8～10 月分プログラム集

メイク松戸ビューティフル
Title

1

捨てないで！街はみんなの庭だから

どんな団体？：松戸の街をポイ捨てゴミのない日本一きれいな街にする為に活動しています。
【今回の活動で目指していること】
コロナ禍の中で学生さん達は苦労されていることが多いと思います
早朝、松戸の玄関口・松戸駅周辺を清掃することで気持ちがすっきりすると思います

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

☐③屋内での活動

☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
9/12、9/26、10/10、10/24
集合：松戸駅東口デッキ上

（すべて日曜日）

朝 6 時（作業時間は約 40 分です）

②具体的な内容
松戸駅西口・東口のデッキ上下を清掃します
③ボランティアの役割・期待すること
私たちは第二・第四日曜日の朝 6 時から約 10 名で活動しています。
一緒に活動してみてください。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
・保護者の方にもこの活動を知っていただきたいです。
・動きやすい服装で参加してください。

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

各回 7 人

☐その他（

）

じ ゅ う に

松戸里やま応援団 樹人の会
Title

２

松戸に残った小さな森で木こり体験

どんな団体？：
“野うさぎの森”の自然を保護・整備し、皆さんに体験して頂く活動。
【今回の活動で目指していること】
松戸に残った貴重な自然を知り、守るための作業を体験する。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

☐③屋内での活動

☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
7/25（日）、8/18（水）
、8/22（日）、9/26（日）、10/24（日）10 時～13 時頃
場所：武蔵野線東松戸駅徒歩 15 分

市立松戸高校グラウンドの横“野うさぎの森”

②具体的な内容
“野うさぎの森”の自然を観察し、森の整備作業（竹林整備、倒した木の枝切り）を行う。
③ボランティアの役割・期待すること
森林ボランティアの活動の内容を理解し、その活動が都市の環境改善や付近の住民の方にどの
ように役立つかを考えていただくこと。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
参加条件：自然や環境問題に興味のある人
注意事項：森での活動は、危険が伴う場合がありますので会員の指示に従って下さい。
当日の持ち物：肌の出ない服装（長袖、長ズボン、丈夫な靴）タオル、飲物、ランチ
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

15 人

☐その他（

）

一般社団法人まつど地域共生プロジェクト（Mi-Project）
Title

3

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地域で高齢者の居場所を支えるような活動を
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】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

③屋内での活動

☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
⑴８月、９月、１０月中の第１・２・４金曜日 10 時〜12 時または 13 時 30 分〜16 時
⑵８月２６日・９月３０日 10 時〜12 時、１０月２８日 10 時〜15 時のどこか
デイサービスまたは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）

②具体的な内容
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、お菓子づくりの手伝い等）
⑵コミュニティカフェ（まつど暮らしの保健室）での運営ボランティア
⇒健康相談や認知症関連の講座やサロンの運営ボランティア。基本的に高齢の利用者とのコミュニケー
ションを中心になります。

③ボランティアの役割・期待すること
感染対策は必須ですが、制限のある中での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。怖いなというイメージがあるかもしれませんが高齢者自身は学生などとの関わりを望んで
いるので、気軽に参加して欲しいです！

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（濃厚接触の機会はありませんが、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

各日 1～２人

☐その他（

）

一般社団法人コレカラ・サポート
Title

４

超高齢社会を体験！！オンラインボードゲームで地域課題を学ぼう！

どんな団体？：地域の人と人がお互いに支え合って問題を解決できるよう日々活動しています

【今回の活動で目指していること】
参加者の皆さんに、自分の住んでいる地域でどんな問題を抱えた人たちがいるのか？その人たちの
ために自分は何ができるのかをゲームを通して考えてもらいたい。

【活動場所】
①オンライン（→使用ツール：Zoom、ユドナリウム

）

☐②屋外での活動

☐③屋内での活動

☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
8 月 15 日（日）10 時～12 時半
9 月 23 日（木）10 時～12 時半
②具体的な内容
オンラインで行うコミュニティコーピングⓇというゲームを体験してもらい、地域で問題を抱
えている人の現状や自分ができることを考えてもらいます！
Zoom を使ったオンラインで開催します。その際ユドナリウムというサイトを使うので、
できるだけ Wifi 環境のある場所を確保してください。
③ボランティアの役割・期待すること
まずはゲームを思いっきり楽しんでいただいて、そのあとの振り返りの際に自分の感じたこと、気
づいたこと、学びになったことをしっかりシェア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
・安定した Wifi 環境、PC、マウス

※スマートフォンは不可

募集対象
☐誰でも参加 OK

募集人数
高校生以上

☐大学生以上

【参加者との連絡手段】 ☐電話 メール

LINE

4人

☐その他（

）

松戸市赤十字奉仕団
Title

５

あなたにも救える命があります。それは献血です。

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】
多くの人に献血に協力してもらうこと。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。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

☐③屋内での活動

☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
7～10 月までの水・金曜日

13:30～16:00（8 月は活動がお休みの時があります）

8 月は 8/20、8/25、8/27 のみ
松戸駅周辺
②具体的な内容
松戸駅周辺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。
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

各日 4 人程度

☐その他（

）

PARADISE AIR

６

アート作品を鑑賞して詩を作ってみよう！

Title

どんな団体？：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・レジデンスを
松戸駅西口で運営しています。

【今回の活動で目指していること】
詩人の大崎清夏さんをゲストに迎えアート作品を題材に、詩について知り、創作にチャレンジします。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
★延期になりました★（10 月または 11 月の土日を予定）
両日とも 10:00〜17:00 を予定（集合時間や終了の時間は変更の可能性あり）
会場

PARADISE AIR (千葉県松戸市本町 15-4 ハマトモビル 4F)

②具体的な内容
8/２ (月) PARADISE AIR の紹介、自己紹介、詩人の大崎清夏さんの紹介
8/3 (火)

アート作品を鑑賞し、参加者それぞれが詩を作る創作の時間

③ボランティアの役割・期待すること
詩人の方と一緒にワークショップを通してどういったチャレンジができるかを参加者のみなさんと探り
ます。美術や国語、言葉を書くことに興味があり、活動を通して「つくること」にチャレンジできる方
を募集します。

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
・体験の様子など記録写真の撮影を行います。広報で外部に使用する可能性があるため写真使
用の同意と承諾をお願いします。
・２日間連続したプログラムです。必ず 2 日間両方ご参加ください。
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

12 人

☐その他（

）

松戸市立常盤平児童福祉館

７

子どもたちの笑顔を引き出すのは、そう、キミだ！！！

Title

どんな団体？：0～18 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】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

③屋内での活動

☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
○あそび広場

毎週水・土曜日、１４時００分から１７時３０→8 月は受入れ終了

場所：松戸市立常盤平児童福祉館（047-387-3320）住所：松戸市常盤平西窪町 12
※新京成電鉄「常盤平駅」徒歩 10 分、JR 武蔵野線「新八柱」徒歩 15 分
②具体的な内容
遊び・季節の工作など）
○おばけ屋敷（予定）
、設営・リハーサル・おばけ役
③ボランティアの役割・期待すること
○子どもたちと一緒に遊ぶ。○子どもたちが安全に遊べるように、遊び場を見守る
○あそび広場（毎週水・土曜日）など

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
☆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

1 日３人程度（8 月は終了）

☐その他（

）

樋野口こども館（NPO 法人さんま）
Title

８

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】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所

※時間は応相談

青少年会館樋野口分館内

樋野口こども館（松戸市樋野口５４３）

8 月…月・水・土・日・祝：10 時～18 時

９月・10 月…月曜：14 時 30 分～18 時

水…14 時 30 分～18 時（第２第４水曜日…19 時まで）

土・日・祝…10 時～18 時

②具体的な内容
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。
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

各日２～４人
6

【参加者との連絡手段】 電話 メール

☐LINE

☐その他（

人

）

NPO 法人子どもっとまつど

９
Title

夏休みはあそびの基地

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】
青少年会館が子どもたちが自由に過ごせる場所として認知されること。ユース世代が関わることで子ども
たちの主体性を引出し、みんなの力で「居場所づくり」をしていくこと。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所

原則

火曜日と木曜日の 13 時から 18 時

8／17(火)、8／19(木)、8／31(火)
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）

②具体的な内容
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、レジン工作、書、ストーンアート、ピタゴラスイッチ、手話
など)の実施。
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。
子どもたちに向き合い共に楽しみ考え行動する。

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

各日 3 人
6

【参加者との連絡手段】 電話 メール

☐LINE

☐その他（

人

）

子ども漫画クラブ

10
Title

漫画やイラストが好き、子どもが好きな方をお待ちしています！

どんな団体？：
小学 4 年生～高校 3 年生 12～15 人が漫画やイラストを学ぶクラブです。

【今回の活動で目指していること】
今年度、新規定期会員受講生が増加し定員枠を超えているため、できれば通年でクラブのアシスタント講
師をして頂ける方を、Lets 体験で募集しています。クラブの雰囲気を楽しんでみて下さい。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所

稔台市民センター（稔台７丁目１−５） 第 4 会議室（本館 1 階）

（8/30 のみ午後 6 時まで）

9/12（日）9/23（祝）

10/10（日）10/24（日）

午後１２時 40 分～午後 5 時

②具体的な内容
・受講生の漫画製作におけるアシスタント講師をお願い致します。
・新京成電鉄みのり台駅から徒歩３分程のところにある稔台市民センターで行っています。

③ボランティアの役割・期待すること
・受講生が製作しようとしている漫画作品の読者となって、話し相手となる役割。
・主宰講師が講義を行った内容を個別に受講生に教えるアシスタント講師としての役割。
・記録用として写真撮影や受付業務もお願い致します。
・夏休み期間中にお楽しみ会を開催する予定です。その企画を考案して頂きたいです。
※ 9 月及び 10 月、それ以降も通年でアシスタント講師の募集を行っております。

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
新型コロナウイルス感染対策の一環として、講座当日朝 10 時までに参加者の検温結果をメールで報告
して頂きます。その結果が 37.5 度以上の場合は参加することが出来ません。持ち物は、筆記用具、メ
モ帳、水筒も忘れずに。あとは清潔感のある服装を心掛けて下さい。

募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上

☐大学生以上

各日 5 人
6

【参加者との連絡手段】 電話 メール

☐LINE

☐その他（

人

）

青少年プラザ ポップコーンまつど（NPO 法人まつど NPO 協議会）

11
Title

中高生の居場所の企画運営にトライしてみよう！

どんな団体？：NPO の中間支援団体です。NPO が互いに「思い」「課題」を共有しながら連
携・協働するアクティブな「場」をつくり、地域課題の解決を目指しています。まつど市民活動
サポートセンターの指定管理・青少年プラザ

ポップコーンまつどの運営など。

【今回の活動で目指していること】
利用者である中高生と交流し、ともに企画を作り上げること。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
青少年プラザ ポップコーンまつど（松戸 1307 番地の 1 松戸ビルヂング 4 階）
⇒KITE MITE MATSUDO（キテミテマツド） の隣
毎週土曜・日曜１０時から１７時３０分（夏休み中の土・日以外の開催については検討中）
具体的な時間は応相談

②具体的な内容
中高生が安心して自由に過ごすことが出来る居場所を一緒につくったり、
学習や遊びを通して交流する。
③ボランティアの役割・期待すること
年齢の近い先輩として、中高生目線で交流してほしい。

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

各日 3 人
6

【参加者との連絡手段】 電話 メール

LINE

☐その他（

人

）

さんま食堂（NPO 法人さんま）
Title

12
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】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
9/13→16～19 時、10/11→13 時～19 時
子育てつながるセンター

※時間は応相談。

Co-no-mi（松戸市本町１３−２７）

②具体的な内容
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。
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
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

9/13、10/11 各 4 人
6

【参加者との連絡手段】 電話 ☐メール

☐LINE

☐その他（

人

）

はなしまみんなでごはん
Title

13

「今、できること」を一緒にやりましょう！（「みんなで宿題」「お弁当配布」）

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願って
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】
地域の子どもたちのために「今、できること」を学生の皆さんとともにやりたいです。今後に向けて
のアイデアも貰えたら嬉しいです。

【活動場所】
①オンライン（→使用ツール：Zoom

or LINE

☐②屋外での活動

）
☐③屋内での活動

④その他（活動場所である「つながる古民家隠居屋」※北松戸駅徒歩約 10 分

）

【詳細】①活動日時と場所 ②具体的な内容と場所
5 回目：9/20（月・祝日）15 時半～18 時半
・隠居屋で「お弁当配布」のお手伝い。やりたい企画があればやりましょう！

③ボランティアの役割・期待すること
地域の子どもたちやはなしまみんなでごはんのために、学生であることを活かした関わりやアイデアを
期待しています。ともに楽しく活動しましょう！

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
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（最初に参加する時）を持
参してください。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）。
持ち物：マスク、飲み物、筆記用具

募集対象
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。
募集人数
☐誰でも参加 OK
高校生以上 ☐大学生以上
5 人程度
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。
【参加者との連絡手段】 電話 メール

6

LINE

☐その他（

人

）

こむすびキッチン

14

中高生が中心となって作るこども食堂
Title

どんな団体？：
私たちは子どもを中心としてご飯を作り、地域の人たちに配ることを目的として活動していま
す。現在は小学校高学年から高校生までが活動しています。
【今回の活動で目指していること】
学校では学ぶことの出来ない自分の作った物を様々な人に食べてもらうという経験を増やす

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

③屋内での活動

☐④その他（）

【詳細】①活動日時と場所
・試作、ミーティング 開催日より２週間前くらいの平日１７時
⇒さくら広場（松戸駅西口徒歩５分程度）
（詳細はマッチングの際に紹介します）
・開催日：第４土曜日(10/23)１０時〜１７時→根本天満宮（松戸駅西口徒歩７分）
※基本ミーティングと開催日はセットです。都合がつかない場合要相談。

②具体的な内容と場所
こども食堂で提供する調理、運営。ミーティング&調理試作は開催日の２週間前に行います。
当日は調理の仕上げ、作成、食堂の運営を行います。

③ボランティアの役割・期待すること
料理を作ったり、それらを振る舞ったりする事で、世代を超えた様々な地域の人との交流を経験し、
こむすびキッチンの活動を手伝って欲しいです。

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
コロナ対策のため、連絡先などを把握したい。
マスク・エプロン・三角巾

募集対象
中高生限定

募集人数
☐大学生以上

2人
6

【参加者との連絡手段】 ☐電話 メール

☐LINE

☐その他（

人

）

一般社団法人
Title

子供プラス未来

15
移動する子ども食堂「こどみらフードキャラバン」のサポート

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。キッチンカーで毎回場所を移動して子どもと家族に食事の無料テイクアウ
トを行う「こどみらフードキャラバン」
、六実で開催している子ども食堂「こどみらカフェ」
、病気や障が
いの有る子どもと家族・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」などの活動を
行っています。

【今回の活動で目指していること】：地域で子育てをしている皆さんを支援するとともに、子ども
達に楽しい思い出を作ってもらえるようなイベントを目指します。また、地域の皆さんに子ども食堂
について知ってもらう事も１つの目的としています。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

☐③屋内での活動

☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
予定日：
8/22(日)10 時～13 時（さるびあ公園/松戸市常盤平西窪町１２）
8/28(土)10 時～12 時（六実駅から徒歩 5 分圏内）
②具体的な内容
キッチンカーで地域の子ども・家族に無料のテイクアウト・フードパントリー（食品の無料配布）
を行います。
③ボランティアの役割・期待すること
来場した方の受け付けをしたり、人数分の食事を袋に入れて来場者に渡したり、かき氷を作った
り、皆さんの希望や当日の状況にあわせてキッチンカーイベントをサポートして頂きます。イベン
トには未就学の子どもから地元企業の方、皆さんのおじいちゃん世代の地元のボランティアさんな
ど様々な方が参加します。子ども食堂について知って頂くとともに、色々な方と交流して話をする
機会として頂けたら嬉しいです。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
持ち物：マスク着用のみ。開催場所は毎回異なり、現地集合となります。
募集対象
誰でも参加 OK

募集人数
☐高校生以上

☐大学生以上

10 人
6

【参加者との連絡手段】 電話 メール

☐LINE

☐その他（

人

）

まつど市民活動サポートセンター①
Title

16
「まちづくり」を考える活動体験をしてみよう！

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】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
相談して決定

②具体的な内容
・コーディネーター体験：
「まちづくり」への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

3人

☐その他（

）

まつど市民活動サポートセンター②
Title

16

「volunteer memories（仮称）」をつくろう！

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】
今年の Let’s 体験!!参加者や受入れ団体の活動を一冊にまとめ、来年の Let’s 体験!!に参加するか
悩んでいる人に、活動の魅力を伝えられる冊子をつくること。

【活動場所】
①オンライン（→使用ツール：必要に応じて Zoom、LINE 等を使う可能性あり

）

③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
・参加者の都合を調整し、メンバーで集まれる日時を設定し、編集会議を実施します。
・基本的に活動場所はまつど市民活動サポートセンターを予定しています。

②具体的な内容
例年、Let’s 体験!!の参加者有志で作成している「ふりかえり文集」を、もっと読みやすくリニューア
ルしたいと考えています。今までに「ふりかえり文集」を作ったことのある学生と一緒に、どんな記事
なら面白いか・読みやすいか・自分たちがつくりたい記事などを相談して、今年の Let’s 体験!!にどん
なボランティア体験があったのかを伝える冊子づくりのための編集会議に力を貸してください。
・8～9 月（月に 1～2 回程度）の編集会議への参加。
・興味がある方には、誌面の企画・編集・デザインまでお願いします。

③ボランティアの役割・期待すること
・「ボランティア」や「まちづくり」の活動の面白さや、ハードルを下げるための冊子をつくること。
難しいことは考えずに、「自分ならこうしたい」と思ったアイデアを編集会議で広げてください。

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

3人

☐その他（

）

松戸青少年会館

17

Title

松戸青少年会館で“やりたい”を形に ☆自由に Plan & Try!

どんな団体？：
松戸市が運営する施設です。小・中学生対象の教室などを実施しています。

【今回の活動で目指していること】
青少年会館は青少年を対象とした施設です。青少年である皆さんの考えを実現することで、よりよい
施設、より良いイベント、そして、活躍の場をつくること目指します！

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）
③屋内での活動

☐②屋外での活動
☐④その他（

）

【詳細】
①活動日時と場所
場所：青少年会館（初日以降の日時は、初日に話し合って決めます）
日時は個別に問い合わせて相談します。
②具体的な内容
内容：小学生向けのイベントや、青少年会館をより使いやすくするなど、何でもあり！
青少年向けや青少年会館に関することで、やってみたいと思ったことを実現します。
③ボランティアの役割・期待すること
青少年向けや青少年会館に関することで、やってみたいと思うことを提案し、企画・運営を行
います。イベントに参加する、青少年会館を利用する、当事者であるからこそ導き出される意
見に期待しています。
一緒に、青少年や青少年会館に関することで、やってみたいことを実現しませんか？

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
参加条件：子どもと接するのが好きな人、大歓迎です！
注意事項、当日の持ち物：特になし
その他：もっとやってみたい！と思ったら……。令和４年３月まで活動することも可能です！
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

10 人

☐その他（

）

野菊野こども館（NPO 法人松戸子育てさぽーとハーモニー）
Title

18

こどものあそべる居場所に関わろう！

どんな団体？：
野菊野こども館は 0 歳から 18 歳までの子ども達や親子さんが自由に過ごせる居場所です。
「あそび」を通して子ども達の健やかな育ち、仲間づくりを応援しています。
【今回の活動で目指していること】
子どもたちの主体的な「あそび」を尊重し、一緒に遊んだり体験する楽しさを味わってほしい。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動

③屋内での活動

④その他（「のぎっこのくに」開催時は野菊野こども館のほか集会所も使用

）

【詳細】
①活動日時と場所
Ⅰ．通常開館時◯火・水・木・金・日 12:45～15:15 又は 15:30～18:00
◯土曜
12:45～15:15 又は 15:30～17:15
イベント時 ◯科学実験・アートワークショップ・SDG’S ワークショップなど
Ⅱ．９月以降の体験については個別相談 「のぎっこのくに」に向けて企画準備など
★屋内・屋外での活動⇒野菊野こども館（松戸市野菊野６／新京成バス 「野菊野団地」バス停下車）
★「のぎっこのくに」開催時はこども館の他、近隣の集会所も使用

②具体的な内容
幼児や小学生とボードゲーム、昔あそび、工作、卓球、おしゃべり、準備やおもちゃの消毒、片付けな
ど。イベント時のサポートなど。

③ボランティアの役割・期待すること
子ども達や、乳幼児親子さんと遊んだりおしゃべりしたり楽しんでください。
ポスター制作や動画作成、物づくりなど得意なことを生かしてください。
イベント企画など、子どもたちと一緒に内容を考えてもらえると嬉しいです！

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
・主にこども館内で活動します。中高生は承諾書を当日持参してください。
・動きやすい服装（学校のジャージなど）スカート不可
・
【持ち物】タオルと水筒、マスクを着用、筆記用具、
・遅れる場合、お休みする時、体調不良の場合は必ず連絡してください。
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

各時間 2 名まで

☐その他（

）

エディブルウェイプロジェクト
Title

19

道沿いのプランターに野菜を植えて、エディブル・ランドスケープ
（食べられる景観）づくりのお手伝いをしよう！

どんな団体？：
道沿いの家や店の前で、野菜やハーブなど食べられる植物を育て「食べられる景観」づくりや
ハーブなどの植物クラフト活動を通じて、交流や地域でのつながりづくりを目指しています。
【今回の活動で目指していること】
地域の方とコミュニケーションをとりながら、園芸活動を楽しんで体験すること。生活に身近な場所
で、野菜を育てる「食べられる景観」について学ぶこと。

【活動場所】
☐①オンライン（→使用ツール：

）

②屋外での活動
☐④その他（

☐③屋内での活動
）

【詳細】
①活動日時
9 月２６日（日）

9:30〜15:30 を予定

②具体的な内容と場所
・苗配布会のお手伝い。
・プランター植え替えのお手伝いが必要なお宅で野菜苗の植え替え作業のお手伝いをする。
・活動場所は松戸駅から千葉大学松戸キャンパスの間の地域（主に松戸三丁目東自治会地域）
③ボランティアの役割・期待すること
・苗配布会に来た方に、苗と堆肥をお渡しする。
・スタッフと一緒にお手伝いが必要なお宅へ行き、プランターの植え替えをする。
・地域の方と積極的にコミュニケーションをとりながら活動していただけると嬉しいです。何
より、園芸活動を楽しんでいただけると嬉しいです。

参加条件・注意事項・当日の持ち物など
参加条件：植物や地域環境に興味がある方、歓迎です！
注意事項：動きやすく汚れてもいい服装（スカート不可）。マスク着用。
持ち物：園芸用手袋（軍手でも O K）、タオル、飲み物、お弁当

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（

）

●Let’s 体験!!2021 特別企画●

自分たちのアイデアをカタチにする活動をしよう！
～アイデアを受入れ団体と一緒に、企画・運営してみよう～

すでにあるプログラムではなくて、自分のアイデアを実現させたい！
試してみたい！企画・運営したい！そんなあなたにおススメな企画です。
例えば…
「子ども食堂でこども達のために自分で考えたイベントをしてみたい」
「環境に良いアイデアを松戸の森や街で試してみたい」
興味のある方は面談時にコーディネーターに声をかけてくださいね！
＜活動の流れ＞

募集定員： ３組 （１組４人まで）
6 月～7 月：
・コーディネーターとの面談時に、みなさんの実現してみたいアイデアを聞きます。
・実現したいアイデアを一緒に行えそうな団体さんに、実現できそうか相談します。
８月：企画期間
・団体さんとサポセンのインターン（実現までの相談に乗ったり一緒にアイデアを出したりする
学生スタッフ）と打ち合わせを重ね、実現までの準備をします。必要に応じて、団体の人とも一
緒に打ち合わせをしたりします。
9 月〜10 月：実施期間
・いよいよプロジェクトを実施！楽しんで運営してください。
＜特別企画受け入れ団体＞
●自然・環境に関する企画●
松戸里やま応援団 樹人の会

一般社団法人銀座環境会議

●福祉に関する企画●
ユニバーサル・ピア
●まちづくりに関する企画●
松戸市市民交流会館すまいる

超普通スタジオ

●子ども食堂・子どもの遊び・居場所に関する企画●
樋野口こども館

NPO 法人子どもっとまつど

子ども漫画クラブ

青少年プラザ ポップコーンまつど

さんま食堂

こむすびキッチン

一般社団法人子供プラス未来

お遊び集団！YA！チャオ！

野菊野こども館

