぜひ、この機会にＹＹボランティアを体験してください。

平成２６年度 地域青少年ボランティア活動推進事業
ＹＹボランティアビューロー「夏の体験ボランティア」

ふれあい活動

【飯豊町】
日 時

できれば土日
月１回程度
①9:30～12:00 ②13:30～16:00
場 所 特別養護老人ホーム ひめさゆり荘
対象.人数 高校生・中学生 ２～３名
参加費 なし
内容等 入所者様との交流、ホーム喫茶のお手伝
い等
申込.締切 ７月１８日（金）
受付時間帯 平日 9:00～17:00

【長井市】

８月～１０月

特別養護老人ホーム ひめさゆり荘
☎０２３８（７４）２０１１ 担当：手塚恵子

キッズ
サマーキャンプ

【小国町】

７月３０日(水）～８月１日(金)
２泊３日
場 所 白い森交流センター りふれ
対象.人数 高校生・中学生 約１０名
参加費 未定
内容等 小国町内の小学生を対象としたキッ
ズ・サマーキャンプにおいて、自然体験
活動や交流活動などの補助を行います。
申込.締切 ７月１１日（金）

置賜エリア情報

せせらぎの家
ふれあいまつり
ボランティア

【白鷹町】
日 時
場 所

７月２６日(土） 13:00～19:00
こぶしの家（白鷹町鮎貝３４３４）
対象.人数 高校生・中学生 ５名
参加費 なし
内容等 こぶしの家を利用されている方々と、地
域の方の交流をもつための企画です。会
場準備や売店のお手伝いで、夏祭りを盛
り上げてください！
申込.締切 ７月１０日（木）
受付時間帯 平日 8:30～17:00

日 時
場 所

８月３１日（日）9:00～15:00
せせらぎの家
（長井市成田１０２６－１）
対象.人数 高校生 １０～１５名
参加費 なし
内容等 内容：福祉施設イベントの補助スタッフ
（受付・販売員等）
持ち物：飲み物、帽子等（暑さ対策）
その他：会場までの移動手段は各自で確
保してください。その他詳細に
ついてはお問い合わせくださ
い。
申込.締切 ８月１８日（月）
受付時間帯 平日 8:30～17:15

障がい福祉サービス事業所 こぶしの家
☎０２３８（８５）５６６０ 担当：竹田恵美

長井市社会福祉協議会
☎０２３８（８８）３７１１

【長井市】

担当：戸村

日 時

ボランティアサークル

「さくら」

（小国町教育委員会事務局）
☎０２３８（６２）２１４１
担当：山口真一 阿部理沙

【小国町】

チャリティー
募金活動

日 時
場 所

８月２４日（日）9:30～ 解散時間未定
小国町総合スポーツ公園
対象.人数 高校生・中学生 約２０名
参加費 なし
内容等 ２４時間テレビ「愛は地球を救う」に関
連して大勢の町民が集まるイベントに
おいて募金活動を実施します。
申込.締切 ８月１５日（金）
ボランティアサークル

こぶしの家夏まつり
のボランティア

サマーボランティア
スクール

日 時
場 所

ふれあい福祉まつり
のお知らせ

【長井市】

ボランティアスタッフ

日 時
場 所

９月２０日（土）9:00～15:30
置賜生涯学習プラザ
（長井市九野本１２３５－１）
対象.人数 高校生・中学生 ２０名
参加費 なし
内容等 内容：福祉まつりイベントの補助スタッ
フ（受付・誘導・ゲームコーナー
等の補助・環境整備・準備片付け
等）
さまざまな世代の方や障がい者
の方とふれあい、一緒に楽しく活
動しませんか？おにぎりやこん
にゃく付きです！
申込.締切 ９月１５日（月）
受付時間帯 平日 8:30～17:15

長井市社会福祉協議会
☎０２３８（８８）３７１１ 担当：宮内・戸村

「さくら」

（小国町教育委員会事務局）
☎０２３８（６２）２１４１
担当：山口真一 阿部理沙

８月上旬予定 日程調整中
長井市内福祉施設
対象.人数 高校生・中学生
参加費 なし
内容等 内容：保育施設、障がい者施設、高齢者
施設を訪問しふれあい交流を予
定してます。詳しくはお気軽にお
問い合わせください！
夏休み、いい思い出つくりませんか？
受付時間帯 平日 8:30～17:15

長井市社会福祉協議会
☎０２３８（８８）３７１１

担当：宮内・戸村

《 ボランティアの作法 》

笑顔であいさつ
自分から進んで元気にあいさつしま
しょう！

チャレンジ精神
初めてのことにも積極的に挑戦しま
しょう！

謙虚な心
ボランティアをさせていただくこと
に感謝！

爪は短く清潔に
衛生面への気配りと爽やかな仕草を
大切に！

時は金なり
時間厳守で一期一会の貴重なひと時
を大切に！

【置賜地区】

ＹＹボランティアセミナー

日 時

平成２６年８月６日（水）～８日（金）２泊３日

場 所

山形県飯豊少年自然の家

対象.人数

中学生･高校生

【ボランティア活動保険】
ボランティア活動中の様々な事故によるケ
ガや賠償責任を補償する保険です。

定員４０名（全日程参加できる方）

参加費

３，５００円（食事代・教材費・保険料など）

内容等

実技講座…バルーンアート、簡単おもちゃ作りなど）
実習「小学生と交流しよう」
参加者相互の交流

ｱﾋﾟｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ 小学生の子どもたちとのふれあいを通して、ボ
ランティアとはどんなことかを学べます。ボラ
ンティア活動未経験の方、大歓迎です。
※ 参加を希望される方は担任の先生まで申し出てください。
【問合せ先】
置賜教育事務所社会教育課 ☎０２３８（８８）８２４２ 担当：佐藤

《保険に関する問合せ先》
社会福祉法人 山形県社会福祉協議会

☎０２３（６２２）５８０５
「夏の体験ボランティア」に関するお問合せ先

ＹＹボランティア中央センター
（山形県青年の家内）
〒９９４－００３２ 天童市小路１－７－８

TEL ０２３（６５４）４５４７
FAX ０２３（６５２）２００７
HP：http://seinen.jp

最上エリア情報

平成２６年度 地域青少年ボランティア活動推進事業
ＹＹボランティアビューロー

山形県教育委員会では、青少年期のボランティア活動を推奨しています。
夏休み期間を中心に県内全域で一斉に実施されるボランティア体験会に参加してみませんか。
参加を希望される方は、実施団体に直接、電話でお申し込みください。
また、他地区で活動したい方は、山形県青年の家（023-654-4547）までお問い合わせください。

【新庄市】

夏まつり

日 時 ７月１７日(木) 10:00～12:00
場 所 わらすこ広場
対象.人数 高校生 ３名
内容等 動きやすい服装でお願いします。

【新庄市】

①７月２５日(金)8:50～15:00

日 時

②８月１６日(土) 9:20～15:00
場 所

①ゆめりあ、②マックスバリュー東北（株）

対象.人数

高校生・一般 ①５～６名
②５～６名

スの手伝い。

内容等

周辺でティッシュの配布と呼びかけ、誘導。献

７月１４日(月)
10:00～17:00（水曜日を除く）

申込.締切

水ヨーヨー・魚釣り・ゲームコーナー等のブー

申込.締切
受付時間帯

献血ボランティア

血普及のためのアイディアを募集しています。

①７月１８日（金）②８月１１日（月）

受付時間帯

☎０２３３（２２）５１１５

特になし

最上保健所保健企画課 担当：小野

担当：所長

☎０２３３（２９）１２５８

【新庄市】

折り紙ライブ ＆
ミラクルチェンジ

日 時 毎月第３土曜日 10:00～15:00
場 所 わらすこ広場
対象.人数 高校生 要確認
内容等 親子に折り紙を教えます。コスプレのお手伝い
受付時間帯 平日 8:30～17:30

【新庄市】
日時と場所

☎０９０（４３１０）４９０１

学童保育所
ボランティア

①中央学童保育所
８月４日（月）～１２日（火）
10:00～12:00

②北辰学童保育所
７月２８日(月)～８月１５日(金)
10:00～12:00

③日新放課後児童クラブ

プライマルプロジェクト（新庄
映画センター） 担当：柴崎洋一

７月２８日(月)～８月１２日(火)
10:00～16:00
対象.人数

高校生・中学生

要相談

内容等 子どもたちと元気に遊んでいただける方

第5回
【新庄市】 キッズ☆フェスタ
日 時 ９月２７日(土) 9:00～15:00
場 所 新庄市民プラザ
対象.人数 高校生 10～20 名程度
内容等 イベントの中でゲームや物作りなどをして子ど

申込.締切
受付時間帯

なし
平日 8:30～17:15

新庄市社会福祉協議会
☎０２３３（２２）５７９７
担当：坂本寛

もたちと遊んだり、縁日の手伝いをお願いしま
す。子どもが好きな方、ぜひ一緒に楽しみまし

【最上町】

ょう。
申込締切

日 時

☎０２３３（２２）４２００
新庄市民プラザ 担当：岸 沙織

対象.人数

特になし
受付時間帯 8:30～19:00（火曜日を除く）

【最上町】

やすらぎ夏まつり

日 時 ８月６日(水) 13:30～16:00
場 所 やすらぎホール
対象.人数 高校生・中学生 何人でも可
内容等 ゲームの補助やおやつ作りなどのお手伝い。
内履きを持参。

7 月２５日（金）
受付時間帯 平日 9:00～17:00

申込.締切

☎０２３３（４３）３３７８
介護老人保健施設

担当：加藤奈津子

やすらぎ

清掃活動＆
鍋パーテｨー

日 時 ７月２７日(日) 10:00～15:00
場 所 鮭川村内の道路
対象.人数 高校生・中学生 １０人
参加費 ３００円
内容等 集合場所は中央公民館。汚れても良い服装で。
申込締切 ７月１８日(金)
受付時間帯 平日 9:00～17:00
鮭川村高校生ボランティアサークル

子育て支援センター
小野広子

【鮭川村】

車椅子清掃と
乗車体験

８月２７日（水）～２８日（木）
9:00～11:00

場 所 紅梅荘
高校生・中学生
内容等 車いす清掃。フェイスタオルをご持参ください。
申込.締切 ８月１日（金）
受付時間帯 8:30～17:30
特別養護老人ホーム

紅梅荘

☎０２３３（４３）３６６１
担当：結城

中学生サークル

ＳＡＫＥＫＫＯ
サケッコ Ｊｒ

☎０２３３（５５）３０５１
鮭川村中央公民館 担当：横山 潔

四ヶ村の棚田
【大蔵村】 ほたる火コンサート
スタッフ
日 時 ８月２日(土) 15:00～21:00
場 所 四ヶ村の棚田(ふるさと未来館周辺)
対象.人数 高校生 １０人
参加費 １，０００円
内容等 日本の棚田百選「四ヶ村の棚田」に幻想的な灯
りをともしてくれるスタッフを募集します。
申込締切

７月１７日(木)

受付時間帯

9:00～17:00

大蔵村高校生ボランティア

ぎゃらくと
☎０２３３（７５）２３２３
担当：松田祐介

【最上町】

２４時間テレビ
街頭募金

日 時 ８月３１日(日) 10:00～15:00
場 所 最上町内２カ所
対象.人数 高校生・中学生 １０名
内容等 つくし会の伝統行事です。一緒に活動し
ましょう。

８月１０日(日)
受付時間帯 8:30～17:15
最上町高校生ボランティアサークル

申込.締切

つくし会（最上町中央公民館）
☎０２３３（４３）２３５０
担当：菅智行

山形県の中学生･高校生による地域に根ざした多様なボランティア
活動は、約４０年の歴史を有しており、ＹＹ（やまがたヤング）ボラ
ンティアの名称で親しまれています。ぜひ、この機会にＹＹボランテ
ィアを体験してください。

【舟形町】

若鮎まつり

９月１３日（土）
・１４日(日)
9:00～17:00

日 時

場 所 舟形町アユパークふながた
高校生 何人でも可
内容等 お客さんへのアンケート調査等。
申込締切 ９月９日(火)
対象.人数

受付時間帯

8:30～17:00

高校生ボランティアサークル｢ふなっ子｣

☎０２３３（３２）２２４６
舟形町中央公民館 担当：齋藤彰

【舟形町】 縄文の女神里帰り展
８月２日（土）
・３日(日)

日 時

8:00～17:00
場 所 舟形町中央公民館
対象.人数 小・中・高校生 何人でも可
内容等 国宝「縄文の女神」の里帰り展の受付等。
申込.締切 7 月３１日(木)
受付時間帯

日 時 ７月下旬
9:00～12:00
場 所 安楽城保育所・釜淵保育所
対象.人数 高校生・中学生 ５名程度
内容等 子どもたちと遊んで交流します。
申込締切 7 月１８日(金)
受付時間帯 平日 9:00～17:00
真室川町高校生ボランティアサークル

｢ホップ

高校生ボランティアサークル｢ふなっ子｣

☎０２３３（３２）２２４６
舟形町中央公民館 担当：齋藤彰

ステップ｣

☎０２３３（６２）２３０５
真室川町教育委員会 担当：斎藤和成

光生園夏祭り

【舟形町】

日 時 ８月６日(水) 16:00～20:00
場 所 光生園
対象.人数 高校生 何人でも可
内容等 東北福祉大の学生と一緒に活動します。
申込締切 ８月４日(月)

8:30～17:00

受付時間帯

8:30～17:00

保育所訪問

【真室川町】

☎０２３３（３２）２２４６
舟形町中央公民館 担当：齋藤彰

車いす掃除と
シーツ交換体験

日 時 ８月２日（土） 17:00～21:00
場 所 戸沢村若者センター駐車場
対象.人数 高校生 １０名
内容等 出店のお手伝い。各地区の公民館に宿泊し交流

日 時 ８月８日(金) 13:30～16:30
場 所 特別養護老人ホームまごころ荘
対象.人数 高校生 １０名
内容等 車いす磨き洗いとシーツ交換
申込締切 ８月１日(金)

受付時間帯

7 月中

平日 8:30～17:00

受付時間帯

8:00～17:30

☎０２３３（３４）７０１１
特別養護老人ホーム

戸沢村高校生ボランティア

｢ＳＴＡＦＦ｣（戸沢村中央公民館）

スポレク祭
臨時託児所

日 時 ７月２０日(日) 9:30～14:00
場 所 戸沢村中央公民館
対象.人数 高校生・中学生 １０名
内容等 スポレク祭で親が安心して運動できるようにお

【戸沢村】
日 時

受付時間帯

7 月１９日(土)

場 所 各地区公民館
高校生・中学生 ２０名
内容等 小学生が各地区の公民館に宿泊し交流しながら
対象.人数

集団生活を学ぶことをサポートします。

7 月～８月まで

申込締切

8:00～17:30

受付時間帯

戸沢村高校生ボランティア

｢ＳＴＡＦＦ｣（戸沢村中央公民館）
☎０２３３（７２）２３０４
担当：矢作 彰

戸沢流通学合宿
ボランティア

７月中旬～９月中旬までの間に
各地区１回

子さんを預かり読み聞かせや遊びを行います。
申込締切

まごころ荘

担当：高野光輝

☎０２３３（７２）２３０４
担当：矢作 彰

【戸沢村】

機会を提供しませんか。

９月１日(月)
受付付時間帯 平日 9:00～17:00
申込締切

真室川町高校生ボランティアサークル

｢ホップ ステップ｣
☎０２３３（６２）２３０５
真室川町教育委員会 担当：斎藤和成

【金山町】

キッズクラブ
「造形教室」

日 時 ８月２・９・２３・３０日

いずれも土曜日 10:00～12:00
場 所 道草ぶんこう
（旧金山小学校田茂沢分校）
対象.人数 ５～１０名
内容等 金山町キッズクラブの教室の一つとして、希望
者（町内小学生）が文化活動（クラフト工作や
絵画など）を行うお手伝いです。
申込.締切

７月１８日（金）
平日 9:00～17:00

受付時間帯

【戸沢村】

しながら集団生活を学ぶことをサポートします。

日 時 ９月７日（日）8:00～16:00
場 所 真室川町総合保健施設
対象.人数 高校生・中学生 １０名程度
内容等 様々な団体と一緒に子どもたちに体験と交流の

高校生ボランティアサークル｢ふなっ子｣

福祉施設夏祭り
【戸沢村】
ボランティア

申込締切

第 13 回子ども遊び

【真室川町】 体験天国｢えんにち｣

8:00～17:30

戸沢村高校生ボランティア

金山町中央公民館
☎０２３３（５２）２９０２
担当：教学課 丹健一郎

【金山町】

納涼会ボランティア

日 時 ７月２０日(日)
①9:30～11:30 ②14:00～15:00
場 所 みすぎ荘
対象.人数 高校生 ５名程度
内容等 納涼会の準備、後片付け。福祉に興味のある方
大歓迎です。

７月１１日（金）
受付時間帯 平日 8:30～17:30

申込.締切

特別養護老人ホーム

みすぎ荘

☎０２３３（５２）３３００
担当：樋口博

《 ボランティアの作法 》

笑顔であいさつ
自分から進んで元気にあいさつしましょう！

チャレンジ精神
初めてのことにも積極的に挑戦しましょう！

謙虚な心
ボランティアをさせていただくことに感謝！

｢ＳＴＡＦＦ｣（戸沢村中央公民館）

爪は短く清潔に

☎０２３３（７２）２３０４
担当：矢作 彰

時は金なり

衛生面への気配りと爽やかな仕草を大切に！

時間厳守で一期一会の貴重なひと時を大切に！

【最上地区】

ＹＹボランティアセミナー

日 時 ７月３０日（水）～８月１日（金）２泊３日
場 所 新庄市民プラザ 県神室少年自然の家 真室川町内各施設
対象.人数 最北地区の中学生･高校生 定員４０名
参加費 ３，５００円（食事代・保険料など）
内容等 実技講座（読み聞かせ・バルーンアート・パステル画）
福祉施設等訪問（こども園、老人ホームなど）
、参加者相互の交流
ｱﾋﾟｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ 地域のために自分ができることを探してみませんか。この夏、何かに
チャレンジしたい中高生をお待ちしています。
※

参加を希望される方は学校の担任の先生まで申し出てください。
最上教育事務所社会教育課 ☎０２３３（２９）１４４１ 担当：小林

「夏の体験ボランティア」に関する

お問合せ先

ＹＹボランティア中央センター
（山形県青年の家内）
〒９９４－００３２
天童市小路１－７－８

TEL ０２３(６５４)４５４７
FAX ０２３(６５２)２００７
HP：http://seinen.jp

村山エリア情報

平成２６年度 地域青少年ボランティア活動推進事業
ＹＹボランティアビューロー

山形県教育委員会では、青少年期のボランティア活動を推奨しています。
夏休み期間を中心に県内全域で一斉に実施されるボランティア体験会に参加してみませんか。
参加を希望される方は、実施団体に直接、電話でお申し込みください。
また、他地区で活動したい方は、山形県青年の家（023-654-4547）までお問い合わせください。

【山形市】 夏の体験

ボランティア

日 時

夏休み中、ただし日曜・祝日と
８月１３(水)～１７日(日)を
除く 9:30～16:00 の好きな時間
場 所 ワーク・ポケット
山形市小荷駄町８－３４
対象.人数 高校生・中学生 人数制限
なし
参加費 なし
内容等 障がい者の通所施設です。利
用者と一緒に交流しながら、
活動の支援をしてくれるボラ
ンティアの方を募集します。
申込.締切 なし
受付時間帯 8:30～17:15

ワーク・ポケット
☎０２３（６２４）０７２０
担当：長尾毅

【山形市】 介護施設での活動
援助

日 時

８月４日（月）～
８月８日（金） 13:45～16:00
場 所 なごみの里デイサービス
対象.人数 高校生・中学生 各日３名
参加費 なし
内容等 内容：レク活動の手伝い、利
用者とのお話相手等
服装：学校の体育着、内ばき
８／４～８／８の期間中で希
望日を連絡ください。
申込.締切 ７月３１日（木）
受付時間帯 平日 8:30～17:30
特別養護老人ホーム

なごみの里

☎０２３（６４７）８８７１
担当：宇津井久美

【天童市】 納涼祭
日 時
場 所

８月２３日（土） 16:30～19:00
ラフォーレ天童 屋外
（雨天の場合は施設内）
対象.人数 高校生以上 ５名程度
参加費 なし
内容等 納涼祭の準備、入所者の付き
添い、後かたづけ等のボラン
ティアです。福祉に興味のあ
る方歓迎です。
申込.締切 ８月１０日（日）
受付時間帯 平日 8:30～17:00
介護老人保健施設

ラ・フォーレ天童

☎０２３（６５３）８２１１
担当：田中香

第１１回東沢地区
【山形市】 インリーダー・
ジュニアリーダー
育成研修会
日 時

７月１２日（土）8:30～
７月１３日（日）12:30
場 所 １日目：ガンドパーク（集合）
２日目：東沢コミュニティセン
ター
対象.人数 東沢地域の高校生・中学生・
小学生 ２５名
他地域の高校生・中学生
１０名
参加費 東沢地域の人：１０００円
他地域の人：２０００円
内容等 子ども会活動におけるリーダ
ー活動にかかる研修（キャン
プ・川遊び・だがしや楽校）
健康保険証（カードの写可）
、
帽子、軍手、寝袋またはタオ
ルケット（大）等が必要です。
詳細は申込時に確認してくだ
さい。
申込.締切 ７月９日（水）
受付時間帯 平日 9:00～17:00

東沢リーダー育成会
（東沢コミュニティーセンター内）
☎０２３（６２２）５４８０
担当：國井めぐみ

乱川駅周辺の清掃

【天童市】 及びエコキャップ
の分別

日 時
場 所

９月１３日（土） 8:30～12:00
市立天童北部公民館（集合）
及びＪＲ乱川駅周辺
対象.人数 高校生（中学生可）３～４名
参加費 なし
内容等
軍手、草刈り用の鎌、動きやすい服装
（靴）
、帽子、タオル、着替えなど。
乱川駅を利用している高校生のみな
さん、いつも何気なく利用している駅
をきれいにするために地元の人が頑
張っています。一緒に駅をきれいにし
ませんか。
申込.締切 ９月５日（金）
受付時間帯 土日祝日を除く日の 9:00
から 17:00 まで（不在の
場合は、留守電にメッセ
ージと連絡先を入れてく
ださい）

天童市北部地域づくり委員会
☎０２３（６５６）８６４６
担当：須藤

夏祭り

【山形市】 (第一部 子ども

夏祭りの手伝い)

日 時
場 所

７月２７日（日） 10:00～16:00
山形市 むつみハイム
対象.人数 高校生
２～３名
参加費 なし（保険料は各自で負担加
入の上で参加お願いします）
内容等
集合場所は実施会場と同じです。地域
の子どもたちも対象にした施設での
夏祭りです。その会場準備や出店のお
手伝い、片づけをしていただきます。
皆さん、ぜひ参加してみてください。
申込.締切 ７月２１日（月）
受付時間帯
9:00～18:00
母子生活支援施設

むつみハイム

☎０２３（６３２）５０７５
担当：田苗 粟野

【天童市】 第２４回

天童夏まつり

日 時

８月８日(金) ８月９日(土)
17:30～21:00
場 所 天童温泉街ならびに
道の駅天童温泉周辺
対象.人数 高校生
８日：２０名 ９日：１６名
参加費 なし
内容等 集合場所は後日連絡します。
天童夏まつりは、花笠おどり
パレードや将棋神輿など多彩
なイベントが盛りだくさん！
給水所やまつりの誘導などス
タッフとして働いてみません
か？
申込.締切 ７月３１日（木）
受付時間帯 9:00～18:00

天童夏まつり実行委員会
☎０２３（６５３）１６８０
担当：日下部

【天童市】 倉津川の清流化に
向けた水質調査

日 時
場 所

８月９日（土）9:00～12:00
天童市立津山公民館集合
倉津川４か所で実施
対象.人数 高校生・中学生・小学生
１２名
参加費 なし
内容等 津山地域を流れる倉津川に住
んでいる生き物を調べたり、
パックテストを実施したりし
て、どのくらいきれいなのか
を調査します。
申込.締切 ８月１日（金）
受付時間帯 平日 9:00～16:00

津山の自然を守る会
☎０２３（６５４）２５３３

【中山町】 施設内清掃活動
日 時

随時受付

①10:00～12:00
②14:00～16:00
（どちらか）
場 所 中山ひまわり荘
対象.人数 高校生・中学生 ２～３名
参加費 なし
内容等 動きやすい服装、内履き持参
清掃を通して施設で暮らして
いる方とふれあい、福祉の役
割を学んでみませんか？
申込.締切 特になし
受付時間帯 平日 9:00～17:00
特別養護老人ホーム

中山ひまわり荘

☎０２３（６６２）６６３３
担当：黒田玲子

【山辺町】 メルヘン夏祭り
日 時
場 所

８月３日（日）
介護老人保健施設メルヘン
対象.人数 高校生・中学生 ２０名
参加費 なし
内容等 模擬店での販売手伝い、利用
者さんとのコミュニケーショ
ン、利用者さんの付添いなど
です。一緒に夏祭りを楽しみ
ましょう。
申込.締切 ７月２５日（金）
受付時間帯 平日 8:30～17:30
介護老人保健施設 メルヘン
☎０２３（６６７）０００１
担当：鎌田

担当：大江

わんぱく交歓研修会

【上山市】 長寿まつり
日 時
場 所

８月２２日（金）17:30～20:30
上山市金谷字土矢倉 307-1
玉葉会 蔵王長寿園
対象.人数 高校生 １０名
参加費 なし
内容等 長寿まつり終了後の片付け
等。詳しい内容につきまして
は、当日までに役割表を作成
してお渡し致します。動きや
すい格好、内ズック、汗ふき
タオル、水分（飲み物）を用
意してください。
申込締切 ８月９日（土）
受付時間帯 8:45～17:00
養護老人ホーム 蔵王長寿園
☎０２３（６７２）０５６１
担当：ボランティア係 板垣・渋谷

デイサービス
【寒河江市】 ボランティア
日 時
場 所

随時受付
10:00～12:00
特別養護老人ホーム長生園
対象.人数 高校生 ５名
参加費 なし
内容等 アクティビティの手伝いや話
し相手
申込.締切 ７月３０日（水）
受付時間帯 平日 9:30～17:00
特別養護老人ホーム

長生園

☎０２３７（８６）８８６８
担当：岸

【寒河江市】 盆踊り大会
日 時
場 所

８月１日（金）15:00～20:00
特別養護老人ホーム長生園
対象.人数 高校生 ５名
参加費 なし
内容等 盆踊り大会の準備と後片付け
申込.締切 ７月３０日（水）
受付時間帯 平日 9:30～17:00
特別養護老人ホーム

長生園

☎０２３７（８６）８８６８
担当：岸

【上山市】 体験広場
ボランティア
日 時
場 所

８月１７日（日） 10:00～15:00
上山城
対象.人数 高校生
３名程度
参加費 なし
内容等 勾玉作りや弓矢体験コーナー
のサポートスタッフとしてお
手伝いいただきます。楽しい
イベントですので、ぜひご参
加ください。
※昼食、お飲み物は各自で準
備願います。
申込.締切 ８月８日（金）
受付時間帯 平日 8:30～17:15
公益財団法人

上山城郷土資料館

☎０２３（６７３）３６６０
担当：庶務 鏡健治 業務 大場浩子

【上山市】 兼中学生ジュニアリ
ーダーセミナーwith
名取
日 時

①７月２８日（月）
9:00～16:00 打ち合わせ等
②７月２９日（火）8:00～
３１日（木）正午
場 所 蔵王高原坊平
対象.人数 高校生
５名
参加費 なし
内容等 上山市・名取市の小学４～６
年生と中学１～２年生を対象
に２泊３日蔵王坊平の大自然
の中で野外活動を行います。
草原遊びやキャンプファイヤ
ー、牧場体験などジュニアリ
ーダーあすなろと一緒に子ど
もたちと活動しませんか。
申込.締切 ７月７日（月）

ジュニアリーダーあすなろ
（上山市教育委員会生涯学習課）

【寒河江市】さくらんぼ共生園
ころころ遊園
日 時

７月１９日（土）～
９月２１日（日）9:30～12:30
（お盆休み８月１１～１５日）
場 所 さくらんぼ共生園
対象.人数 高校、中学生、小学生
１０名くらいまで
参加費 なし
のお知らせ
内容等 障害をもった方の活動のお手
伝いをしていただきます（陶
芸や外出）
。また、子どもさん
と楽しく遊んでいただきま
す。持ち物はなし。
申込.締切 随時受付
受付時間帯 平日 8:30～18:00

さくらんぼ共生園
☎０２３７（８６）０１６０
担当：木村ルミ子

☎０２３（６７２）１１１１内線３１３
担当：後藤

【寒河江市】チェリーズ
なつまつり
日 時
場 所

８月上旬（予定）9:30～12:30
寒河江市文化センター
対象.人数 高校生 １０名
参加費 なし
内容等 ミニゲームやかき氷等を準備
して子ども達が楽しく遊べる
お祭りを企画しています。内
容についての話し合いを７月
に行いますので、興味のある
方はぜひそちらにもご参加く
ださい。
申込.締切 ８月１日（金）
受付時間帯 平日 8:30～17:15
寒河江市高校生ボランティア

チェリーズ(寒河江市文化センター)
☎０２３７（８６）５１１１
担当：保科

山形県の中学生･高校生による地域に根ざした多様なボラ
ンティア活動は、約４０年の歴史を有しており、ＹＹ（やま
がたヤング）ボランティアの名称で親しまれています。
ぜひ、この機会にＹＹボランティアを体験してください。

平成２６年度 地域青少年ボランティア活動推進事業
ＹＹボランティアビューロー「夏の体験ボランティア」
【河北町】 ピエロのつどい
毎月１回開催予定
日中、約２時間程度
場 所 河北町女性・青少年センター
対象.人数 高校生・中学生
参加費 なし
内容等 毎回、活動内容について話し
合いをしています。やってみ
たい活動を持ち寄って、みん
なで活動しよう！
連絡をいただければ、つどい
の日時をお知らせします。
申込.締切 特になし
受付時間帯 平日 8:30～17:15

第 8 回 24 時間テ

【河北町】 レビ 37「愛は地球
を救う」in かほく

日 時

河北町高校生ボランティアサークル
ピエロ(河北町教育委員会生涯学習課)
☎０２３７（７１）１１１１
担当：原田

【河北町】 保育所訪問
日 時

夏休み期間中
実施時間帯は未定
場 所 河北町内保育施設
対象.人数 高校生・中学生
参加費 ３００円
（ボランティア保険料として）
内容等 具体的な内容は定例会（ピエ
ロのつどい）で話し合ってい
きます。子どもたちと交流し
てみたいと思ったら、ぜひ参
加してみてください！
申込.締切 特になし
受付時間帯 平日 8:30～17:15
河北町高校生ボランティアサークル
ピエロ(河北町教育委員会生涯教育課）
☎０２３７（７１）１１１１
担当：原田

災害のときにはど
【尾花沢市】 うするの？寄りそ
う心を育てよう！
日 時
場 所

７月３１日（木）9:00～15:00
尾花沢市社会福祉協議会
（東光館）
対象.人数 高校生・中学生・小学生
計２０名
参加費 なし
内容等 車いす体験と消防署見学、災
害救助体験。お昼は袋でご飯
を炊く体験をしカレーを食べ
ます。午後からは絵手紙教室
を開催します。東日本大震災
のこと、家族のことを、いろ
んな人のことを思いながら絵
手紙を書いてみましょう。汚
れてもいい服装できてくださ
い。
申込.締切 ７月１８日（金）
受付時間帯 平日 8:15～17:15

村山エリア情報

日 時
場 所

８月３１日（日） 8:00～17:00
河北町どんがホール
対象.人数 高校生・中学生 ５名程度
参加費 なし
内容等 体操着、タオルなどが必要で
す。テレビ番組「24 時間テレ
ビ・愛は地球を救う」で有名
なチャリティイベントです。
地元河北町で８回目となる募
金活動に参加しませんか。
申込.締切 ８月１０日（日）
受付時間帯 平日 9:00～17:00

夏祭り

【西川町】 ボランティア
日 時
場 所

８月２日（土） 16:00～20:30
ケアハイツ西川 駐車場
対象.人数 高校生 ５名程度
参加費 なし
内容等 内容は、模擬店手伝い並びに
施設テーブル・椅子の移動等
になります。動きやすい恰好
でお願いします。
申込.締切 ７月１８日（金）
受付時間帯 平日 9:30～17:30
老人保健福祉施設

河北町どんがホール
☎０２３７（７３）５２８０
担当：古澤

ケアハイツ西川

☎０２３７（７４）４０６５
担当：伊藤浩美

放課後子どもひろ
見守りサポー
ター体験

【大江町】 ば
日 時

【大江町】 荘内の清掃
日 時
場 所

７月２８日（月）9:30～11:30
特別養護老人ホーム 大寿荘
対象.人数 高校生 １０名程度
参加費 なし
内容等 窓ガラスの拭き掃除をお願い
します。室内の拭き掃除はで
きるのですが外側の拭き掃除
ができない状況です。高さが
あります。気をつけてお願い
します。
持ち物は、汚れても良い服装
とタオルを持参してくださ
い。宜しくお願いします。
申込.締切 ７月２２日（火）
受付時間帯 平日 8:30～17:00
特別養護老人ホーム

大寿荘

☎０２３７（６２）４３２８
担当：鈴木真理子

夕涼み会
【尾花沢市】 バルーンアート

プレゼント

日 時

①８月１日（金）17:00～20:30
②８月２日（土）17:00～20:30
場 所 ①おもだか保育園
②よつば保育園
対象.人数 高校生 ５名程度
参加費 なし
内容等 尾花沢市高校生ボランティア
サークル「風ぐるま」のメン
バーと一緒にバルーンアート
を作り、夕涼み会の中で子ど
もたちにプレゼントします。
子どもたちのうれしそうな笑
顔がたまりません！
申込.締切 ７月１８日（金）
受付時間帯 平日 8:30～17:15

風ぐるま

サマーヤングボランティアスクール２０１４

高校生ボランティアサークル

（尾花沢市社会福祉協議会）
☎０２３７（２２）１０９２
担当：石川智子

（尾花沢市教育委員会社会教育課）
☎０２３７（２２）１１１１内線３２１
担当：生涯学習係 橋本・伊藤

８月４日（月）～
８月８日（金） 9:00～17:00
場 所 大江町中央公民館
対象.人数 高校生 １～５名
参加費 なし
内容等 小学４～６年生の児童とふれ
あうボランティアです。子ど
もたちと楽しく活動しよう！
申込.締切 ７月２８日（月）
受付時間帯 8:30～17:00
大江町ボランティアサークル

夢憧布

（大江町中央公民館）
☎０２３７（６２）３６６６
担当：加藤孝幸

【東根市】 ふれあい活動
日 時

７月～１１月 随時受け入れ可
10:00～12:00 14:30～16:30
場 所 特別養護老人ホームおさなぎ
対象.人数 高校生・中学生 何名でも可
参加費 なし
内容等 施設で生活されるお年寄りと
のふれあいで、自分の心も成
長させてみませんか？
受付時間帯 8:30～17:30
特別養護老人ホーム
おさなぎ
☎０２３７（４７）１２３４
担当：小山内・木内

遊びボランティア

【東根市】 活動
日 時
場 所

随時受け入れ可 10:00～16:00
さくらんぼタントクル
センター けやきホール
対象.人数 中学生以上 各日２名
参加費 なし
内容等 ０歳の赤ちゃんから中学生、
高校生までつどう遊び場で
す。自分に何ができるのか、
挑戦を待っています。
受付時間帯 9:00～18:30
NPO 法人

クリエイトひがしね

☎０２３７（４３）０７３３
担当：結城

ひがしねあそびあ
【東根市】 ランド 遊びボラ
ンティア活動
日 時
場 所

通年 9:00～17:00
ひがしねあそびあランド
対象.人数 高校生～小学生 各日５名
参加費 なし
内容等 ひがしねあそびあランドは、
子どもたちが主体的に「自分
の責任で自由に遊ぶ」遊び場
です。自然の中で子どもたち
と走り回れる元気いっぱいの
ボランティアを募集します！
受付時間帯 8:30～18:30

ひがしねあそびあランド
☎０２３７（４３）５５５１
担当：村山恵子

【朝日町】 施設内の清掃活動
日 時
場 所

随時受付 9:00～11:00
ふれあい荘
対象.人数 高校生・中学生
各日１０～１５名
参加費 なし
内容等 施設内清掃、車椅子清掃など
受付時間帯 平日 9:00～17:00
特別養護老人ホーム ふれあい荘
☎０２３７（６７）３６８０
担当：渡辺きよみ

【大石田町】 仁風荘夏まつり
日 時
場 所

８月６日（水）16:00～19:30
仁風荘 駐車場
対象.人数 高校生 ５名
参加費 なし
内容等 利用者様の見守り、移動介助
（車椅子）を職員と一緒にして
いただきます。また、イベント
の準備等の手伝いをお願いし
ます。
申込.締切 ７月３１日（木）
受付時間帯 平日 8:30～17:30
特別養護老人ホーム

仁風荘

☎０２３７（３５）２１２６
担当：山田忠司

【大石田町】 維新祭
日 時
場 所

８月１５日（金）12:30～18:00
大石田駅前広場
対象.人数 高校生 １０名
参加費 なし
内容等 大石田まつり維新祭のトレジ
ャーハンティングイベント
や、スイカ割り選手権、お祭
り屋台のお手伝いをしてくれ
る方を募集しています。一緒
に維新祭を盛り上げよう！
申込.締切 ８月１日（金）
受付時間帯 8:30～17:15

大石田まつりを１０倍楽しくする
会（大石田町役場保健福祉課）
☎０２３７（３５）２１１１内線１３６
担当：笹原章宏

七夕まつりの

【村山市】 ボランティア
日 時

①７月２８日（月）
～８月１日（金）9:30～11:30
②８月６日（水）13:30～15:30
③８月８日（金）16:00～20:00
場 所 村山光ホーム
対象.人数 ①②高校生・中学生・小学生
③高校生 ともに５～６名
参加費 なし
内容等 七夕まつりの準備・かたづけ
などのボランティアです。竹
かざり、輪投げゲーム、ビア
ガーデン、花火大会が予定さ
れています。入所者や地域の
方と一緒に楽しみましょう。
①の内容：竹かざり
②の内容：輪投げゲーム
③の内容：模擬店・花火大会
※日程が変更になる場合があ
ります。そのときは参加希
望者にお知らせします。
申込.締切 ７月１１日（金）
受付時間帯 8:30～17:30
養護老人ホーム

村山光ホーム

☎０２３７（５３）２５２０
担当：佐藤淳子・太田新也

募金活動
【村山地区】 （古切手を送る）
ボランティ
日 時 ①８月２４日(日)9:30～11:30
②９月 ７日(日)9:30～11:30
山形県男女共同参画センター
チェリア 団体活動室
対象.人数 高校生・中学生 各日１０名
参加費 １００円
内容等 世界中で教育を受けられない
子どもへの支援として自分た
ちができること。集めた古切
手を整理し海外へ送る準備へ
の協力。
申込.締切 ８月２２日（金）
場 所

【村山地区】子ども会
サマーキャンプ
日 時

８月９日（土）10:00～
８月１０日（日）13:00
場 所 山形県朝日少年自然の家
対象.人数 小学５年生～高校３年生
４０名
参加費 ２，０００円
内容等 ウォークラリー、キャンプフ
ァイヤー、レクゲームなどを行
います。活動の前には危険予知
トレーニングを実施。
持ち物は着替え、洗面道具、内
ばき、筆記用具など。
楽しくボランティア活動を実
施するための実践的な研修で
す。ぜひご参加ください。
申込.締切 ７月３１日（木）
受付時間帯 10:00～16:30

山形県子ども会育成連合会
☎０２３（６４２）５３１５
担当：佐藤京子

【村山地区】図書館
ボランティア
日 時

７月２２日(火)～２３日(水)
７月２９日(火)～３０日(水)
各日とも 9:00～12:00
場 所 県立図書館（遊学館内）
対象.人数 高校生 各日１～４名
参加費 なし
内容等 動きやすい服装。運動靴、タ
オルが必要
図書館の裏側を覗いてみませ
んか？県民の皆様の知的ニー
ズに応える仕事を体験してく
ださい。
申込.締切 ７月１１日（金）
受付時間帯 9:00～17:00

県立図書館（遊学館内）
☎０２３（６３１）２５２３
担当：総務課 髙橋

ガールスカウト山形県第５団
☎０９０（７３３２）６８４８
担当：古川隆子

《 ボランティアの作法 》

笑顔であいさつ
自分から進んで元気にあいさつしましょう！

「浴衣 de 花笠」
【大石田町】 ゆかた着方教室
スタッフ
日 時
場 所

８月１５日（金）13:00～17:30
クロスカルチャープラザ
対象.人数 高校生
５名
参加費 なし
内容等 高校生対象のゆかた着方教室
の会場準備、受付など。浴衣
の着方を教わり、自分で着た
浴衣姿で、花笠踊りを披露す
るイベントのお手伝い。高校
生と交流し、日本の素晴らし
い伝統文化を体験してみませ
んか？
申込.締切 ７月３１日（木）
受付時間帯 8:30～17:15

二十四孝 PARTⅡ(大石田町福祉会館)
☎０２３７（３５）２０９４
担当：八鍬伊津美

チャレンジ精神
初めてのことにも積極的に挑戦しましょう！

謙虚な心
ボランティアをさせていただくことに感謝！

爪は短く清潔に
衛生面への気配りと爽やかな仕草を大切に！

時は金なり
時間厳守で一期一会の貴重なひと時を大切に！

「夏の体験ボランティア」に関する

お問合せ先
ＹＹボランティア中央センター
（山形県青年の家内）
〒９９４－００３２
天童市小路１－７－８

TEL ０２３(６５４)４５４７
FAX ０２３(６５２)２００７
HP：http://seinen.jp

