NPOで 高校生

の

夏ボラ体験 2019
参加募集要項

高校生の皆さん、ＮＰＯって聞いたことありますか？
ＮＰＯといっても、国際交流、お年寄りや障がいをもっている人達のサポート、自然を守る
活動など、様々な分野があります。高校生の皆さんが将来目指している職業、勉強したいと
思う分野を、ＮＰＯで実践している人たちもいます。
「ボランティア活動に参加してみたい」「夏休みを利用して、これからの将来を考えたい」と
思った皆さん！まずは、このボランティア体験プログラムから、一歩踏み出す夏にしてみ
ませんか？

主催：

NPOで高校生の夏ボラ体験実行委員会
仙台事務局：認定NPO法人杜の伝言板ゆるる
石巻事務局：NPO法人にじいろクレヨン

後援： 宮城県教育委員会
名取市教育委員会

仙台市教育委員会
岩沼市教育委員会

共催：

かほく
「１０８」
クラブ

協賛：

東北労働金庫

石巻市教育委員会
大河原町教育委員会

夏ボラプログラムの流れ
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参加申込
希望するＮＰＯ、日時を 3 つ選んで
申込みます。
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事前学習会

ＮＰＯ、ボランティアについてや、
「伝わる文章
の書き方」を学びます。そして、参加者の皆さん
とNPOメンバーの顔合わせと打ち合わせをし
ます。

体験先決定

●仙台会場

7月13日
（土）13：00〜16：00
7月14日
（日）13：00〜16：00
会場･･･河北新報社 別館ホール
（地下鉄五橋駅から徒歩8分）
※仙台会場は、体験先により
どちらかの日程に決定します。

体験するＮＰＯが決まったら、学校
を通してお知らせします。

●石巻会場

7月15日
（月・祝）13：30〜16：30
会場･･･三陸河北新報社
かほくホール
（JR石巻駅から徒歩9分）
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夏ボラ体験

期間：7月20日
（土）〜8月25日
（日）
※各NPOのプログラムにより
体験日は異なります。
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体験談投稿

夏ボラ体験を振り返り、あなたが感
じた思いや気づきを文章にして送っ
てください。
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修了証発行

ボランティア体験の記念として修了
証を発行します。
※体験談投稿者のみ
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体験談集発行

皆さんの夏ボラ体験談をまとめて冊
子にします。体験談を寄せてくれた
皆さんや高校にお届けします。

ＮＰＯで高校生の夏ボラ体験 2019応募要項
募集人数

150 名
※各NPOごとに先着順（募集人数は各NPOにより異なります）

参 加 費

500 円
※ この費用は、参加高校生のボランティア保険代の他、参加者や各高校・受入団体との連絡のための
通信費に充てられます。（事前学習会及びボランティア体験先への交通費は自己負担となります）

参加方法

ボランティア体験をしたい NPO を希望順に 3 つ選択し、所定の申込用紙に記入して、各高校の先生を通し、
下記申込先まで FAX か郵送でお送りください。後日、担当の先生に連絡いたします。
認定 NPO 法人 杜の伝言板ゆるる

申 込 先
応募締切

〒983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-11-6

TEL：022-791-9323

コーポラス島田B6

FAX：022-791-9327

6月30日（日）必着
・ボランティア体験は原則として 3 日間、あるいは選択したすべての日程に参加することが条件となります。
●お友達同士（同じ高校・同学年同士）での同じ日程のプログラムへの参加は人数制限があります。

注意事項

●ボランティア体験は、事前学習会への参加が必要です。参加できない場合は体験ができません。
・事前説明会の会場と日時は、希望するボランティア体験先によって決まります。
・ボランティア体験先決定後のキャンセルは、ご遠慮願います。
・各ボランティア体験は現地集合・現地解散が基本となります。

各団体の詳細が分かる ! 今すぐチェック！
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夏ボラ体験の様子をのぞいてみよう！

ＮＰＯで高校生の夏ボラ体験 2019

ＮＰＯで 高 校 生 の 夏 ボ ラ ブ ロ グ

https://www.yururu.com/yururu̲sys/?page̲id=797

https://www.yururu.com/?cat=55

ボランティア体験先ＮＰＯマップ
①せんだい杜の子ども劇場
②地域生活支援オレンジねっと
③碁ランティア

①せんだい杜の子ども劇場
③碁ランティア
⑩仙台夜まわりグループ
⑪麦の会
⑫杜の伝言板ゆるる
⑬アマニ・ヤ・アフリカ
⑮冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

泉区
青葉区

③碁ランティア
④せんだいファミリーサポート・ネットワーク
⑤宮城善意通訳者の会
⑥シニアのための市民ネットワーク仙台
⑦みやぎ発達障害サポートネット
⑨萌友
⑩仙台夜まわりグループ

仙台市

太白区

宮城野区
若林区

名取市
大河原町

③碁ランティア
④せんだいファミリーサポート・ネットワーク
⑭あかねグループ
⑮冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

⑰子育て応援団ゆうわ
⑱名取ハマボウフウの会

岩沼

⑲ホームひなたぼっこ

⑧アフタースクールぱるけ
⑯FOR YOUにこにこの家
⑳ほっとあい

※法人格は省略し、掲載しております。

NPOで高校生の夏ボラ体験実行委員会
仙台事務局：認定NPO法人杜の伝言板ゆるる
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-11-6
コーポラス島田B6
●TEL：022-791-9323
●FAX：022-791-9327
●E-MAIL：npo@yururu.com
●URL：https://www.yururu.com

【 仙 台 市 】
① NPO法人せんだい杜の子ども劇場
子ども達が芸術に触れることで、豊か
な感性と創造性、社会性を身につけて
成長してほしいという願いを込め、親
子での舞台芸術鑑賞や年齢の異なる
子ども達が集い、あそび体験ができる
環境づくりを行っています。

仙台市泉区・宮城野区

◎当日の活動・日時・場所
8月1日
（木） 11：00〜16：00
法人事務所
（地下鉄泉中央駅より徒歩10分）
当法人の会報
「杜の子つうしん」
発送準備・イベント準備・事務作業等。
8月7日
（水）
〜8月8日
（木） 10：00〜17：00
仙台市榴岡児童館
（仙台駅東口より徒歩10分）
仙台市新田児童館
（東北本線東仙台駅より徒歩10分）
児童館において、
主に児童クラブ児童の遊びのサポー
トと生活の手助け。
児童館に来館する親子の遊びの見
守り、
遊び相手等。
◎その他
・集合場所、集合時間について事前学習会で説明があります。
・昼食は各自で用意してください。
・服装は動きやすい服装であれば特に指定はありません。

② NPO法人地域生活支援オレンジねっと
地域には困りごとを抱えて助けを求めて
いる人がたくさんいます。
こうした方の
支援を行うボランティアセンターです。
①生活支援活動（掃除、買物、病院の付
添い、話し相手、草取り、子育てなど）②
サロンでは高齢者の集いの場③コミュ
ニティカフェではランチ＆弁当配達④
子ども達の夏休みイベント⑤医療や福
祉施設の見学⑥まちづくり事業（お祭
り・特技を活かし合う企画）

仙台市泉区

◎当日の活動
コミュニティカフェの手伝い、弁当配達、
子育て支援活動、補装具製造施設の見学など
◎日時・場所
①7月31日
（水）〜8月2日
（金）
②8月7日
（水）〜8月9日
（金）
※①②のいずれかを選択。
9：00〜15：30
法人事務所・カフェ＆サロン
（地下鉄旭ヶ丘駅からバス5分程）
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③ 碁ランティア
「碁ランティア」は、コミュニケーション
の手段としての碁を広めている、子ど
も好きやアニメ好きが集うボランティ
アグループで、大学生・高校生などが
半分位です。碁は全く知らなくても大
丈夫。子どもと
「真剣勝負」
したり、遊ん
だり、お絵描きしたりしましょう。

仙台市宮城野区・青葉区・若林区・泉区
◎当日の活動
囲碁活動、囲碁イベントの準備や対局など。
◎日時・場所
①児童館で囲碁
7月29日、8月1日、5日、7日、8日、19日、21日、22日のうち3日間。
活動時間は約2時間30分で、開始時間は場所によって異なります。
場所は市内児童館（古城、七北田、東六、岡田、若林、八幡、南材木）
②子ども囲碁教室
7月27日
（土）、8月3日
（土）、8月24日
（土）
9：40〜15：30
リビングこども囲碁教室（電力ビル前バス停そば）
③イベント
「親子で囲碁」
7月28日
（日）、8月10日
（土）
12：40〜16：00
エルパーク仙台（地下鉄勾当台公園駅そば）
※①〜③のいずれかを選択。

④ NPO法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク
乳幼児のための子育て支援施設です。
0〜6歳までの親子が利用しています。
親子が自由に遊べるひろばで、子ども
と一緒に遊んだり、おもちゃの片づけ
等の館内整備、イベントのお手伝いが
主な活動です。最終日はお話し会（絵
本の読み聞かせ、手遊び等）を開催し
てもらいます。

仙台市青葉区・若林区

◎当日の活動
ひろばで活動（イベント開催時はイベントのお手伝い）、
お話し会準備、お話し会開催
◎日時・場所
①7/30（火）〜8/1（木） ②8/2（金）〜8/4（日）
③8/8（木）〜8/10（土） ④8/16（金）〜8/18（日）
10：00〜15：00
※①〜④のいずれかを選択。
⑤のびすく仙台（地下鉄南北線広瀬通駅すぐ）
⑥のびすく若林（地下鉄東西線薬師堂駅徒歩10分）
※⑤⑥のいずれかを選択。

⑤ 宮城善意通訳者の会（MGGC＝Miyagi Goodwill Guide Club） 仙台市青葉区
宮城を訪れる外国人への通訳ボラン
ティア活動を30年以上続けています。
現在、英語・ドイツ語・スペイン語など、
多言語への対応が可能です。語学勉強
会や異文化交流などの行事も楽しく
行っています。最も力を入れているの
が、七夕期間中、仙台駅で行う外国人
観光客への観光案内と通訳サポート
です。英語力が絶対必要というわけで
はありません。
「外国の人へのサポート
をしてみたい！」
という気持ちがある方、
どなたでも歓迎です。
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◎当日の活動
2人一組で案内所周辺での活動、1時間ごとに報告と記録。
◎日時・場所
8月6日
（火）〜8日
（木）
10：00〜17：00
仙台駅ステンドグラス前（仙台駅）
◎その他
・解散時間は参加者の居住地域、また天候
の状況により考慮します。
・できれば簡単な七夕勉強会を会員と一緒
に受けてもらいたいと思います。

⑥ NPO法人シニアのための市民ネットワーク仙台
「行くところがある、会う人がいる、する
ことがある」のスローガンの下に、シニ
アが自立して生きがいづくりをしてい
る団体です。活動サークルは「観光ガ
イド」
「朗読」
「うたごえ」
「歩く会」
「デジ
カメ」
「短歌」
「俳句」
「麻雀」
「パソコン」

仙台市青葉区

◎当日の活動
七夕飾りの制作。
◎日時・場所
7月23日
（火）
・7月24日
（水）
・7月26日
（金）
10：30〜15：00
法人事務所（地下鉄東西線一番町駅より1分）

「パステルアート」など多岐にわたって
います。

⑦ 認定NPO法人みやぎ発達障害サポートネット
講座やワークを通してNPOや発達障
害について学んだり、小・中学生の余
暇支援を体験したりします。工作や調
理など課題活動の手伝いや、おもちゃ
やゲームなどで一緒に遊んだり話した
りしながら子供たちと関わります。

仙台市青葉区

◎当日の活動
学ぼう
（講座①発達障害疑似体験②発達障害ってなんだろう
③NPOってなんだろう）、体験しよう
（来所する子供たちの余暇支援）
◎日時・場所
①7/25（木）〜7/26（金） ②8/1（木）〜8/2（金）
③8/8（木）〜8/9（金）
※①〜③のいずれかを選択。
原則として2日間の参加。
13：00〜17：00
ぬくもりすぺいす虹っ子
（地下鉄旭ヶ丘駅から徒歩5分）
◎その他
活動しやすい服装で。
スカート・アクセサリー不可。

⑧ 認定NPO法人アフタースクールぱるけ
ぱるけ南仙台は小学生対象、ぱるけ西
中田は中学生・高校生を対象とした放
課後等デイサービスです。夏休み（長
期休暇）は、平日にできないことを企
画しています。外出、外食、
プール、ぱる
け合同イベントなど楽しく活動を行い
ます。
日頃出来ないことにチャレンジし
ますので、ボランティアの皆さん、一緒
に活動に参加してください。

仙台市太白区

◎当日の活動
コーナー活動（好きな遊び）、全体活動（外食、
プール、
クラフト）など。
◎日時・場所
①7月22日
（月）〜8月23日
（金）の間で土・日・祝日・8月13日〜8月15日を
除く3日間（連続しなくてもよい）。
10：00〜16：00
ぱるけ南仙台
（JR南仙台駅から徒歩15分）
②8月19日
（月）
・20日
（火）
・22日
（木）
10：00〜16：00
ぱるけ西中田
（JR南仙台駅から徒歩20分）
※①②のいずれかを選択。
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⑨ NPO法人萌友
仙台には住む所を失い路上という厳
しい状況で生活を余儀なくされている
方が多くいらっしゃいます。そのような
方々から「困った時、相談できる人」
と
なれるよう様々な取組を続けています。
食事提供もそのひとつ、現場を知るこ
とでホームレス問題について誤解・偏

仙台市青葉区
◎当日の活動
調理・提供品の仕分け、食事提供、会場撤収など。
◎日時・場所
8月10日
（土） 9：00〜14：30 カトリック元寺小路教会、五橋公園
8月17日
（土） 10：00〜14：30

仙台市福祉プラザ

◎その他
・初日は連携団体のカトリック正義と平和仙台協議会の炊出しへ参加していただ
きます。

見なく正しく理解できる人（特に若い

・調理苦手でも大歓迎！

世代のみなさん）が一人でも増える手

・昼食持参不要。

がかりになったら嬉しいです。

⑩ NPO法人仙台夜まわりグループ
3日とも路上生活を余儀なくされている
方々、生活に困っている方々へ、今日の
命をつなぐ食事等の支援提供とこれか
らの生活への相談支援の場です。3日
間のうち、2日以上参加できる方に限り
ます。

仙台市青葉区

◎当日の活動
1日目：夜回り
（ホームレスの方々の安否確認で起居の場をまわり、食糧等の手渡
し）2日目：大人食堂（会場準備、配膳や支援物資手渡し等）及び座学。3日目：食事
会と自立支援セミナー（会場準備、配膳や支援物資手渡し）
◎日時・場所
7月31日
（水）19：45〜21：00 仙台駅周辺
8月1日
（木）9：00〜11：30 みやぎNPOプラザ
8月3日
（土）11：00〜13：30 仙台市福祉プラザ
◎その他
・７月31日の夜回りは雨天決行。
両手を使えるように貴重品は身につけて。
・8月1日、3日は座学を行いますので筆記用具
等持参。

⑪ 認定NPO法人麦の会
麦の会では、障害者と共に働く場「コッ
ペ」の運営をしています。
コッペでは国
産小麦を使い、パンとクッキーを作っ
ています。みなさんにも一緒にパンと
クッキーを作ってもらいます。障害の
ある人と一緒に働くことを実感してみ
ませんか。
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仙台市宮城野区
◎当日の活動
パン・クッキー作り、袋詰めなど。
◎日時・場所
7月22日（月）〜8月23日（金）の間で、土・日・祝日・8月13日・8月14日を除く3日間
（連続しなくてもよい）。
8：30〜15：00
コッペ（JR東仙台駅徒歩10分。
）

⑫ 認定NPO法人杜の伝言板ゆるる
NPOやボランティアとして活動してい
る人達に様々な情報を届け、地域の人
がボランティアに参加しやすい環境づ
くりを進めています。そして、市民活動
支援施設「みやぎNPOプラザ」や、情報
支援サイト
「みやぎNPO情報ネット」の

仙台市宮城野区

◎当日の活動
NPOに関する新聞記事の整理、PCでテキスト入力、サロンにポップ作成など。
◎日時・場所
8月6日
（火）〜8日
（木）原則として3日間の参加。
10：00〜16：00
法人事務局（JR仙台駅東口から徒歩10分）

管理運営も行っています。

⑬ NPO法人アマニ・ヤ・アフリカ
アマニ・ヤ・アフリカが長年支援してい
るアフリカを映像や写真等を使って紹
介いたします。
また、
アフリカ料理の試
食をしたり、
フェアトレードの仕組みを
理解する為、実際フェアトレードで作ら
れたものを手に取り、販売している所
を見学して頂きます。アフリカの現状

仙台市青葉区

◎当日の活動
アフリカに関する講習会、
フェアトレードの勉強、
アフリカ料理の試食など。
◎日時・場所
8月6日
（火） 10：30〜12：30
8月７日
（水） 10：00〜13：00
みやぎNPOプラザ
（JR榴ヶ岡駅より徒歩5分。）

や日本とのつながりなど、今後の進路
等を考える為の新しい発見と知識を得
て欲しいと考えています。

⑭ 認定NPO法人あかねグループ
高齢者等のご自宅へ手作り弁当を届
ける配食サービスの現場と、高齢者が
気軽に参加できる介護予防お楽しみ
サロンでの体験です。配食事業…弁当
の盛付け等と配達（弁当の手渡しと安
否確認）ふれあいサロン…高齢利用者
との交流・食事の配膳

仙台市若林区

◎当日の活動
配達、昼食時の配膳、サロン利用者との交流（歌、体操、
ゲーム他）。
◎日時・場所
①7月24日
（水）〜7月25日
（木）
②8月6日
（火）〜8月7日
（水）
③8月8日
（木）〜8月9日
（金）
④7月26日
（金）、8月5日
（月）、8月9日
（金）
※①〜④のいずれか選択。
10：00〜15：30
法人事務所（地下鉄東西線薬師堂駅より
徒歩20分）
◎その他
スケジュールは変更になる可能性が
あります。
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⑮ 認定NPO法人冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク
「冒険遊び場」は、子どもの「やってみ
たい！」
で始まる自由な遊びを大切にし
ています。スタッフは子どもの遊び心
を刺激したり、やりたいことの実現に
向けて相談に乗ったり、遊び仲間の輪
を広げる手伝いをしたり…と様々な動
きをします。今回は2ヶ所の遊び場で、
自らも思い切り遊びながら、子どもが
のびのび遊ぶ場づくりをしましょう。

◎当日の活動
廃材を使った木工作、遊具づくり、集団遊び、水遊びなど、
天候や子どもたちの様子を見て行います。
◎日時・場所
7月20日
（土）〜7月21日
（日） 10：30〜16：30
海岸公園冒険広場（市営バス井土浜・中野行き）
7月28日
（日） 10：00〜16：00
田子西2丁目公園
（JR仙石線福田町駅より徒歩15分）
◎その他
・動きやすく、汚れても濡れてもいい服装
（着替えを準備する）
。
・運動靴（サンダルでも可）。
・日焼け、熱中症対策をしっかりとしてください。
・飲み物、昼食は持参してください。
・交通手段については応相談。

⑯ NPO法人FOR YOUにこにこの家
「みんなで手をつなごう」
・
「みんなで支
えあおう」を念頭に、地域福祉に取り組
んでいます。にこにこの家の利用者さん
や児童館の子ども達から、
たくさんの元
気とパワーそして笑顔をもらいながら、
東中田地区で活動しています。
また、東
中田の高齢者・障害者、子育て支援団
体とネットワークを組み、地域の福祉・
防災・子育て支援の向上を目指し、講演
会やワークショップ、様々な世代で楽し
めるイベントを開催しています。

仙台市若林区

仙台市太白区

◎当日の活動
そうめんながし補助、利用者さんとのふれあい、
にこにこ児童館まつりの手伝いなど。
◎日時・場所
8月3日
（土）東四郎丸児童館（JR南仙台駅からバスで約20〜25分。）
8月6日
（火）FOR YOUにこにこの家（JR南仙台駅からバスで約20〜25分。）
8月17日
（土）東四郎丸児童館
9：00〜16：00
◎その他
・昼食持参不要。
・飲み物（お茶かお水）、筆記用具、
上靴持参。
・動きやすい服装で（短パン、スカート、
露出の多い服不可）。

【 名 取 市 】
⑰ NPO法人子育て応援団ゆうわ
児童センター及び放課後児童クラブの
活動補助。乳幼児や小学生と、遊びを
通じて、たくさん関わってもらいたいと
思います。
また、夏休み期間中各種行事
を実施するので、その準備などのサポ
ートもお願致します。皆さんが小学生の
頃に遊んだ遊び、得意なスポーツなど、
自分自身がこれまでの経験から培って
きたものを、利用している子どもたちと
の関わりの中で伝えていって下さい。
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◎当日の活動
児童センターの1日の流れに沿って活動をする。
各種行事実施により日程変更あり。
◎日時・場所
7月23日
（火）〜8月23日
（金）の期間で土・日・祝日を除いた3日間
（参加日数等相談可）。
10：15〜17：00（時短等相談可）
①那智が丘児童センター
（宮交バス那智が丘行き）
②増田児童センター（JR名取駅徒歩10分）
③下増田児童センター
（仙台空港アクセス線美田園駅徒歩10分）
※①〜③のいずれか選択。

名取市

⑱ NPO法人名取ハマボウフウの会
ハマボウフウって知っていますか？宮城
県で一時、絶滅も危惧された海浜植物で
す。そのハマボウフウをはじめとした海浜
植物が咲き誇る
「海岸のお花畑」を目指し
て、名取市閖上海岸で2001年から活動し
ています。東日本大震災で、海岸は壊滅状
態になりましたが、その中で生き残った
ハマボウフウの保護育成を通じて、自然
豊かな海岸を次世代に継承しよう！という
「お花畑づくり」への挑戦は今も続いてい
ます。地道な活動ですが、夢とロマンがあ
ります。ぜひ活動に参加してみませんか？

名取市

◎当日の活動
①ハマボウフウ栽培畑での除草作業
②ハマボウフウ保護区補修作業

③閖上復興状況視察

◎日時と場所
8月3日
（土）〜8月4日
（日） 10：00〜16：30
JR名取駅東口（JR仙台駅から15分）に
集合。
◎その他
・夏対策（帽子等）をすること。
・飲料水、昼食は支給。
・雨天の場合は別途調整。

【 岩 沼 市 】
⑲ NPO法人ホームひなたぼっこ
私たちは、通所介護事業、保育事業をはじ
め、障がいをもつ子ども達が安全に安心
して過ごせる環境づくりや、地域住民が交
流できるおしゃべりサロンなど、幅広く活
動しています。
「赤ちゃんからお年寄りま
で一つ屋根の下で大家族のように」を活
動理念として、子どもから高齢者まで多世
代で手を取り合い、助け合い、
ともに楽し
みや喜びを分かち合いながら生き生きと
充実した日々をすごせるよう努めていま
す。あなたも「大家族」の一員として一緒
に楽しく過ごしませんか。

岩沼市

◎当日の活動
介護補助
（利用者の見守り、
話相手、
付き添い）
、
保育補助
（保育の補助、
遊び相手）
、
日常業務補助（調理、配食、掃除、整備他）
◎日時と場所
①7月22日
（月）〜7月27日
（土） ②7月29日
（月）〜8月3日
（土）
③8月5日
（月）〜8月10日
（土）
※①〜③のいずれかを選択し、
その中で連続した3日間（3日以上も可。
）
9：00〜16：00
ひなたぼっこ桑原（JR岩沼駅より徒歩約20分）、
ひなたぼっこ二木、ひなたぼっこ子どもの園

【 大 河 原 町 】
⑳ NPO法人ほっとあい
「ほっとする・あったかい・助け合う・愛」これがほっと
あいの名称にこめられた思いです。以前は自分のし
たいことが自由にできていたのに、現在は高齢や障
がいなどのために生活のしづらさや、喪失感等のた
めに自分らしくあることが困難な方がいらっしゃいま
す。このような方にとって、ありのままの自分が認め
られ、役割があって、待っていてくれる人がいて、笑顔
をかわし話をする人がいる、そのような「友達や仲間
との交流の場」は、自尊心を回復することのできる大
切な場になっています。
「ほっとあいの家・おしゃべり
サロン」は支援している方に助けられ、支え合いの場
でもあります。皆さんの体験は、社会の中で出会う
様々な出来事を乗り越えていくヒントになるでしょう。

大河原町
◎当日の活動
会場セッティング、
スタッフの手伝い、参加者の皆さんと交流など。
◎日時・場所
①7月27日
（土）9：00〜17：00、7月29日
（月）9：00〜16：00
②8月3日
（土）9：00〜17：00、8月5日
（月）9：00〜16：00
③8月21日
（水）9：00〜16：00、8月24日
（土）9：00〜17：00
※①〜③のいずれかを選択。
ほっとあいの家
（JR大河原駅から徒歩15分）
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ボランティア体験先ＮＰＯマップ

㉓ベビースマイル石巻

㉕3.11みらいサポート

石巻市

㉔夢みの里
㉖こども∞感ぱにー
NPOで高校生の夏ボラ体験実行委員会

㉒にじいろクレヨン
㉑いしのまきNPOセンター
※法人格は省略し、掲載しております。

石巻事務局：NPO法人にじいろクレヨン
〒986-0859 石巻市大街道西2丁目2-25
オフィス棟
●TEL＆FAX：0225-25-5144
●E-MAIL：info@nijiiro-kureyon.jp
●URL：http://nijiiro-kureyon.jp/

【 石 巻 市 】
㉑ NPO法人いしのまきNPOセンター
私たちは石巻圏域のNPO等市民公益
団体の活動支援を目的として、平成12
年に設立された「NPOのためのNPO」
です。
「石巻市NPO支援オフィス」の運
営や、100余りの団体が参加するネット
ワーク
「石巻市NPO連絡会議」の事務
局を担っています。団体設立、運営の
相談や地元新聞社との協働による情
報発信など、様々な形で圏域のNPOを
支援し、地元の復興と活性化に寄与し
ます。

◎当日の活動
会報紙の発送作業、NPO支援オフィスの業務を体験、市内NPO団体へ活動見学・
取材など。
◎日時と場所
7月22日
（月）〜7月23日
（火）
10：00〜15：00
石巻市NPO支援オフィス
（石巻駅から徒歩10分）
◎その他
・動きやすい服装
・昼食持参

㉒ NPO法人にじいろクレヨン
東日本大震災をきっかけに、石巻市を
中心に活動しています。震災後、ほとん
どの公園が仮設住宅となり、子ども達
が安心・安全に遊ぶ場所がなくなって
しまいました。そこで、被災した子ども
達のための遊び場を通した心のケア
と、子ども達が遊べる場、居場所づくり
を行っています。2015年からは、児童
館「のくのくハウス」に来館する子ども
達に寄り添った遊びと、見守り活動も
行っています。
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石巻市

石巻市

◎当日の活動・日時・場所
0〜3歳の子どもとその保護者と一緒に遊びながら居場所作りを行います。
また、
蛇田新立野地区にて、小学生の子ども達と一緒に遊びながら見守りを行います。
7月31日
（水）、8月7日
（水）、8月21日
（水）の3日間。
10：00〜17：00
にじいろひろば
（石巻市立釜小学校から徒歩2分）
◎当日の活動・日時・場所
お絵描き教室のサポートを行います。一緒に制作
したり、調理の補助をしたり、子どもの寄り添いを
行います。
7月20日
（土）
・8月3日
（土）、8月24日
（土）の3日間。
9：00〜16：00
あけぼの集会所（イオンモール石巻から徒歩15分）

㉓ NPO法人ベビースマイル石巻
「石巻の子育てを楽しく、快適に！」を合言葉
に、子育てを楽しむ場、石巻がたくさんの子
どもたちの笑顔であふれるように、
と活動し
ています。東日本大震災の影響で、子どもた
ちの遊べる場も減少してしまいました。そこ
で、私たちは、親子が育ち合える環境づくり、
機会提供をしています。高校生の皆さんに
は、子育て広場「スマイル」を中心に赤ちゃ
んや子どもたちと遊ぶ活動に参加してもら
います。活動を通して地域で子育てを支える
ことについて一緒に感じてみましょう。

石巻市

◎当日の活動
子育て広場「スマイル」を利用する0〜4歳
くらいの親子との関わり、子どもたちの見
守り、遊ぶ活動。
◎日時・場所
8月7日
（水）〜8月9日
（金）
9：30〜15：30
子育てひろば「スマイル」
（イオンモール石巻から徒歩15分）

㉔ NPO法人夢みの里
発達に気がかりがあるお子さんをお預かり
する福祉事業所です。ぴのっちお・青い鳥児
童館は就学児（7才〜18才）。青い鳥ことりは
未就学児（0才〜6才）。
とても元気で個性あ
ふれるこどもたちが夏休みをどう過ごしてい
るのか…。
こどもと同じ目線で一緒に遊びな
がら、職員の目線で必要なお手伝いをしなが
ら…。
楽しい夏休みを一緒に過ごしましょう。

石巻市
◎当日の活動
子どもたちとの交流、個別活動、集団活動など。
◎日時・場所
①8月8日
（木）〜8月10日
（土）、②8月22日
（木）〜8月24日
（土）
10：00〜15：30 ※①②のいずれかを選択。
③ぴのっちお（JR石巻駅から徒歩20分）
④青い鳥児童館（JR蛇田駅から徒歩20分）
⑤青い鳥ことり
（JR蛇田駅から徒歩20分）
※③〜⑤のいずれかを選択。

㉕ 公益社団法人3.11みらいサポート
私たちは「つなぐ3.11の学びを生きる力に」
をミッションにして、東日本大震災を未来へ
伝える活動をしています。今回は私たちが運
営する展示施設である南浜つなぐ館の見学
やタブレットを使用した防災プログラムの体
験、8月11日に開催される予定の「ココロの
灯り」
（夜間の点灯行事は自由参加）のお手
伝いをします。天候が良ければドローンの空
撮体験出来るかも！今年は震災を伝える活動
について学び、考えるきっかけの夏にしてみ
ませんか？

◎当日の活動
南浜つなぐ館などの見学、防災プログラム体験、
「ココロの灯り」設営のお
手伝いなど。
◎日時・場所
8月10日
（土）〜8月12日
（月・祝日）
9：00〜16：00
法人事務所（石巻駅から徒歩10分）へ
集合。

㉖ NPO法人こども∞（むげん）感ぱにー
未就学児から小・中学生、その保護者、地域
住民を対象に居場所づくりを行います。子ど
も達のやってみたい！を大切に、専属スタッ
フと一緒に遊びながら見守ります。

石巻市

石巻市

◎当日の活動
未就学児と小・中学生との遊び、保護者との交流など。
◎日時・場所
7月26日
（金）〜7月28日
（日）原則として3日間連続。
10：00〜17：00
黄金浜ちびっこあそび場
（石巻線渡波駅から徒歩15分）
◎その他
お昼ごはん用に食材1品持参。
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仕送り
（家賃・生活費など）の
お受け取りに便利で
とってもおトク！
！

©ROKIN

他行ATM・CDお引出し
手数料をご利用回数分
全額キャッシュバック※する

ATMお引出し手数料

「全額還元サービス」
ご利用手数料はいったんご負担いただく
場合がありますが、即時キャッシュバック
いたします。

2019年6月1日現在

※〈東北ろうきん〉のキャッシュカードで、銀行・信金など全国のMICS加盟金融機関、ゆうちょ銀行、
コンビニエンスストアのATM・CDから
「お引出し」
された際のお引出し手数料を
【時間外】
・
【土曜日】
・
【日曜日】
・
【祝日】
の手数料も含めて、
キャッシュバックいたします。

対象となる
「普通預金」
「貯蓄預金」
「カードローン
（マイプラン・教育ローンカード型・生き活きカード）
」
キャッシュカード
お問合わせは＜東北ろうきん＞最寄りの店舗へ

0120-1919-62

受付時間：平日午前9時〜午後5時
https://www.tohoku-rokin.or.jp

