
 

 

 

 

 № 施設名・所在地 
対象者・受入人数 

(１日あたり) 
活動内容 受入機関・活動時間 服装・持ち物 ボランティアへの条件 留意事項 

高 

齢 

者 

施 

設 

８ 
特別養護老人ホーム                    

ふじさわ苑 
(人見２０２８-３) 

中学生以上 

(２人) 

レクリエーションのお手伝い、 

食事の片づけ、入浴後の整容等 

８/１～８/２６ 

（８/１１～１８、 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１５:３０ 

活動しやすい服装(ジャージ、体操服等),エプロン

(名札は縫い付ける)、上履き、弁当 
人と接するのが好きな方  

９ 
特別養護老人ホーム                        

あかつき 
(藤野木１１７) 

中学生以上 

(２人) 

利用者とのコミュニケーション・レク活動

の手伝い、車いすでの移動の手伝い、食事

の準備、片付けなどの間接介助 

７/２５～８/２６ 

（土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１５:００ 

活動しやすい服装、筆記用具、エプロン、上履き、

弁当 
福祉に興味がある方 

直接介助は禁止しています。 

事前に検温・風邪症状の確認をお願

いします 

10 
特別養護老人ホーム               

かがやき 

(成塚２１３) 

小学１年生以上 

(３人) 

清掃 ※コロナウイルス感染対策のため、

高齢者との接点を作ることは予定してい

ません 

７/２５～８/２６ 

（土・日曜日、祝日除く） 

①９:３０～１２:３０ 

②１３:３０～１６：３０ 

ジャージ等動きやすい服装、水筒、タオル 
高齢者福祉に興味がある方、 

目的意識をもって活動できる方 

同居ご家族を含む体調確認にて、ボ

ランティア実施日前１週間に異常が

ないこと 

11 
特別養護老人ホーム                        

福寿園 

(本郷３４１-１) 

小学１年生以上 

(２人 相談可)) 

利用者とのコミュニケーション、クラブ活

動参加、 

食事介助の見学、車椅子体験等 

７/２５～８/２６ 

（８/１３～１６、 

土・日曜日、祝日除く） 

１０:００～１６:００ 

ジャージ等動きやすい服装、上履き(かかとのある

もの)、 弁当（又は昼食支給） 

福祉に興味がある方、学ぶ意欲の

ある方 

施設内の感染状況や感染症等の関係

で受入をお断りする場合あり。新型

コロナワクチン予防接種の有無・健

康状態(本人・家族)確認したい 

12 
特別養護老人ホーム                     

清風苑 

(本田４９１５-１) 

小学１年生以上 

(２人) 

利用者との談笑やレクリエーションへの

参加、入浴日はドライヤー等の入浴介助、

清掃やたたみ物等 

７/２５～８/２６ 

１０:００～１６:００ 

動きやすい服装、上履き、水筒(ペットボトル可)、

（昼食は支給） 
高齢者のお世話に興味のある方 

感染予防に注意(マスク着用・手洗

い・アルコール消毒)、ボランティア

前日に体調不良(発熱・風邪症状)が

ある場合は受入日調整 

13 
特別養護老人ホーム                          

フラワーヴィラ 

(小前田２６７７) 

小学５年生～ 

中学生 

(２人) 

地域住民に向けた交流場所でのカフェ運

営のお手伝い 

７/２５～８/２６ 

毎週水曜日のみ 

１２:３０～１５:００ 

エプロン、上履き   

子 

ど 

も 

の 

施 

設 

14 
児童養護施設 

さんあい 

(櫛挽１５-２) 

短大生・大学生 

(２人) 

入所児童の夏休みの学習支援、日中の余暇

活動のサポート等 

７/２５～８/２１ 

１０:００～１５:００ 

(調整可能です) 

動きやすい服装、運動靴、飲み物、タオル 
事前面接実施後に受入判断しま

す 
事前面接時に説明いたします 

15 
深谷市立明戸保育園 

(蓮沼２６０) 

高校生以上 

(１人) 
保育士の手伝い 

７/２６～８/１０ 

（月・金・土・ 

日曜日、祝日除く） 

８:３０～１１:３０ 

動きやすい服装、着替え、タオル、帽子、上履き、

水筒 
  

16 
深谷市立みらい幼児園 

おかべ 

(山河１３８２) 

高校生以上 

(１人) 
保育士の手伝い 

７/２６～８/１０ 

（月・金・土・ 

日曜日、祝日除く） 

８:３０～１１:３０ 

動きやすい服装、着替え、タオル、帽子、上履き、

水筒 
  

17 
深谷市立川本保育園 

(菅沼９８０) 

高校生以上 

(１人) 
保育士の手伝い 

７/２６～８/１０ 

（月・金・土・ 

日曜日、祝日除く） 

８:３０～１１:３０ 

動きやすい服装、着替え、タオル、帽子、上履き、

水筒 
  

18 
深谷市立川本南保育園 

(本田４８８８) 

高校生以上 

(１人) 
保育士の手伝い 

７/２６～８/１０ 

（月・金・土・ 

日曜日、祝日除く） 

８:３０～１１:３０ 

動きやすい服装、着替え、タオル、上履き、水筒   

19 
東光保育園 

(東方町３-１３-３) 

小学５年生以上 

(３人) 
保育士補助、こどもとのふれあい 

７/２５～８/２６ 

（日曜日、祝日除く） 

９:００～１６:００ 

動きやすい服装、エプロン、マグカップ、 

汗拭きタオル、弁当 

子どもが好きな方、意欲を持って

取り組める方 
マスク着用 

20 
すみれ保育園 

(宿根６３０-１) 

中学生以上 

(５人 

(感染状況により 

人数制限有)) 

乳幼児の保育 
７/２５～８/５ 

（土・日曜日、祝日除く） 

８:３０～１６:３０ 

動きやすい服装、着替え一式、運動靴 

社会的ルールを守れる方、子ども

が好きな方、挨拶がきちんとでき

る人、健康な方 

 

21 
あけぼの保育園 

(東方３７００-３) 

中学生～高校生 

(２人) 
子どもの遊び補助 

７/２５～８/２６ 

（８/１３～１６、 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１６:００ 

ジャージ着用(ジーンズ不可)、動きやすい服装、ビ

ーチサンダル、着替えの予備、上履き、タオル(手拭

きやスポーツタオル(首かけ))、帽子、水筒、筆記用

具、エプロン、マグカップ 

子どもと遊ぶのが好きな方  

22 
仙元山保育園 

(上野台３１０１) 

小学６年生以上 

(２人) 
乳幼児の保育、部屋等の掃除及び消毒等 

８/８～８/１０ 

９:００～１６:００ 
動きやすい服装、エプロン、着替え、上履き、弁当 

小中学生に関しては、卒園児の受

け入れを考えます 
体調不良(熱・咳・下痢等)の方は受

け入れできません 

23 
桃園保育園 

(戸森２２６-１) 

中学生以上 

(２人) 
乳幼児保育補佐、読み聞かせ、生活の介助 

７/２５～８/２６ 

（８/１２～１６ 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１３:３０ 

活動しやすい服装(学校指定体操服可)、上履き、 

着替え、タオル、昼食代(１日 250 円) 

乳幼児保育に興味のある方、目的

意識をもって活動できる方 
 

24 
栃の木保育園 

(上柴町東３-１８-３) 

中学生以上 

(２人) 
園児と遊ぶ、保育士の手伝い 

７/２５～８/２６ 

（８/１１～１７、 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１５:３０ 

動きやすい服装、上履き、着替え、タオル、帽子、

水筒 
子どもが好きな方 

欠席の場合は、必ず連絡してくださ

い 

子 

ど 

も 

の 

施 

設 

№ 施設名・所在地 
対象者・受入人数 

(１日あたり) 
活動内容 受入機関・活動時間 服装・持ち物 ボランティアへの条件 留意事項 

25 
のぞみ保育園 

(人見９２-１) 

中学生以上 

２人      
(１人２日以内) 

子どもと一緒に遊ぶ、先生の手伝い 
８/１～８/５ 

８:３０～１１:００ 

動きやすい服装、運動靴、マスク着用、エプロン、

上履き、着替え、水筒、帽子、タオル 

子どもと遊ぶのが好きな方 

※体験決定後、電話で事前打ち

合わせが必要 

ボランティア体験前日、当日に本人

とご家族様に発熱・だるさ・のどの

痛み等の風邪症状がない方 

26 
ふきのとう保育園 

(針ヶ谷４１-３) 

中学生以上 

２人 
乳幼児との生活や遊びの関わり 

７/２５～８/２６ 

（８/１２～１５、 

土・日曜日、祝日除く） 

８:３０～１６:３０ 

汚れても良い服装（ジャージ、Ｔシャツなど動きや

すいもの）、着替え、タオル、帽子、水筒 

自然や生き物に触れあうこと、子

どもと関わること（保育）に興味

がある方 

子ども達と畑仕事や草刈り活動、プ

ール遊びすることも有ります 

27 
桜ケ丘保育園 

(上野台２８９１-１) 

中学生以上 

２人 
保育補助、プール指導や環境整備の手伝い 

７/２５～８/２６ 

(８/１５・１６、 

土・日曜日、祝日除く) 

９:００～１６:００ 

動きやすい服装(Ｔシャツ・ジャージ又はハーフパ

ンツ可)、上履き、タオル、エプロン、帽子、水筒、

弁当 

子どもが好きで何でも前向きに

頑張ってくれる方、風邪症状もな

く健康体であること、爪は切り、

長い髪はしばって下さい 

マスク着用 

28 
花園第２エンゼル保育園 

(小前田２３４５-２) 

小学５年生以上 

２人 

保育士の手伝い、子どもと一緒に遊ぶ、園

内外の環境整備 

７/２５～８/２６ 

（８/１０～１６、 

土・日曜日、祝日除く） 

９:３０～１５:３０ 

動きやすい服装、帽子、タオル、上履き、筆記用具、

水筒、エプロン 
子どもと接するのが好きな方 オリエンテーション時に話します 

29 
豊里こども園 

(新戒６４０-３) 

中学生以上 

３人 

保育士の補助 

(子ども達と関わりながら、保育活動の支

援 

７/２５～８/２６ 

（８/１２～１６、                 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１６:００ 

動きやすい服装、上履き、着替え、タオル、水筒、

帽子(ジーンズ不可)、(給食提供) 
明るく元気である事 

健康(風邪症状がない)である事、プ

ライバシー保護に留意ください 

30 
花園こども園 

(小前田１９９４) 

中学生以上 

３人 

園児と一緒に遊ぶ、保育士の手伝い、園内

外の環境整備等 

７/２５～７/２７ 

８:３０～１１:００ 

体操着(ジャージ)、帽子、タオル、着替え、上履き、

水筒 
子ども達と遊ぶのが好きな方  

31 
花園第二こども園 

(永田４０７) 

中学生以上 

３人 

園児と一緒に遊ぶ、保育士の手伝い、                   

園内外の環境整備等 

７/２５～７/２７ 

８:３０～１１:００ 

体操服（ジャージ）、帽子、タオル、着替え、上履き、

水筒 
子ども達と遊ぶのが好きな方  

32 
明戸学童保育室 

(蓮沼４１３) 

短大生・大学生 

１～２人 
学童の子供達の支援 

７/２５～８/２６ 

（土・日曜日、祝日除く） 

８:３０～１７:００ 

活動しやすい服装、水筒、帽子、スリッパ、コップ、

弁当 

個人情報お取り扱いが留意でき

る方 
 

33 
岡部西学童保育室 

(岡２０１６-１) 

中学生以上 

４人       
（午前２名/午後２名） 

子ども達と一緒に遊ぶこと(体を目一杯つ

かって)、楽しく・安全な遊びや遊び方を

一緒に考えて行うこと 

８/１～８/５ 

９:００～１２:００ 

/１３:００～１６:００ 

動きやすく汚れてもいい服装、タオル、水筒、 

着替え(必要に応じて) 

元気で明るい方、子どもが好きな

方、からだを使って遊ぶことが好

きな方 

 

34 
深谷西クラブ 

(栄町１５-１８) 

中学生以上 

２人 

小学生と一緒に室内遊びや外で鬼ごっこ

などの遊び 

７/２５～８/１９ 

(土・日曜日、祝日除く) 

８:００～１７:００の間で 

３～５時間程度 

動きやすい服装、飲み物、タオル、弁当(お昼をまた

ぐボランティアの場合) 

中学生以上で、小学生と楽しく遊

べる方 
 

35 
わかばクラブ 

(人見８０９-２) 

中学生以上 

２人 

小学生児童の保育（宿題・自主学習の指導、                           

遊びを通して子ども達と触れ合う） 

７/２５～８/２６ 

(土・日曜日、祝日除く) 

１０:００～１７:００の間で 

３～５時間程度 

動きやすい服装、タオル、コップ、弁当 子どもが好きな中学生以上  

36 
プリズムクラブ 

(上柴町西５-３-７) 

中学生以上 

２人 
子どもと一緒に遊ぶ、学習サポート 

７/２５～８/２６ 

(土・日曜日、祝日除く) 

８:００～１８:００ 

３～５時間程度 

動きやすい服装、タオル、弁当(お昼の時間に活動が

ある場合)、飲み物 

子どもと一緒に鬼ごっこやトラ

ンプができる方 
 

37 
キッズガーデンアフター 

スクールケア 

(上柴町東３-８-８) 

中学生以上 
午前・午後３人ずつ 

子どもとの関わり(自由時間での遊び相手

や企画イベントの手伝い、勉強の補助)、

清掃、その他(活動の手伝い等) 

７/２５～８/２６ 

（８/１５・１６、 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１２:００ 

又は 

１５:００～１８:００ 

動きやすく汚れてもよい服装、運動靴、室内履き、

帽子、飲み物、コップ(割れない物) 

子どもと遊ぶのが好きな方、やる

気のある方 

毎日、健康観察カードの記入をして

もらいます。(ご本人もしくはご家族

の方に)37.5℃以上又は体調がすぐ

れない方は欠席して下さい。 

38 
こどもとおはなしの家 

(上柴町東５-１８-１) 

中学生以上 

２人 

学習の補助と一緒にあそぶなど(学習～外

あそび～昼食～読書～読み語り～室内あ

そび～校庭であそぶ) 

７/２５～８/２６ 

（８/１１～１６、 

土・日曜日除く） 

８:３０～１８：００ 

動きやすい服装、筆記用具、弁当又は昼食代（４０

０円） 

２日以上(午前 or 午後のみでも

可)のボランティアをお願いしま

す。８月４日・１８日に行う夏の

体験活動のボランティアも可能 

 

39 
川本南 

アフタースクールケア 

(本田４４４７－２) 

中学生以上 

３人 

児童と一緒に掃除をしたり、学習をした

り、遊んだりします 

７/２５～８/２５ 

（８/１３～１６、 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１７:００の間で 

都合のつく時間 

動きやすい服装、上履き、飲み物、着替え、弁当 児童も自分も楽しめる方 

コロナ禍につき、ご本人もしくはご

家族の方に発熱・のどの痛み等の風

邪症状がある場合はご遠慮下さい。

また、受入日の前夜・当朝の検温を

お願いします 

40 
中央学童クラブ 

(小前田７９１-４) 

中学生以上 

２人 

宿題の手助け、室内・室外遊びの補助、そ

の他雑務 

７/２５～８/１９ 

（８/５、８/１２～１６ 

土・日曜日、祝日除く） 

９:００～１７:００ 

動きやすい服装、タオル、帽子、エプロン、弁当 
子ども達と元気よく遊んでくれ

る方 
 

41 
花園学童保育室 

(小前田１４６３-１) 

中学生以上 

４人 

学童児の世話（宿題を見たり、室内遊び、

戸外遊び等を一緒に行う） 

８/２２～８/２６  

９:００～１２:００     

動きやすい服装、着替え、タオル、上履き、帽子、

水筒 
子どもと遊ぶのが好きな方 子どもの安全に気をつける 


