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参加までの流れ
① 専用フォームまたは電話でまつど市民活動サポートセンターへ来館予約をしよう！
②決まった日にサポートセンターへ来館して、コーディネーターと面談をしよう！
③マッチングの会に参加して、団体さんと直接話して自分の活動日を決めよう！
④マッチングの際に決めた活動日に活動しよう！

●マッチングの会

7/18

（

祝

13:30～
月）
●オリエンテーション：10 時~12 時

④

③

②

①

17:30~20:00

17:30~20:00

10:00~11:30

13:00~14:30

7/21（木） 7/25（月） 7/30（土） 8/8 （月）
18 日に参加できない人向けの「アフターマッチング（予備日）
」

これからボランティアに行くときの心構えを知ったり、
緊張をほぐすワークをみんなで楽しんで、夏の楽しい体験に向けた
心と体の準備をマッチングの会の前にみんなでします！

●ふりかえりの会：8/27（土）午後（予定）➡夏の体験を振り返ったり、活動を締めくくるイベント

必ず読んだうえで申し込もう！
①新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて、活動体験に制限がかかったり、急きょ活動
が変更・中止となる可能性があります。
② 活動においては受け入れ団体にて 3 密対策などをお願いしていますが、参加にあたっては
ご自身でも感染症予防に取り組んでください。また下記について事前に確認してください。

■事前に保護者の方へ Let's 体験！！のことを伝えておこう！
→中高生の場合、保護者の承諾が必要なプログラムが一部あります

■活動中のけが・事故について
→「松戸市市民活動総合補償制度」を適用します。
なお、新型コロナウイルス感染症への感染をはじめ、保険契約に係る約款等により対象となら
ない場合があります。けがや事故が発生した時は市民自治課へご連絡ください。

一般社団法人銀座環境会議
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SDGs マルシェを企画、運営しよう

どんな団体？：都市住民の暮らしを変革し、持続可能で循環型の社会をつくることを目的に設
立された市民による一般社団法人です。環境活動を通じて松戸を安心で交流のあるまちにする
ことを目指しています。自然エネルギーや SDGs の普及に取り組んでいます。
【今回の活動で目指していること】
参加者が SDGs 及び環境問題の本質を理解し、マルシェの商品選び、運営を通じてそれを来場者に
伝えるようになること。

【活動場所】
屋内での活動 オンライン（→使用ツール：

ZOOM、LINE その他なんでも

）

【詳細】
① 活動日時
現時点で日時は決まっていませんが、3 回程度を想定しています。(全活動日の参加が必要)
②具体的な内容と場所
１）

SDGs に関する講義（公共施設等）

２）

商品選び等（公共施設等）

３）

マルシェ開催（どこか場所を借りるか、イベントに出店するか）

③ボランティアの役割・期待すること
単に“SDGs っぽい”
“環境によさげ”な商品を仕入れて並べるのではなく、マルシェ全体を
SDGs や環境問題の本質を伝える場として活用するクリエイティビティ
参加条件・注意事項・当日の持ち物など
（参加条件）
-「マイボトルやマイバッグだけで世の中は変わるのか？」という視点を持っている方。
-

物事を構造的に理解しようとする方（現時点でその能力が既にある必要はありません）
。

（注意事項）
-

お金事態は団体で全て用意して、赤字黒字の責任も全く負う必要はありません。

（当日の持ち物）
-

筆記用具やスマートフォン

募集対象
☐誰でも参加 OK

募集人数
高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール LINE

3人

☐その他（

）

松戸の「まちづくり」に関わろう！

明るさ一番
松戸まちづくり会議
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地域の「なるほど！」活動を取材する市民記者体験をしよう！
どんな団体？：明第１地区という地域で困りごとや可能性を考え、実践する有志団体です。

【今回の活動で目指していること】
『明るさが一番になるまち（明第１地区）
』を目指して、高齢者の困りごとや活躍の場を作る
地域活動に取り組んでおり、学生の皆さんにも地域活動を体験してもらいたい！
【活動場所】
屋外での活動

屋内での活動

【詳細】
② 活動日時
⑶

8 月 14 日（日）11 時〜13 時 30 分

②具体的な内容と場所
⑶こあら食堂にて子ども食堂運営ボランティア体験・高齢者へのスマホアンケートのサポート
松戸新田第一町会集会所（松戸新田 410-26/松戸新田駅から徒歩 5 分）
③ボランティアの役割・期待すること
地域のお寺や子ども食堂などの取材や活動に参加して、地域の魅力を発信することに興味のあ
る子にぜひ参加してもらいたいです！

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
特に必要ありませんが、体験日前数日の体調報告や当日の体温の報告をお願いします。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 ☐メール LINE

1人

☐その他（

）

身近な福祉について体験しよう！

松戸市赤十字奉仕団
あなたにも救える命があります。それは献血です。
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どんな団体？：すべての人々の幸せを願い、明るく住みよい社会を築き上げていくため、
陰の力となって身近な奉仕に従事する。

【今回の活動で目指していること】
血液が不足しているというニュースが話題になっています。聞いたことないでしょうか。
命を助ける輸血は献血で補っています。多くの人に献血に協力してもらうことです。

【活動場所】
屋外での活動

【詳細】
① 活動日時
① 8/31（水）

13:45～16:00

②具体的な内容と場所
内容：キテミテマツド前の広場で献血を多くの人にしていただけるよう、道行く人に PR して協力
していただけるよう呼びかける。
場所：松戸駅周辺

③ボランティアの役割・期待すること
輸血用血液は長期保存することができないので、患者さんの命を救うために常に献血が必要になっ
てきます。献血の必要性を学んでいただき、多くの人に PR していただきたい。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
・マスク、外での活動ですので、飲み物、汗拭き用のタオルなど
・制服を着用してください。

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 ☐メール ☐LINE

２名

☐その他（

）

一般社団法人まつど地域共生プロジェクト（Mi-Project）
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コミュニティサロン等で地域の高齢者と交流・介護とリハビリ職体験
どんな団体？：医療介護の専門職が高齢者等も参加しやすい居場所づくりをしています。
【今回の活動で目指していること】
コロナ禍において高齢者は大きな影響を受けていて、その中でも多世代の人の繋がりが得られ
にくくなりました。介護や福祉、リハビリの現場体験を通じて専門職のイメージを持ってもら
いたい！
【活動場所】
屋外での活動 屋内での活動

【詳細】
① 活動日時
9 月以降 日程要相談

②具体的な内容と場所
⑴デイサービスでの介護・リハビリ体験または運営ボランティア
介護現場のリハビリテーション（理学療法士）の現場を見学・一部体験。またはデイサービス利用者へ
の対応の手伝い（コミュニケーション、お茶出し・清掃、ものづくりのサポート等）
⑵コミュニティカフェ（まつど暮らしの保健室/金ヶ作 99-6

常盤平駅北口より徒歩 7 分）での運営

ボランティア（午前：健康相談等、午後：認知症家族サポートサロン）
健康相談や認知症カフェの運営ボランティア。主に高齢の利用者とのコミュニケーションが中心です。
⑶コミュニティスペース（鉄塔の下のスマホセンター/六実 2-38-9 六実駅より徒歩 7 分）にてスマホ
相談のスタッフ補助ボランティア

③ボランティアの役割・期待すること
今も制限はありますが、高齢者との関わりや介護やリハビリの現場を知る機会になると思います。高齢
者自身は学生などとの関わりを望んでいるので、気軽にご参加ください！

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
中高生は保護者の承諾が必要・濃厚接触となること基本的はありませんが、高齢者との近距離での
コミュニケーションが想定されますので保護者への承諾があるとお互いに安心です。
・動きやすい服装。前日や当日の体調チェックへの協力をお願いします。

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 ☐電話 メール LINE

2名

☐その他（

）

外国人も暮らしやすい、多文化共生のまちづくりに関わろう！

PARADISE AIR
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松戸に訪れる海外からのアーティストと交流しよう！
どんな団体？： 国内外から訪れるアーティストの活動や滞在制作を支援するアーティスト・イ
ン・レジデンス(芸術家滞在施設)を松戸駅西口にて運営しています。

【今回の活動で目指していること】
ボランティア活動を通して、松戸に訪れる海外からのアーティストと交流してみる。

【活動場所】
屋外での活動

屋内での活動

【詳細】
① 活動日時
8/9（火）10:00-15:00

｜8/10（水）16:00-19:30(予定）

※2 日かけてのプログラムとなります

②具体的な内容と場所
松戸にやってくる海外からのアーティストのサポートを皆さんに行って頂きます。
1 日目は直接アーティストと交流し、お互いのことを紹介し合いましょう。
2 日目に一緒に献灯まつりに出かけて、アーティストに松戸の文化を伝えましょう。
会場：PARADISE AIR（松戸市本町１５−４ ハマトモビル 4F）

③ボランティアの役割・期待すること
アーティストには可能な範囲でみなさんに英語で会話をして頂きます。
今回の活動は松戸の魅力や、滞在するアーティストにとって制作のヒントや滞在中の生活の情
報を得られる貴重な機会です。普段は PARADISE AIR のスタッフが実際に行っているこの業務
を、みなさんに体験して頂きます。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
中高生は保護者の承諾が必要

※夕方から夜にかけての時間帯に活動を行うため。

海外の文化や英語に少しでも興味がある方。美術に関心がある方。
(スタッフが通訳しますので、英会話のレベルは問いません)
2 日かけてのプログラムとなります。必ず 2 日間ともご参加下さい。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール LINE

２人

☐その他（

）

個性が輝く街
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未来の外交官をめざそう！

どんな団体？：様々なルーツや文化を持つ人たちが自分の個性を強みだと気づいたり、感じられ
るようなイベントや学びの場などを企画しています！！

【今回の活動で目指していること】
個性を活かしあえる街の魅力をみんなで考える！

【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
① 活動日時
7 月 23 日（土）14 時～17 時、8 月 13 日（土）9 時～12 時
（原則、２日間の参加が必要）
※8 月 13 日の午後は運動会（任意参加／ストリートサッカーの体験会あり）を企画している
ので、こちらに参加する人はお昼ご飯をお持ちください！
②具体的な内容と場所
7 月 23 日（土）
「ゲストスピーカーの話を聞き、LEGO®で課題を考える」→

録画を見る

8 月 13 日（土）
「LEGO®を使って自分たちのできることを考える」
※8 月 13 日（土）の午後は松戸市に住む海外ルーツの方も含めた運動会を行います。
2 日とも会場は、まつど市民活動サポートセンターです。

③ボランティアの役割・期待すること
・楽しく参加する！頑張って LEGO®つくる！
・参加者と積極的にコミュニケーションをとる！

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
・原則として２日間の参加が必要です。２日目から参加のかたは１日目の録画を見てから参
加してください。
・持ち物：7/23：筆記用具、飲み物

8/13：上履き、筆記用具、飲み物

※13 日の午後の運動会へ参加する場合はお弁当を持参し、運動しやすい服を着用。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 ☐電話 メール LINE

１人
☐その他（

）

子どもが地域で楽しく過ごせる場のお手伝いをしよう！

NPO 法人子育てひろばほわほわ ほっとるーむ八柱

20-3
子育てひろばでの親子のサポートと一時預かりのお手伝い
どんな団体？：0～３才くらいのお子さんとパパ・ママがいつでも気軽に立ち寄り、くつろぎ遊べ
る「子育てひろば」を市内３か所運営しています

【今回の活動で目指していること】
松戸市の子育て環境の良さを知ってもらい、子ども達と触れ合いながら子育ての楽しさを知っ
てもらいたいです
【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
①活動日時
夏休み中の火曜日を除いた毎日
９:００～１７:３０の間の可能な時間（1 日 3 時間以上・2 日以上）
②具体的な内容と場所
●おやこの広場でのスタッフの補助
●一時預かり保育の補助
●広場のお掃除・準備・片付け等
ほっとるーむ八柱（松戸市日暮１－１－１

八柱駅第 2 ビル 4 階 A 号室）

③ボランティアの役割・期待すること
子ども達と元気に遊んだり、保護者の方とお話して子育てを身近に感じて欲しいです。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
★子どもが好きな方

★楽しい思い出を作りたい方

★新しい体験をしてみたい方

※事前に必ず 1 回オリエンテーションに参加する事（参加できない場合は要相談）
第 1 回 7/19（火）11 時～12 時
※持ち物

飲み物

第 2 回 7/26 (火)11 時～12 時

※動きやすい服装でご参加ください

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール ☐LINE

２人
☐その他（

）

まつどでつながるプロジェクト運営協議会
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オンラインパークに来る子どもたちの主体的な学びをサポートしよう！
どんな団体？：松戸市内の様々な子育て支援の団体・個人・組織が集まって、地域のつながりに
よって子どもや子育ての孤立を防ぐ取り組みを行っています。

【今回の活動で目指していること】
様々な事情で学校にいけていない、人との交流ができていない子ども達がオンラインを通じて
交流の幅を広げられるようにすること。
【活動場所】
①オンライン（→使用ツール：zoom /scratch(web 内で使用)）

【詳細】
①活動日時
毎週

水曜日 金曜日 日中 10:00-12:00 /放課後 16;30-18:00

②具体的な内容と場所
・日中 子どもたちの自己学習のサポート

一緒に遊ぶ（ロブロックスやアマングアスなど）

・放課後 水曜日→実験や料理、動画作成など/
金曜日→scratch を利用したプログラミング教室（未経験でも大丈夫です）
③ボランティアの役割・期待すること
・様々な事情で学校にいけていない生徒も複数いるので、柔軟な考えで子どもたちと接して
いただきたいです。
・基本的には子どもたちに考えさせて、それをサポートする役割になります。
ゲームが好きな人には向いているかもしれません。
参加条件・注意事項・当日の持ち物など
・zoom を使用できる人（タブレットは貸し出し可能）
・学習障害や不登校に関する偏見を持っている方の参加はお断りさせていただきます

募集対象
☐誰でも参加 OK

募集人数
高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 ☐電話 メール LINE

各日３人
その他（メッセンジャー）

※上記は可能な連絡手段となります。ツールは都合に合わせて連絡が取りやすいものを設定します。

NPO 法人さんま（松戸市樋野口こども館）
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子どもと遊んだり、イベントや遊びを考え実現してみよう！
開館・閉館準備の仕事を体験しよう！

どんな団体？：子ども達が地域の中で安心して暮らしていけるよう地域がゆるやかにつながり
見守っていける社会をつくっています

【今回の活動で目指していること】
赤ちゃんから高校生まで幅広い世代向けに、遊びやイベントの企画、また、子どもにかかわる
仕事としてこども館の開館、閉館準備などの仕事の体験。
【活動場所】
屋外での活動

屋内での活動

【詳細】
① 活動日時
8 月…月・水…10:00～20:00 土・日・祝…10:00～18:00
★９月・10 月の活動もあります。
月・水…14:30～20:00／土・日・祝…10:00～18:00
（月・水が祝日の場合 10:00～20:00）
② 具体的な内容と場所
こども館の開館・閉館準備から、子どもたちと遊んだり乳幼児保護者と話をしたり、
イベントの企画など。
松戸市樋野口５４３ 青少年会館樋野口分館内 樋野口こども館
③ボランティアの役割・期待すること
役割：一緒に遊ぶことを通じて、居場所の大切さを知ってほしい。
期待：子どもたちは皆さんが大好きです。こども達からたくさんの「ありがとう」を受け取っ
てほしい。
参加条件・注意事項・当日の持ち物など
中高生は保護者の承諾が必要

新型コロナの感染拡大予防のため。個人の希望にもよるが

19 時まで受け入れしているので。
マスク着用、地域の感染状況によっては日時、ボランティア内容、受け入れ人数に変更があ
る場合があります。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール ☐LINE

各日 2～４人
☐その他（

）

松戸市立常盤平児童福祉館
25
子どもたちの笑顔を引き出すのは、そう、キミだ！
どんな団体？：０歳～18 歳までの子どもたちが無料で自由に遊べる場所として、小・中・高校生
の居場所づくりや青少年相談、子育て支援などを行っています。季節行事や楽しいイベントがたく
さんあります。

【今回の活動で目指していること】
イベントを通して、子どもたちの笑顔をたくさん引き出そう！

【活動場所】
屋外での活動

屋内での活動

【詳細】
① 活動日時
a.（あそび広場）

毎週水・土曜日

8/10, 8/31, 9/3, 9/17 14:00～17:30
② 具体的な内容と場所
a.（あそび広場）

室内オリンピック・スイカ割り（本物は使わない）
リズム広場・テント体験

③ボランティアの役割・期待すること
【役割】

イベント運営の手伝い

【期待すること】 参加する子ども達が楽しく安全に参加出来るように、スタッフの一員と
なって活動する。子どもたちが安全に遊べるように、遊び場を見守る。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
おばけイベントは、両日参加出来る人対象（弁当持参）
☆当日はマスク・飲み物持参、動きやすい服装で！
☆児童福祉館に興味がある人

☆子どもが好きな人

☆将来子どもに関わる仕事をしてみたい人

☆子どもと関わってみたい人

☆ボランティアが初めての人

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール ☐LINE

a.１日 2 人程度

☐その他（

）

子ども漫画クラブ
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子ども達の創作活動を育み、ひと夏の想い出をプレゼントしよう！
どんな団体？：小学 4 年生～高校生に漫画やイラストの描き方を指導するお絵描き教室です！

【今回の活動で目指していること】
学生各位に漫画製作上のアイディアを提案してもらうことで当クラブの受講生の想像力を育み、
参加する学生にも漫画製作やお楽しみ会の企画等で活躍する場を提供し想い出にしてもらいたい！

【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
①活動日時
8 月 14 日（日）

21 日（日） 28 日（日） 全 6 回

各回午後 12 時 40 分～午後 5 時

（最終日 8/28 のみ午後 6 時までの打ち上げ有り）

②具体的な内容と場所
夏休み期間中に開催する〝夏休み漫画講座シリーズ〟のアシスタント講師として活動
開催場所 稔台市民センター第 4 会議室（本館 1 階）
③ボランティアの役割・期待すること
・受講生の漫画製作の補助指導及びアイディアの提案

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
・漫画が好きで創作が好きな方歓迎致します。
・清潔感のある服装でお越し下さい。
（ジャージ、サンダル不可）
・参加日当日の朝 10 時までに検温結果をメールで報告して下さい。（37 度以上参加不可）

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

10 名程度（１日 4～5）
人）

【参加者との連絡手段】 ☐電話 メール ☐LINE

☐その他（

）

ポップコーンまつど（NPO 法人まつど NPO 協議会）
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中高生が自由に過ごせる場づくり～遊んだり勉強したり～
どんな団体？：松戸市内の NPO が、思いや課題を共有しながらつながる場を作り、地域課題の解
決を目指しています。ポップコーンまつどの運営などにも取り組んでいます。

【今回の活動で目指していること】
中高生が安心して過ごすことのできる居場所づくり。

【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
①活動日時
日にち：毎週月曜日を除く、７月２１日から８月３１日までの毎日
時間：１１時から１８時３０分
②具体的な内容と場所
勉強したり、お友だちとおしゃべりをしたり、ボードゲームをしたり、中高生が自由に過ごせ
る場所です。プログラミングカフェも併設。
場所：松戸市松戸１３０７

松戸ビルジング４階 松戸市文化ホール４階講座室

（キテミテマツド横）
③ボランティアの役割・期待すること
少し先輩の皆さんに中高生の話し相手や遊び相手になっていただくことで、中高生が安心して
過ごせる場になるように力を発揮してほしい。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
特になし

募集対象
☐誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール ☐LINE

6人
☐その他（

）

子どもたちの楽しい夏休みのイベントをサポートしよう！

NPO 法人子どもっとまつど
夏休みはあそびの基地
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青少年会館へ

どんな団体？：子どもたちが自分の力で考え行動できるように、様々な体験の場を提供してい
ます
【今回の活動で目指していること】
子どもたちに年齢が近いユース世代が関わることで、子どもたちが安心して自由に過ごすことの出
来る居場所を目指しています。

【活動場所】
屋外での活動

屋内での活動

【詳細】
① 活動日時
時間

a.13 時から 18 時

日にち a. 8／１８(木)、8／２５(火)
②具体的な内容と場所
内容子どもたちが自由に過ごす子どもの居場所の運営。子ども縁日の企画と実施。居場所内で
実施する体験型プログラム(科学教室、自由工作、ピタゴラスイッチ、手作り工作、射的、点
字など)の実施。
開催場所

青少年会館 松戸市新松戸南 2 の 2

JR 新松戸駅下車、徒歩約 15 分

③ボランティアの役割・期待すること
子どもたちが安心して参加できるようにサポートする。
子どもたち一緒に遊んだり楽しい雰囲気づくりをする。
できれば、複数回の関りを通して子どもたちとの関係
参加条件・注意事項・当日の持ち物など
飲み物、動きやすい服装で。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール ☐LINE

各回３人

☐その他（

）

松戸の子ども食堂のお手伝いをしよう

NPO 法人さんま（さんま広場・さんま食堂）
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子ども食堂を手伝ってみよう！

どんな団体？：子ども達が地域の中で安心して暮らしていけるよう地域がゆるやかにつながり
見守っていける社会をつくっています。
【今回の活動で目指していること】
子ども食堂に来る幼児親子と関わったり、小学生と遊んだり、メニューを考えたり料理作りを体験
する。またはお弁当づくりのサポート、受け渡しのお手伝い

【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
①活動日時
b. 10/1７㈪ 13:00～19:00
※時間は応相談。
②具体的な内容と場所
子ども食堂で食事を作ったり、お弁当を配布、子どもと遊んだり。
子育てつながるセンターco-no-mi（松戸市本町１３−２７ 松戸駅から徒歩 5 分）
③ボランティアの役割・期待すること
役割：主に幼児・小学生と遊んだり、食事、お弁当を作る手伝い。
期待：参加する本人も多世代の交流、地域デビューの経験をしてもらう。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
中高生は保護者の承諾が必要

※理由もお書きください

新型コロナの感染拡大予防のため、個人の希望にもよるが 19 時まで受け入れしているので。
マスク着用、地域の感染状況によっては日時、ボランティア内容、受け入れ人数に変更がある
場合があります。
エプロン・保護者承諾書。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール LINE

b. 3 人

☐その他（

）

一般社団法人 子供プラス未来
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子ども食堂「こどみらマルシェ」のボランティア

どんな団体？：病気や障がい・経済的困難を抱えている子どもと家族に、さまざまな体験を通
じて笑顔を届ける活動をしています。2022 年からは食品ロス削減×子育て支援の取り組みと
して子ども食堂「こどみらマルシェ」の活動をスタート。地域の企業・パン屋などから期限の
近くなった食品を頂き、子育て世帯の皆さんに食べて頂く活動を実施しています。病気や障が
いのある子どもと家族・ボランティアでディズニーや富士山などへ行く「こどみらツアー」は
2022 年秋に「こどみら筑波山ツアー」を開催予定です。
【今回の活動で目指していること】
貧困や飢餓をなくす・企業のつくる責任・つかう責任といった様々な SDGｓの目標達成に地域で
取り組みます。地域の企業には子育て世帯の支援のため期限切迫品を中心とした食品の提供をして
頂き、子育て世帯の皆様には食品ロス削減の観点からもイベントへの参加をお願いしています。

【活動場所】
屋外での活動 屋内での活動

【詳細】
①活動日時
六高台会場（10 時 30 分～12 時 30 分）：b. 8/20、8/27
本町会場（13 時～15 時）
：c.8/25
②具体的な内容と場所
来場した子育て世帯の皆さんに企業から頂いたパンなどの食品・お菓子・衛生用品などを無料
で配布します。六高台会場：松戸市六実 7-138、本町会場：松戸市本町 12-7
③ボランティアの役割・期待すること
皆さんには会場の設営や受付、食品の受け渡しなどをして頂きます。未就学の子どもから年配
のボランティアさんまで様々な世代の方が来場しますので、普段あまり交流のない世代の方と
コミュニケーションをとる良い機会として頂ければと思います。
こどみらマルシェは SDGs の 17 項目の目標達成のため企業・地域の皆さんと一緒に取り組
んでいます。ボランティアを通じて SDGs についても考えを深めて頂きたい思います。
参加条件・注意事項・当日の持ち物など
特にありません
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール ☐LINE

b.c. 各 2 人

☐その他（

）

はなしまみんなでごはん
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古民家の子ども食堂でお弁当配布・宿題会・クラフトひろばのサポート
どんな団体？：松戸市南花島の[つながる古民家 隠居屋]で、誰もが安心して楽しめる居場所に
なることを祈ってはじめた子ども食堂です。
【今回の活動で目指していること】
地域の子ども達のために、「食」でのつながりに加えて、手を使って創る楽しみを共有できたらと
「クラフトひろば」を始めようとしています。手芸やお絵かき、工作など、子ども達や地域の方々
と一緒に考えたり作ったりを楽しんでくれたら嬉しいです。

【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
①活動日時 ②具体的な内容と場所 [つながる古民家 隠居屋] (北松戸駅から徒歩 10 分程度)
① 8 月 22 日（月）

10:00-12:00

クラフトひろば サポート

② 8 月 22 日（月）

13:00-18:00

クラフトひろばとお弁当配布 サポート

※（一部時間帯のみの参加は応相談）
※宿題会：夏休みを思い出しながら子ども達の手助けをお願いします。

③ボランティアの役割・期待すること
子ども達にとって身近なお兄さん・お姉さんたちとの交流は嬉しい機会です。また一緒に子ども達の
「食」を考え、
「創る喜び」を共有するためのアイデアやディスカッションも期待しています。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
中高生は保護者の承諾が必要

・子ども食堂開催場所の隠居屋での活動がメインになるため、高校

生は承諾書を持参してください。（初回オリエンテーション時）
・LINE グループを作成しますので、なるべく参加してください（NG の場合は相談）
・筆記用具・マスクの着用をお願いします

募集人数

募集対象
誰でも参加 OK

2人

☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール LINE

☐その他（

）

番外編

まつど市民活動サポートセンター
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松戸の活動を知り、応援する人になろう！
1 日サポセン体験

どんな団体？：松戸市内で様々な社会貢献・市民活動を行う人たちの支援をしている施設で
す。講座を開催したり、自分も活動したい！という人たちの相談も受けたりしています。
【今回の活動で目指していること】
コロナ禍でも活動を続けている人・団体が松戸にもあることや、まちづくりに関する仕事（施設）
がどんなことをしているのかを知ってもらうこと。

【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
① 活動日時
③：相談して決定
②具体的な内容と場所
A：サポセンで毎月行っている、
「NPO・市民活動よろず講座」に参加する
B：コーディネーター体験：興味関心に合わせて 1 日体験のプログラムを組みます。
③→日時や内容は個別に設定。
★いずれも場所は原則まつど市民活動サポートセンター。
③ボランティアの役割・期待すること
自分の住むまちのことに関心を持ち、
「自分たちでまちをつくっていく」ことについて考える
機会となること。
「まちづくり」という言葉が気になっている方をお待ちしています！

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
筆記用具・飲み物を持参してください。その他、必要なものは個別にお知らせします。

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール LINE

B：2 人

☐その他（

）

松戸の環境づくりに関わろう！

まつど地域活躍塾つながりの会
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ゲームで体験する SDGs の世界
どんな団体？：会員の地域での活動・活躍を支援しています。また、会員からの提案をもとに
活動し、地域の活性化にも取り組んでいます。（会員は松戸市の連続講座「まつど地域活躍
塾」の過去 5 年間の修了生の有志 39 名が参加しています）
【今回の活動で目指していること】
〇団体で行っている活動をもっと知ってもらったり、会員同士での情報交換。
〇SDGｓをもっと市民に知ってもらうための講座

〇健康維持・増進のためのポールウォーキング（ＰＷ）普及の試み。

【活動場所】
屋内での活動

【詳細】
①活動日時
8 月 26 日(金)14 時～17 時
②具体的な内容と場所
場所：まつど市民活動サポートセンター第 1 会議室（松戸市上矢切 299-1）
内容：SDGs を学ぶ基礎講座への参加。ゲームで SDGs を体験してもらいながら、松戸市で
SDGs をもっと知ってもらったり、広めていくためのアイディアをだしてもらいます。
1．SDGs に関する概要の講義(団体で進めてきた、松戸市での SDGs に関する活動など)、
2．SDGs ゲームの体験(すごろく、カードゲーム等)
3．SDGs を市民の中で広げていくためのディスカッションへの参加
③ボランティアの役割・期待すること
講義やゲームを通じて SDGs への理解を深めてもらうことや、市民社会(特に、松戸市)の中で
SDGs を促進していくためのアイディアをみんなで出し合い、SDGs に対する当事者意識の醸
成を図ることを目的として実施します。・地域の方とコミュニケーションや、緑に触れること
を楽しんでもらえると嬉しいです。
・植え替え方等については、千葉大学大学院園芸学研究科の学生が教えます。地域の方とのコ
参加条件・注意事項・当日の持ち物など
ミュニケーションも、メンバーと一緒に回るので、安心して参加してください！
SDGs の概要や松戸市での SDGs の取組みについて知りたい等、SDGs に興味・関心のある
人。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 ☐電話 メール LINE

6人

☐その他（

）

超普通スタジオ
ご当地アニメ制作ワークショップ＜デザイナー編＞
アシスタント体験
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どんな団体？：地域活性化を目的にご当地アニメや漫画などを作成しています
【今回の活動で目指していること】
千葉県を舞台にしたご当地アニメ制作に千葉県の学生が参加できるワークショップを開催します。
アニメ制作に参加することで、地元である千葉県への愛着を持ってもらうきっかけとします。

【活動場所】※チェックが入っているものだけ残す
③屋内での活動

【詳細】
①活動日時
事前打合せ：オンラインで開催（日程は応相談）
本番：９月３日（土）１２：００～１８：００
②具体的な内容と場所
内容：イベント当日の受付や会場設営、講師のサポートをお願い致します。
場所：パレット柏（柏市柏一丁目 7 番 1－301 号 Day One タワー3 階）
③ボランティアの役割・期待すること
難しい役割はありません。受付や会場設営などにご協力ください。
講義中は一緒にデザイナー体験に参加いただいても構いません。（ただし、講師のサポートが
必要な際はサポートを優先ください）
参加条件・注意事項・当日の持ち物など
【持ち物】マスクを着用

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上 ☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 電話 メール LINE

2人

☐その他（

）

