
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆ ボランティアクエスト参加の流れ ◆◇ 
 

●注意● 新型コロナウイルス感染症対策などのため、 
プログラムが変更・中止になる場合があります。 

 

～つくる編～ の場合 

（1）参加したいクエストと内容を選んでぷらざにお申し込みください。 

＊クエストは 1 つでも複数でもお申し込み可能です。 

＊「対面活動編」も申し込み希望の場合は、下記「～対面活動編～の場

合」を参考にして、あわせてお申し込みください。 

（2）申込受理後、ぷらざよりクエスト指示書などを、必要に応じて対面・郵

送・メールのいずれかでお渡しします。 

（3）クエスト指示書に書かれた内容をご自宅で行なってください。 

（4）選択したクエストの内容を全て実施し、作ったものとクエスト指示書 

の両方をぷらざへ提出してください。クリアしていることを確認して 

から、クエスト完了証明書を対面もしくは郵送でお渡しします。 
 

【対  象】関心のある方ならどなたでも 

【申込方法】電話・メール・ＦＡＸ・来所にて、（1）氏名（ふりがな） （2）

住所 （3）連絡先（電話、FAX、メール）（4）学校・学年

（5）参加希望クエストおよび内容をご連絡ください。 

 

～対面活動編～ の場合 
（1）活動したいクエスト内容を決めて、その活動の右上「条件」欄に「細菌検

査：必須」と記載されているか、いないかを把握しましょう。 

（2）自分が「令和３年度ボランティア活動保険」に加入しているか確認してく

ださい。 

＊加入している場合は、何月何日、どこのボランティアセンター 

（もしくは社会福祉協議会）で、どのプランに加入したかも分かる 

ように調べておいてください。 

（3）（1）（2）の確認ができてから、ぷらざにお申し込みください。 

   ＊18 歳未満の方は次頁下部「同意書」を保護者の方に署名・捺印いただ

き持参もしくは写真を撮りメール添付にて提出ください。 

＊クエストは 1 つでも複数でもお申し込み可能です。 

＊「つくる編」も申し込み希望の場合は、上記「～つくる編～の場合」

を参考にして、あわせてお申し込みください。 

（4）申込受理後、ぷらざよりクエスト指示書などを、必要に応じて対面・郵

送・メールのいずれかでお渡しします。また、窓口での保険加入や細菌

検査キット授受が必要な方には来所日をご連絡しますので、所定の日時

に事務局までお越しください。 

（5）クエスト指示書に書かれた内容に沿って、活動前に活動先へ自分自身 

で連絡し、クエスト内容の記入箇所を埋めてから活動してください。 
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申込・問合せ：北区 NPO・ボランティアぷらざ 

〒114-8503 北区王子 1-11-1 北とぴあ 4 階 
TEL：03-5390-1771 FAX：03-5390-1778 

MAIL：plaza@kitaku-vplaza.tokyo.jp 

後援：北区教育委員会 

※対面活動編を希望する、18歳未満の方は、保護者の方の署名・捺印がない  

  場合、申込みできません。代理署名等は認められませんので、必ず保護者の方にご署名、捺印して 

いただきますようお願い申しあげます。なお、この情報は、「夏！体験ボランティア 2021」以外の 

目的には利用しません。 

 

同 意 書 
北区ＮＰＯ・ボランティアぷらざ 

 事務局長 長田 聖次  殿 

 

「夏！体験ボランティア２０２１」ボランティアクエスト～対面活動編～への参加について、 

                  が参加することに同意します。 

２０２１年    月    日 

保護者氏名                           印 

住     所  〒                                    

電 話 番 号                            

 （参加者名をご記入ください。） 

 

（6）選択したクエストの内容を全て実施し、クエスト指示書をぷらざへ提出し

てください。クリアしていることを確認してから、クエスト完了証明書を

対面もしくは郵送でお渡しします。 

【対  象】関心のある小学生以上の方（一部、年齢・性別の制限あり） 

【申込方法】電話・メール・ＦＡＸ・来所にて、 

（1）氏名（ふりがな） （2）住所 （3）連絡先（電話、 

FAX、メール） （4）学校・学年 （5）活動希望クエスト 

番号と活動希望日・時間 （6）令和３年度ボランティア活動 

保険の加入有無（有の場合は、加入月日、加入手続き場所、 

加入プラン） （7）細菌検査や令和３年度ボランティア活動 

保険加入が必要な方は、ぷらざへの来所可能日時を第３候補 

まで連絡 （8）同意書（該当者のみ）をご連絡ください。 

なお、個人情報は、「夏！体験ボランティア 2021」以外の目的に 

は利用しません。 
 
～つくる編～、～対面活動編～ 共通項目 

【申込開始】7 月 ８日（木）午前 10 時～ 

【活動期間】7 月 17 日（土）～9 月 30 日（木）の間 

mailto:plaza@kitaku-vplaza.tokyo.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～つくる編～ 

（１-１）小さなバッグ（おままごと用） 

（１-２）お手玉 

（１-３）紙ひこうき 

（１-４）高齢入居者や保育園児へのお手紙 

（１-５）紙折箱 

（２）使用済切手の行方を追え！ 

（３）折りづるから平和を考えよう！ 

～対面活動編～ 

市民活動 

（４）音訳グループやまびこ 

（５）北区水辺クラブ 

（６）COCORO ごはん 

保育園 

（７）北区立赤羽保育園     （１７）アスクうきま保育園 

（８）北区立岩淵保育園     （１８）王子神谷雲母保育園 

（９）北区立浮間さくら草保育園 （１９）サンライズキッズ保育園 北区園 

（１０）北区立上十条南保育園  （２０）聖母の騎士保育園 

（１１）北区立神谷北つぼみ保育園（２１）つちっこ保育園 

（１２）北区立桜田保育園    （２２）としま みつばち保育園 

（１３）北区立桜田北保育園   （２３）ベベ・ア・パリ保育園東十条 

（１４）北区立さくらだこども園 （２４）まごころ会保育園 

（１５）北区立滝野川西保育園  （２５）まなびの森保育園上中里 

（１６）北区立東田端保育園   （２６）LIFE SCHOOL 桐ヶ丘こどものもり  

児童館 

（２７）北区立桐ヶ丘児童館 

（２８）北区立豊島東児童館 

高齢者 

（２９）赤羽高齢者あんしんセンター 

（３０）王子光照苑高齢者あんしんセンター 

（３１）あしつよ王子 



小さなバッグ（おままごと用）をつくろう 

【活動内容】おままごと用バッグを作って保育園に寄付をします 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木） 

      自宅で活動できる時間に 

【活動日数】特になし  

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【材料】ぷらざで準備したものを渡します 

 

 1-1 

活動場所：自宅 

お手玉をつくろう 

【活動内容】お手玉を作って、保育園や高齢者施設に寄付をします 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木） 

      自宅で活動できる時間に 

【活動日数】特になし  

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【材料】ぷらざで準備したものを渡します 

 1-2 

活動場所：自宅 



紙ひこうきをつくろう 

【活動内容】紙ひこうきを作って保育園に寄付をします 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木） 

      自宅で活動できる時間に 

【活動日数】特になし 

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【材料】ご自身で準備してください 

    （サイズ問わず、チラシ等で作成） 

 1-3 

自宅 

お手紙やカードでメッセージを届けよう 

【活動内容】保育園や高齢者施設の皆さんに心を込めてお手紙やカード 

      を書きましょう 

      （みんなが元気になるメッセージを届けよう） 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木） 

      自宅で活動できる時間に 

【活動日数】特になし 

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【材料】ご自身で準備してください 

 1-4 

活動場所：自宅 



紙折箱をつくろう 

【活動内容】紙折箱を作って、保育園や高齢者施設に寄付をします 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木） 

      自宅で活動できる時間に 

【活動日数】特になし  

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【材料】ご自身で準備してください 

    （Ｂ４～Ａ３用紙サイズのチラシ等で作成） 

 1-5 

活動場所：自宅 

使用済切手の行方を追え！ 

【活動内容】使用済切手の整理をしながら寄付された切手の使い道を 

      学びましょう 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木） 

      自宅で活動できる時間に 

【活動日数】特になし 

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【材料】ぷらざで準備したものを渡します 

 ２ 

活動場所：自宅 



折り鶴から平和を考えよう 

【活動内容】平和の歴史を学びながら自分たちにできることを考え、 

      １０羽１セットの鶴を折りましょう 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木） 

      自宅で活動できる時間に 

【活動日数】特になし  

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【材料】ご自身で準備してください 

 ３ 

活動場所：自宅 

音訳グループやまびこ 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

 ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】対面音訳、録音体験 

【活動日時】８月１３日、２７日（金） 

      １３：００～１５：３０ 

【活動日数】両日参加  

【対象】中学生、高校生、大学生、社会人 

【持ち物】ノート、筆記用具、飲み物 

【募集人数】２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温なし 

 ４ 

活動場所：北区十条台１－２－５ 中央図書館３階 活動コーナー 



ＣＯＣＯＲＯごはん 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】子どもに提供する昼食作りの補助、片付け、遊び相手、 

      宿題支援等 

【活動日時】７月２１日（水）～８月６日（金）平日 

      １０：００～１６：００（早番、遅番、応相談） 

【活動日数】２日以上、昼食提供  【募集人数】１日あたり２名 

【対象】高校生、大学生、社会人 

【持ち物】エプロン、三角巾（バンダナ、大きめのハンカチ） 

【その他】オリエンテーション活動初日、当日検温 

     団体HP: https://www.t-kodomosyokudo.com/ 

 ６ 

活動場所：北区滝野川２－３２－１ 馬場自治会館 

北区水辺クラブ 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

 ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】水辺での清掃活動、水質調査、植物調査 

【活動日時】８月７日（土） 

      ９：００～１１：３０ 

【活動日数】１日のみ 

【対象】中学生、高校生、大学生、社会人 

【持ち物】汚れてもよい服装（長袖）、帽子、タオル、飲み物、筆記用具 

【募集人数】１０名 

【その他】オリエンテーション７／２３（金）１８：００～１８：３０ 

     Zoomで実施、当日検温、申込〆切８月５日（木） 

 ５ 

活動場所：北区赤羽３丁目（新荒川大橋野球場脇）北区・子どもの水辺 



北区立赤羽保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必須 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助、雑務、教材準備 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：００～１６：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】エプロン、三角巾、上履き、１日活動時は昼食 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

 ７ 

活動場所：北区赤羽南１－１６－２－１０１ 

北区立岩淵保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月２１日（水）～８月３１日（火）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：００～１７：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】運動しやすい服装・靴、着替え、タオル、お弁当、飲み物 

     エプロン、三角巾、上履き、１日活動時は昼食 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、当日検温 

 ８ 

活動場所：北区赤羽３－２３－７ 



北区立浮間さくら草保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助、清掃など 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 

      ※７/２２、２３、８/９、１１、１２、１３除く 

      ９：００～１６：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】高校生、大学生、社会人 

【持ち物】動きやすい服装、外靴（汚れてもよいもの）、エプロン２枚 

【募集人数】１日あたり２名（給食費1日につき￥３００） 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

 ９ 

活動場所：北区浮間１－１－２ 

北区立上十条南保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】８月２日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 ※８/９除 

      ９：３０～１６：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】エプロン２枚、三角巾１枚、動きやすい服装（園で着替え） 

     昼食 

【募集人数】１日あたり２名（１名につき３日間までの活動） 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

１０ 

活動場所：北区上十条３－３－２０ 



北区立神谷北つぼみ保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】子どもと一緒に遊ぶ 

【活動日時】７月２６日（月）～８月３１日（火）月～金曜日※８/９除 

      ９：００～１２：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】高校生、大学生（すべて女性のみ） 

【持ち物】動きやすい服装、上履き、外履き、エプロン、三角巾、水筒 

【募集人数】１日あたり１名 

【その他】オリエンテーション活動初日、当日検温 

１１ 

活動場所：北区神谷２－４２－４ 

北区立桜田保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助、環境整備（園内清掃、消毒等） 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～土曜日 ※祝日除 

      ９：００～１７：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生、社会人 

【持ち物】動きやすい服装（長い紐・フード除く）、エプロン（学生は 

     ジャージでも可）、上履き、外履き、名札、お弁当、水筒 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

１２ 

活動場所：北区王子５－２－１ー１０１ 



北区立桜田北保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必須 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助、保育準備、環境整備等 

【活動日時】７月２６日（月）～８月２７日（金）月～金曜日※８/９除 

      ９：００～１６：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】水筒、帽子、上履き、外靴、エプロン、三角巾、弁当 

【募集人数】１日あたり３名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温３日前から 

１３ 

活動場所：北区王子５－２－３－１０１ 

北区立さくらだこども園 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必須 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月１９日（月）～９月３０日（木）月～金曜日 ※祝日除 

      １４：００～１８：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】高校生、大学生、社会人（すべて女性のみ） 

【持ち物】上履き・外靴（ともにかかとのあるもの） 

【募集人数】１日あたり３名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

１４ 

活動場所：北区王子５－２－６－１０３ 



北区立滝野川西保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助、玩具整理、清掃 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：００～１６：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】高校生、大学生、社会人 

【持ち物】上履き、運動靴、動きやすい服装、エプロン、三角巾、帽子、   

     水筒、お弁当、着替え 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

１５ 

活動場所：北区滝野川６－８４－１２ 

北区立東田端保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 ※祝日除 

      １０：００～１６：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】高校生、大学生 

【持ち物】動きやすい服装、お弁当あるいは給食￥５００（活動５日前 

     までに予約必要） 

【募集人数】１日あたり１名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

１６ 

活動場所：北区東田端２－１３－２－１０１ 



アスクうきま保育園 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】雑草取り、おもちゃの消毒作業、保育補助 

【活動日時】７月１９日（月）～９月３０日（木）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：３０～１５：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生、社会人 

【持ち物】汚れても良い服装（着替え）、外履き、上履き 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温３日前から（家族に体調 

 不良、37.5度以上がいない方、2週間以内に通院、服薬していない方） 

１７ 

活動場所：北区浮間４－１４－９ 

王子神谷雲母保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必須 

【活動内容】子どもと一緒に遊ぶ 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：００～１３：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生（すべて女性のみ） 

【持ち物】動きやすい服装、エプロン 

【募集人数】１日あたり１名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温７日前から 

１８ 

活動場所：北区王子５－２２－３ 



サンライズキッズ保育園 北区園 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月１９日（月）～９月３０日（木）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：５０～１２：００ 

【活動日数】１日でも可    【募集人数】１日あたり１名 

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生、社会人 

【持ち物】動きやすい服装、水筒、 

     未成年者のみ園指定のフォームに保護者の押印 

【その他】オリエンテーション活動初日、当日検温、 

     活動1週間前までに申込 

１９ 

活動場所：北区中十条２－１３－２３ 

聖母の騎士保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】子ども達と一緒に遊ぶ、補助、玩具の清掃 

【活動日時】７月１９日（月）～９月３０日（木）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：００～１６：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】上履き、スニーカー、弁当、水筒、帽子、 

     身分証明書（学生証） 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温３日前から 

２０ 

活動場所：北区中十条１－２８－１３ 



つちっこ保育園 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：００～１７：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】高校生、大学生、社会人 

【持ち物】事前連絡時に伝えます 

【募集人数】１日あたり１名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温２日前から 

２１ 

活動場所：北区志茂３－１１－６ 

としま みつばち保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月２６日（月）～９月１０日（金）月～金曜日※８/９除 

      ９：００～１７：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生、社会人 

【持ち物】着替え一式、タオル、水筒、帽子、エプロン（食事介助用）、 

     外履き（水遊びで汚れてもよいもの） 

【募集人数】１日あたり３名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１日前から 

２２ 

活動場所：北区豊島７－８－７ 



ベベ・ア・パリ保育園東十条 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】水遊び準備、片付け、保育補助 

【活動日時】８月２日（月）～９月１０日（金）月～金曜日 ※８/９除 

      ９：００～１２：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】着替え、短パン、ビーチサンダル、動きやすいスニーカー、 

     帽子、水筒 

【募集人数】１日あたり１名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温なし 

２３ 

活動場所：北区東十条４－５－１８ 

まごころ会保育園 
《条件》細菌検査：必須 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月１９日（月）～８月３１日（火）月～金曜日 ※祝日除 

      ８：３０～１３：００ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】給食費（￥３００） 

【募集人数】１日あたり３名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温３日前から 

２４ 

活動場所：北区上中里２－３７－２ 



まなびの森保育園上中里 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】子どもと遊ぶ、環境整備 

【活動日時】７月１７日（土）～９月３０日（木）月～土曜日 ※祝日除  

      １０：００～１７：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】小学生、中学生、高校生、大学生 

【持ち物】動きやすい服装、運動靴、筆記用具、飲み物、 

     給食費（￥２５０） 

【募集人数】１日あたり３名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温１４日前から 

２５ 

活動場所：北区上中里１－２６－１２ 

LIFE SCHOOL 桐ケ丘 こどものもり  
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必須 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】保育補助 

【活動日時】７月１９日（月）～９月３０日（木）月～金曜日 ※祝日除 

      ９：００～１７：００（応相談） 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生、大学生 

【持ち物】水筒、着替え、給食費（￥５００オリエンテーション時に 

     申込）あるいはお弁当 

【募集人数】１日あたり１名 

【その他】活動日2週間前までに園に電話し、事前説明会を園で実施。 

     当日検温 

２６ 

活動場所：北区桐ケ丘１－７－１７ 



北区立豊島東児童館 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必須 

【活動内容】乳・幼児親子対応、学童児童対応、製作物作成 

【活動日時】８月１６日（月）～８月２８日（土）月～土曜日  

      ９：００～１７：３０ 

【活動日数】期間中２日以上  

【対象】高校生、大学生 

【持ち物】動きやすい服装、飲み物、弁当、上履き 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温７日前から 

     午後の活動は近隣の学童クラブになることもある 

２８ 

活動場所：北区豊島５－５－９－１２０ 

北区立桐ケ丘児童館 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】利用者と関わる、製作物準備、館内清掃 

【活動日時】８月１０日（火）～８月１３日（金）火～金曜日  

      ９：３０～１７：３０ 

【活動日数】１日でも可  

【対象】高校生、大学生、社会人 

【持ち物】上履き、動きやすい服装、着替え（必要に応じて）、タオル、 

     ハンカチ、昼食、飲み物 

【募集人数】１日あたり２名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温３日前から 

２７ 

活動場所：北区桐ケ丘１－１６ー２７ー１０２ 



王子光照苑高齢者あんしんセンター
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】自宅からZoomサロンへ参加 

【活動日時】８月１８日（水） 

      １３：００～１５：００ 

【対象】高校生、大学生、社会人 

【持ち物】自宅でパソコン、スマホを利用 

【募集人数】２名 

【その他】電話での事前打合せあり 

     昔を懐かしむ映像を交えてのおしゃべりサロンです 

     高齢者にリモートの魅力を伝えてくださる方希望です 

３０ 

活動場所：自宅 

赤羽高齢者あんしんセンター 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容日時】①７月２８日、８月２５日（水）９：３０～１０：３０ 

          屋外の散歩同行※雨天中止 

        ②７月２３日、８月２７日（金）１３：３０～１６：００ 

          室内でサロン、お話し相手 

【活動日数】１日でも可  

【対象】中学生、高校生 

【持ち物】飲み物 

【募集人数】①１日あたり２名  ②１日あたり１名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温３日前から 

２９ 

活動場所：北区赤羽南１－１３－１赤羽会館６階 



あしつよ王子 
《条件》細菌検査：必要なし 

    レントゲン検査：必要なし 

    ＰＣＲ検査：必要なし 

【活動内容】お茶準備、片付け等 

【活動日時】７月１９日（月）～９月３０日（木）月～金曜日  

      ９：３０～１２：３０ または １４：００～１７：００ 

【活動日数】２日以上（同一曜日同一時間帯で）  

【対象】中学生、高校生、大学生、社会人 

【持ち物】上履き 

【募集人数】１日あたり１名 

【その他】オリエンテーション活動初日、検温当日のみ 

     ただし、３７．５度以上は活動不可 

３１ 

活動場所：北区豊島２－１－２山新王子ビル１階 
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