生徒・学生
社会人向け

2017

体験期間 7/21金- 8/31木

活動メニューブック
主催｜荒川区社会福祉協議会 荒川ボランティアセンター あらかわ地域活動サロンふらっと . フラット
後援｜荒川区 荒川区教育委員会

荒川ボランティアセンターはどんなことをしているの？
ボランティア活動を希望するかたに活動先の紹介や、ボランティ

つなぐ

アに関する様々な相談を受け付けています。また、ボランティア
の支援を必要とするかたにボランティアを紹介しています。

ボランティア活動の普及のためのＰＲ活動並びにボランティア情

ひろめる

報誌「あらんてあ」
「こどもあらんてあ」発行をしています。また、
福祉の授業などで学校への協力や、ボランティアフェストなどを
通じてボランティアを普及するイベントを行っています。
ボランティアに関心のあるかたや活動中のかたが知識や技術を得

まなぶ

ることができるよう、講座や体験を企画・開催するとともに、ひ
とりでも多くのボランティアが活動に関われるように、世代別入
門講座なども実施しています。
各種研修会の開催をはじめ、資機材や印刷機の貸し出し、ボラン

ささえる

ティア保険の取り扱い等を行っています。また、区内のボランティ
アグループ・NPO などの活動を支援する「地域活動助成金制度」
も実施しています。

荒川ボランティアセンター
OPEN 9:00 ～ 17:00（月～土）
TEL 03-3802-3338 FAX 03-3802-3831
vorasen@arakawa-shakyo.or.jp
〒116-0003 荒川区南千住 1-13-20
都電「三ノ輪橋」徒歩２分
イトーヨーカードー前

あらかわ地域活動サロンふらっと . フラット

町
屋
←王子

OPEN 13:00 ～ 19:00（月～金）＊第１・３水・金は 13:00 ～ 21:00

宮地ロータリー

明治通り

→三ノ輪

←

〒116-0002 荒川区荒川 3-49-1 生涯学習センター１階
生涯学習センター

ラーメン店

JR 三河島

TEL 03-3891-8571 FAX 03-3891-8572
ﬂat_ﬂat@arakawa-shakyo.or.jp

峡
田
小

仲町通り商店街

JR「三河島」徒歩5分
都バス「荒川三丁目」徒歩3分

－
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ボランティアってなに？
「ボランティア」ということばは、ラテン語のボランタールといわれ自由・正義・
勇気を意味しています。ちょっとした勇気とやさしい気持ちがあればだれでも、
いつでもできる活動です。ボランティアをした後にきっと「やさしい」「さわや
かな」気持ちになれるでしょう。

ボランティアの約束

1 自主性・主体性

自らの意思で参加する活動であり、他から強制されたり、義務で行う活動ではありません。

2 社会性・連帯性

誰もが共に生きるノーマライゼーションの考え方に根ざした活動です。
誰もが対等な関係のもとで活動することが重要です。

3 無償性

精神的報酬を得る活動であり、相手に代償を求めたり、金銭の報酬を得ることを
期待して行う活動ではありません。

4 創造性・先駆性

地域の様々なニーズに対し、関わり、豊かな福祉コミュニティを
つくるための活動です。

－
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ボランティア当日までの流れ

1
2
3
4

プログラムを決める。
活動メニューブックをよく読み、参加したいプログラムを決める。

仮登録用紙を送る 6/26 月まで
FAX・E-meil・郵送にて荒川ボランティアセンターヘ送る。

夏休みの宿題やプールなど、
ほかの予定も考えて
無理のない計画を立てよう！

( 中高生のみ ) 同意書を記入する

学年､日数､曜日など
活動先の条件を確認して選ぼう！

活動メニューブックに入っている「仮登録用紙」を記入し、

活動メニューブックに入っている「同意書」を記入する。

説明会

「自分にできるかなぁ～？」 と思うけど
チャレンジしてみよう！

①活動メニューブックに入っている「同意書」を受付に提出する。( 中高生のみ )
②ボランティア保険の加入手続きを行う。
③オリエンテーション（ボランティアの心得、注意事項など）
④活動登録完了

第1回

7/1（土）
10：00受付開始
10:30-12:00

サンパール荒川 ( 荒川区荒川 1-1-1）

5階 第5・6集会室
第2回

7/2（日）
13：00受付開始
13:30-15:00
5階 第7集会室

持ち物：活動メニューブック、筆記具、ボランティア保険代（300円）、同意書
＊どちらかに必ずご参加ください。参加できない場合はご相談ください。
＊原則として代理の人による申し込みはできません｡必ず本人が申し込みに来てください｡
＊中高生は必ず保護者の署名のある同意書をお持ちください。

5

- 細菌検査について 保育園を希望される方は、細菌検査が必要です。荒川保健所や他の検査機関で申請してください。
（南千住七丁目保育園・尾久隣保館保育園・なかよし保育園を除く）
( 荒川保健所での検査について : 結果は 2 週間後、受付日も限られています。
説明会当日、細菌検査キットをお持ち帰りください。荒川保健所 03-3802-3111）

ボランティア当日
すてきな体験を！

－
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活動メニューの見方と仮登録用紙記入例
このマークがついているプログラムは
事前に必ず細菌検査が必要です！

活動可能日と定員

自分の学年が入っているか確認！
持参品など忘れないように！ 服装なども指定通りに！

説明会出席日に必ずチェックを入れてください！

しゃきょ

社協

う ひ
らり

ひ

らり
荒川区
南千住
１－１３－
２０
社協中
学校
社協昭
一 父

１

４
０３－３８
０２－３３
３８
中学
３年

０９０－１
２３４－
５６７８

子００－
１
熊野前
保育園

ボランティアしたい日に
〇をつけてください

活動番号と ！
活動先を記入

－
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活動するときに気をつけるポイント

あいさつはしっかりしましょう
ボランティアの基本は、コミュニケーションです。

欠席や遅刻は必ず連絡しましょう
連絡は早めに ! 直接施設に電話してください ! あなたを待っている人がいます。

おしゃべりは最小限にしましょう
無駄なおしゃべりはやめましょう｡

相手の気持ちを考えて行動しましょう
自分勝手な行動はせず、かかりの方に聞いて行動しましょう｡

積極的に行動しましょう
最初は、わからないことばかりですが、前向きに !

困ったことは
一人で悩まないで、
活動先やボランティアセンター
へ相談してください！
（荒川ボランティアセンター
03-3802-3338）

ひとりひとりが助け合うきもちが大切。
世の中にどんな人がいて、
自分ができる「みんなのため」ってどんなことだろう。
ボランティア体験をして考えてみよう。

－
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活動メニュー目次

高齢者

子ども

障がい

その他

・特別養護老人ホーム癒しの里南千住 ･･･････････････････････ 08
・荒川東部在宅高齢者通所サービスセンター･･････････････ 08
・介護老人保健施設ひぐらしの里････････････････････････････････ 08
・荒川区立荒川老人福祉センター ･･･････････････････････････････ 09
・特別養護老人ホームさくら館 ･･････････････････････････････････ 10
・デイサービスセンターさくら館 ････････････････････････････････ 10
・グループホームかりーの ････････････････････････････････････････ 10
・西尾久東部在宅高齢者通所サービスセンター ･････････ 10
・町屋ふれあい館 ･･･････････････････････････････････････ 12
・荒川山吹ふれあい館 ････････････････････････････････ 12
・西尾久ふれあい館 ･･･････････････････････････････････ 13
・尾久ふれあい館 ･･･････････････････････････････････ 13
・熊野前ひろば館 ･･････････････････････････････････････ 14
・西日暮里二丁目ひろば館 ･･････････････････････････ 14
・東日暮里ふれあい館 ･････････････････････････････････ 15
・夕やけこやけふれあい館 ･･･････････････････････ 16
・汐入東小にこにこすくーる ････････････････････････ 16
・五峡小学童クラブ・にこにこすくーる･････････ 16
・七峡小学童クラブ・にこにこすくーる ･･･････ 17
・九峡小学童クラブ ････････････････････････････････････ 17
・尾久六にこにこすくーる ･･･････････････････････････ 18
・二日小学童クラブ・にこにこすーくる ････････ 18
・荒川区立第二南千住保育園 ･･････････････････ 18
・南千住七丁目保育園 ･････････････････････････････ 18
・汐入とちのき保育園 ･･････････････････････････････ 19
・仁風保育園 ････････････････････････････････････････････ 19
・荒川区立三河島保育園 ･････････････････････････････ 19
・ドンボスコ保育園 ･････････････････････････････････････ 19

・荒川区立荒川さつき保育園 ････････････････････････････････ 20
・荒川区立原保育園 ･･････････････････････････････････････････････ 20
・尾久隣保館保育園 ･･････････････････････････････････････････････ 20
・荒川区立熊野前保育園 ･･･････････････････････････････････････ 20
・荒川区立東尾久保育園 ･･･････････････････････････････････････ 21
・認証保育園 なかよし保育園････････････････････････････････ 21
・荒川区立第二東日暮里保育園 ････････････････････････････ 21
・荒川区東日暮里保育園 ･････････････････････････････････････ 21
・荒川区立ひぐらし保育園 ･････････････････････････････････････ 22
・荒川区立荒川保育園 ･･･････････････････････････････････････････ 22
・荒川区立西日暮里保育園
･･･････････････････････････････ 22
・町屋保育園 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 22
・荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン････････････････ 23
・汐入おもちゃ図書館子育て交流サロン････････････････ 23
・おぐぎんざおもちゃ図書館子育て交流サロン･････ 24
・みんなの実家＠まちや（実家倶楽部）･･････････････････ 24
・子ども村:中高生ホッとステーション ･･････････････････ 25
・あらかわ冒険遊び場の会 ････････････････････････････････････ 25

・荒川サッカー広場 ･･･････････････････････････････････････････ 26
・手話サークルみんなの手 ･･･････････････････････････････ 27
・音訳カナリアの会 ･･･････････････････････････････････････････ 27
・荒川やさしい街づくりの会 ･････････････････････････････ 27
・荒川区立荒川生活実習所 ････････････････････････････････････ 28
・荒川区立福祉作業所 ････････････････････････････････････････ 29
・手話サークル朝の会 ･･･････････････････････････････････････････ 29
・荒川区聴覚障害者協会 ･･･････････････････････････････････････ 29
・ハローブリッヂ ････････････････････････････････････････････････････ 29
・荒川区立尾久生活実習所あらかわ希望の家･･･････ 30
・支援センター アゼリア ･･･････････････････････････････････････ 30
・生活クラブスニーカー ････････････････････････････････････ 31
・作業所ボンエルフ ･･････････････････････････････････････････ 31
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････････････････････････････････････････････ 34
・おもちゃ病院 ･･････････････････････････････････････････････････････ 35
・エプロンおばさん ･･･････････････････････････････････････････････ 35
・多文化共生センター東京 ･････････････････････････････････ 35
・熊野前商店街振興組合 ･･･････････････････････････････････････ 36
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総務省が発表した65歳以上の高齢者の人口は3186万人（平成25年９
月15日現在推計）
で、総人口に占める割合は25.0％となり、人口、割合共に
過去最高となりました。
高齢者人口の総人口に占める割合は、昭和60年に10％を超え、20年後
の平成17年には20％を超え、
その８年後の25年に25.0％となり、初めて４
人に１人が高齢者となりました。
高齢者の方々も豊かな知識、技能を活かして地域でさまざまな活動に積
極的に参加されています。
しかし、暮らしや住まい、健康、仕事、生きがいな
どさまざまな問題や課題を抱えている方もいます。年をとっても住み慣れ
た地域で生きがいを持って豊かに暮らせるために行政だけでなく私たち
は何をしていくことが必要なのでしょうか。高齢者の方の施設や地域でボ
ランティア活動を体験してみましょう。

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
常に介護を必要としていても自宅では介護できない状態である寝たきりや認知症の高齢者のための
入所施設です。生活の介護や機能訓練などがサービスの中心です。
■介護老人保健施設
病状が慢性期にある高齢者の対してリハビリテーションを中心に、看護・介護や限定的な医療を行う
施設です。
■在宅高齢者通所サービスセンター(デイサービス）
在宅の高齢者のうち、家族による日中の介護が困難な高齢者が通所し、食事・入浴・趣味活動 などが
受けられる施設です。
■グループホーム（認知症対応型老人共同生活援助事業）
認知症を患っている高齢者が、専門の介護スタッフの援助を受けながら１つのユニット
（５〜９人）
で
共同生活を送るのがグループホームです。入居者の能力に応じてそれぞれが料理や掃除などの役割を
分担しながら、
自立した生活を送ります。家庭の団らんを楽しみながら、
自宅で過ごすのと同じような雰
囲気での生活を送れるのが特徴です。
■荒川区立老人福祉センター
満60歳以上の健康な高齢者の「生きがい」の創出と
「社会参加」への機会の提供等を役割とし、各種教
室の開催、交流事業、健康相談などを実施する施設です。

－
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高齢者
特別養護老人ホーム 癒しの里
No.高 01 高齢者の方々が生活されている場所です。
レクリエーションや体操を行っています。
社会福祉法人
三幸福祉会

南千住

住所：荒川区南千住 6-67-8
電話：03-3803-3700 FAX：03-3803-3780 担当者：花島・堀内
交通アクセス：京成線「千住大橋駅」・ＪＲ、日比谷線「南千住駅」より徒歩 12 分・都電荒川
線「荒川区役所」より徒歩 15 分・コミュニティバスさくら「南千住図書館」より徒歩 3 分

活動

夏まつりのボランティア
◆時間：10：00 〜 14：30
◆学年：中２以上
◆場所：当施設 ◆持参品：昼食は支給します。動きやすい服装（Ｔシャツ、
ポロシャツ、ジャージなど ）
・上履き

高 01-1

７月２３日（日）
10 名まで

ハーフパンツ（短パン）、スカート、サンダルは不可。

活動 お年寄りとのコミュニケーション、タオル、洗濯物たたみ、そうじなど
◆時間：13：00 〜 15：00 ※時間は相談可
◆学年：中２以上

高 01-2

◆場所：当施設 ◆持参品：動きやすい服装（Ｔシャツ、ポロシャツ、ジャー
ジなど）・上履き・エプロン

ハーフパンツ（短パン）、スカート、サンダルは不可。 説明会は当日、行います。夏休み以外にも、日常の活動のボランティア募集中

No.高 02 高齢者の方々が日中通われ、レクリエーションやリハビリ、入浴などを
行なっています。
荒川東部在宅高齢者通所サービスセンター

住所：荒川区荒川 1-34-6
電話：03-3805-5200 FAX：03-3802-1683 担当者：鈴木 大介
交通アクセス：都電荒川線「荒川区役所前」より徒歩 3 分
都バス「荒川一丁目」より徒歩 2 分

活動 ご利用者様へのお茶出しやお話相手、レクリエーションなどを
一緒に行う。

高 02-1

◆時間：9：00 〜 12：00 ◆学年：中学生以上 ◆場所：２階デイルーム
◆持参品：エプロン・上ばき・タオル・動きやすい服装

服装：ジーンズ、ジャージ可。スカートや露出の多い服装は避けてください。

No.高 03

介護老人保健施設 ひぐらしの里

ご利用者様、ご家族様の信頼にお応えできる様、スタッフが
協力して心のこもったケアの提供に務めております。
住所：荒川区西日暮里1-4-1
電話：03-3803-5153 FAX：03-3806-6806 担当者：志摩 安子
交通アクセス：都電荒川線「三ノ輪橋」より徒歩２分
日比谷線「三ノ輪」より徒歩５分

活動 介護体験
◆時間：9：30〜 12：00

高03-1

◆学年：高校生
◆場所：ひぐらしの里通所リハビリテーション、入所棟 ◆募集条件：
◆持参品：エプロン、動きやすい服装

－
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高齢者

No.高 04 介護予防施設の為、高齢者の方々に健康で明るい生活を送って頂
けるように、色々な催しや趣味活動、事業を行っています。
荒川区立荒川老人福祉センター

住所：荒川区荒川 1-34-6
電話：03-3802-1666 FAX：03-3802-1683 担当者：大田・小松
交通アクセス：都電荒川線「荒川区役所前」より徒歩 3 分
日比谷線「三ノ輪駅」より徒歩 10 分

活動

高 04-1

入浴サービスの受付
脱衣室・浴槽の清掃
(浴槽清掃後、リハビリ訓練で使用のマット洗い）

◆時間：14：30 〜 16：30 男性のみ
◆学年：中２〜高校生まで ◆場所：3F 浴室前
◆持参品：動きやすい服装、タオル、足ふき用タオル、T シャツ、くつ下、水分

大変厳しいので、しっかり昼食をすませて取り組んで下さい。濡れるので着替え、タオルは必要です。

机の汚れを落とす作業など）
活動 教室の片づけ（
◆時間：13：00 〜 15：00

高04-2

７月２８日（金）
２名
８月１８日（金）
２名

◆学年：中３〜高校生まで
◆場所：当施設 4F会議室〜廊下（給湯室付近）
◆持参品：動きやすい服装、エプロン、タオル

肌の露出の多いものは不可。女子はズボン着用。

活動 いこい室、舞台装飾の作業
◆時間：13：00 〜 15：00

高 04-3

◆場所：３階いこい室
◆持参品：動きやすい服装

◆学年：中１、中２

８月５日（土）
２名

肌の露出の多いものは不可。女子はズボン着用。

－
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高齢者

No. 高 05

特別養護老人ホーム さくら館

高齢者の方々がお住いになっています。日々の暮らしをサポート
見守りさせていただき安心して生活していただきます。
住所：荒川区町屋 7-10-6
電話：03-3894-3561 FAX：03-3894-3562 担当者：関戸・鶴
交通アクセス：都電荒川線・千代田線「町屋駅」徒歩約 12 分
都バス「町屋三丁目」徒歩 2 分
レクなどのお手伝い、高齢者のお話相手、日常生活の
お手伝い
◆時間：13：00 〜 16：00 ◆学年：中学生以上
◆場所：特養フロア２F〜5Fの１フロア
◆持参品：エプロン・上ばき・飲み物・動きやすい服装

活動

高05-１

No. 高 06

デイサービスセンター さくら館

高齢者の方々が朝〜夕方まで通い、ゆったり過ごされたり、
りハビリをしたり、レク等行なっている施設です。
住所：荒川区町屋 7-10-6
電話：03-3894-3561 FAX：03-3894-3562 担当者：関戸・鶴
交通アクセス：都電荒川線・千代田線「町屋駅」徒歩約 12 分
都バス「町屋三丁目」徒歩 2 分
レクなどのお手伝い、高齢者様のお話し相手
日常生活のお手伝い
◆時間：13：00 〜 16：00 ◆学年：中学生以上
◆場所：デイサービスフロア
◆持参品：エプロン・上ばき・飲み物・動きやすい服装

活動

高06-1

No.高 07

認知症対応型共同生活介護グループホームかりーの

認知症の高齢者の方が暮らしているお家です。

住所：荒川区荒川 6-41-4
電話：03-3819-5564 FAX：03-3819-5723 担当者：石渡（ホーム長）
交通アクセス：都電荒川線「町屋二丁目」の電停の目の前、
1 階大泉内科クリニック

活動 調理手伝い、散歩同行、レクリエーションほか
◆時間：9：00 〜 20：00 (申込み書に時間を記入下さい）

高 07-1

◆学年：中学生以上
◆場所：グループホームかりーの
◆持参品：動きやすい服装 ※午前と午後にかかる場合は昼食代 300 円

認知症の方の生活を知るための体験と考えて来ていただきたい。いっしょに料理を作ったりしますので体調が悪い場合は、ご遠慮願います。

笑顔あふれるセンターをモットーに利用者と楽しい一日をすご
No.高 08 しています。

西尾久東部在宅高齢者通所サービスセンター

住所：荒川区西尾久 1-1-12
電話：03-3893-3515 FAX：03-3893-3599 担当者：三川、宮崎
交通アクセス：都電「宮の前」停留所徒歩 10 分、舎人線「赤土小学校」
徒歩 10 分、JR 山の手線「田端駅」徒歩 15 分

活動 高齢者とのコミュニケーション活動(体操、レクリエーション）への参加、お茶出しなど
9：00 〜 16：00

高08-1

中学生

信愛のぞみの郷 1F
・お弁当持参・水とう・タオル

動きやすい服装（ジャージ可）、靴はスニーカーで（サンダルは不可）
体調不良などの症状があるときは、申告をしてください。
－
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子どもに
関る活動

日本は1997年に少子社会となり、子どもの数が少なくなっています。
日
本の総人口は2005年に戦後初めて自然減少しました。
その少子化の影
響は、
さまざまなものありますが、子ども数の減少による子ども同士、特
に異年齢の子ども同士の交流の機会の減少、過保護化などにより、子ど
もの社会性がはぐくまれにくくなるなど、子ども自身の健やかな成長へ
の影響が懸念されます。地域社会全体で、子どもたちを見守る環境が必
要です。
また、子育て中の親への支援も必要です。
保育園、学童クラブ、ひろば館、ふれあい館やおもちゃ図書館や子育て支
援団体などで地域の方々が、子どもたちの見守り、遊び相手、学習指導な
どさまざまなボランティア活動にたずさわっています。

■保育所
保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育が欠ける子供を1日ごとに預り養育すること
を目的 とする施設です。厚生労働省が管轄し児童福祉法に規定される児童福祉施設です。
■こども園
幼保一元化施設といわれ、幼稚園と保育園の双方の良さをとり入れ、０歳から小学校までの子ども
に対し一貫した教育及び保育を行う施設です。
■学童クラブ
荒川区に居住する小学校１年生から３年生までで、保護者の就労などによる放課後適切な保護を受
けられない児童を対象に、遊びと生活の場を提供しています。毎日、学校が終わったら学童クラブで
勉強したり遊んだりしています。
■にこにこすくーる
放課後の子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参加を得て、子どもたち
と共に遊びをはじめ、勉強やスポーツ・文化活動などの交流を図っています。
■おもちゃ図書館
障がいのある子どもたちが、いろいろなおもちゃや友だちに出逢い、楽しく遊ぶことを目的につくられ
ました。現在は、障がいの有無に関係なく誰でも遊べます。
■ひろば館・ふれあい館
子どもなら誰でも自由に遊んだり行事に参加したりすることができる児童館です。図書室や遊戯室、
体育室、工作室などがあります。

－
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子ども

No.子 01

町屋ふれあい館

乳幼児から高齢者までの方が使用できる複合施設。

住所：荒川区町屋1-35-8
電話：03-3800-2011 FAX：03-3800-2013 担当者：大橋
交通アクセス：都電荒川線「町屋駅前」より徒歩 7 分
京成線･東京メトロ「町屋」より徒歩 7 分
施設、町会のお祭り補助

活動

子01-1

◆時間：15：00 〜 20：00 ◆学年：中学生以上

8 月 6 日（日）
４名

◆場所：町屋ふれあい館・藍染公園 ◆持参品：動きやすい服装

活動

子01-2

小学生

デイキャンプの補助

◆時間：9：00 〜 18：00 ◆学年：中学生以上 ◆場所：館内
◆持参品：動きやすい服装

8 月４日（金）
５名

※昼食は支給します。

No.子 02 乳幼児から高齢者まで幅広い世代が利用する施設です。
荒川山吹ふれあい館

住所：荒川区荒川 7-6-8
電話：03-3805-2860 FAX：03-3805-2861 担当者：白岩茂樹
交通アクセス：京成線・千代田線「町屋駅」より徒歩 5 分 都電荒川線
「荒川七丁目」より徒歩２分

活動 館行事「デイキャンプ」の補助

子02-1

◆時間：9：30 〜 17：30
◆場所：当館多目的室ほか

◆学年：中２以上（社会人不可）
◆持参品：動きやすい服装、昼食

活動 館行事「水であそぼう」の補助
◆時間：13：00 〜 15：00
◆学年：中２以上（社会人不可）

子02-2

◆場所：玄関前
◆持参品：動きやすい服装、（着替え）

－
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子ども

No.子 03

西尾久ふれあい館

乳幼児事業･児童事業･中高生成人事業･高齢者事業･学童ク
ラブを運営する複合施設です。
住所：荒川区西尾久 8-33-31
電話：03-3810-6219 FAX：03-3810-6251 担当者：鈴木 祥代
交通アクセス：都電荒川線「荒川車庫前」徒歩１分
ＪＲ「尾久駅」より徒歩１０分

活動

子03-1

尾久第六小学校

西尾久
ふれあい館

小学生対象行事「デイキャンプ」ゲーム会･小屋づくりの補助、 荒川車庫
遠足の引率など
荒川車庫前
◆時間：9：00 〜 16：00
◆学年：中学生、高校生
←王子
◆場所：当ふれあい館、館外（遠足）◆持参品：動きやすい服装
（ジーンズ可）スカートや肌の露出の多い服装は不可。昼食持参。

町屋→

都電

入館料などは館負担。交通費は自己負担。

No.子 04

尾久ふれあい館

乳幼児から高齢者まで全世代が集う複合施設です。

住所：荒川区西尾久 2-25-1
電話：03-3809-2511 FAX：03-3809-2522 担当者：青木 孝太
交通アクセス：都電荒川線「小台」または「宮ノ前」より徒歩２分
ハッピーベイビータイム
活動 ◆時間：10：00
〜 11：45
◆学年：中学生〜高校生

子04-1

尾久ふれあい館

◆場所：４階多目的室
◆募集条件：
◆持参品：上ばき、動きやすい服装

おばけやしき準備
活動 ◆時間：13：00
〜 17：00

子04-2

◆学年：中２〜高校生
◆場所：３階洋室２
◆募集条件：
◆持参品：上ばき、動きやすい服装

－

尾久ふれあい館
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－

子ども

No.子 05

荒川区立熊野前ひろば館

0 〜 18 歳未満の児童とその保護者が利用できる児童館です。

住所：荒川区東尾久 5-9-3 アクト 21 ２階
電話：03-3893-2362 FAX：03-3893-2362 担当者：坂野･村田
交通アクセス：都電荒川線「熊野前」より徒歩 3 分
日暮里･舎人ライナー「熊野前」より徒歩 3 分
「夏のくまっこタイム」赤ちゃんや幼児と一緒に体操したり、リ
ズム遊びをしたり、紙芝居、手遊び等を行います。
◆時間：10：30 〜 12：00 ◆学年：中学生のみ ◆場所：館内 多目的室
◆募集条件：※説明会に参加してください。 ◆持参品：動きやすい服装
（スカートは不可）肌の露出の多い服装は不可。水分を持ってきてください。
※かならず説明会に参加：7/21（金）10:00〜11:00（参加出来ない場合は、個別に行います）

活動

子05-1

活動

「くまっちふれあい夏まつり」ゲーム屋、おかし屋、リサイクル
マーケット等のコーナーで幼児と交流したりお店の係をしたりします。
◆時間：10：00 〜 16：00 ◆学年：中学生のみ ◆場所：館内
◆募集条件：※説明会に参加してください。 ◆持参品：動きやすい服装
（スカートは不可）肌の露出の多い服装は不可。水分を持ってきてください。

子05-2

※昼食は持参しても、食べに帰ってもOK。※かならず説明会に参加：8/23（水）15:00〜16:00（参加出来ない場合は、個別に行います）

西日暮里二丁目ひろば館
No.子 06 乳幼児と保護者、小中学生、高校生が
遊びに来る施設です。
住所：荒川区西日暮里2-32-25
電話：03-3807-4720 FAX：03-3807-4720 担当者：峯田千秋
交通アクセス：山手線「日暮里駅」より徒歩５分

ひぐらし小に併設

活動 児童指導補助、行事準備、行事運営補助、制作準備など
◆時間：9：30〜17：00（要相談※事前に施設へ連絡をして決めてください）

子06-1

◆学年：中学生以上 ◆場所：当施設 ◆持参品：動きやすい服装

－
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子ども

No.子 07

東日暮里ふれあい館

乳幼児から高齢者までの、幅広い年代の方々が利用する地域の
コミュニティー施設。
住所：荒川区東日暮里 1-17-13
電話：03-3807-6383 FAX：03-3806-6281 担当者：久保田たつ子
交通アクセス：日比谷線「三ﾉ輪駅」より徒歩 3 分
都電荒川線「三ノ輪橋」より徒歩 5 分

王

子

明

治

通

り

三ノ輪病院

オリンピック

活動

子07-1

公園

子育て支援健康講座の託児
◆時間：10：00 〜 12：00
◆場所：プレイルーム（２階）
◆学年：中学生以上
◆持参品：エプロン・上履き・動きやすい服装

大関横丁

上野

王

子

明

治

通

り

オリンピック

活動

子07-2

三ノ輪病院

公園

親子ふれあいひろばの補助(見守りと遊具の整理・整頓）
◆時間：15：00 〜 17：30
◆場所：プレイルーム（２階）
◆学年：中学生以上
◆持参品：エプロン・上履き・動きやすい服装

大関横丁

上野

王

子

明

治

通

り

オリンピック

活動

児童館業務の補助（遊びのサポート・片づけ・清掃）
◆時間：15：00 〜 18：00
◆学年：中学生以上 ◆場所：多目的室、創作室、プレイルーム
◆持参品：エプロン・上履き・動きやすい服装

子07-3

三ノ輪病院

公園

大関横丁

上野

動きやすい服装（ジャージ・ジーンズ可）
、スカートや肌の露出の多い服装・アクセサリーは不可

－
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－

