
夏休みボランティア体験学習 2017 受入施設詳細表 

■■保育施設①■■ 

１ 猫実保育園 担当  河口 受入日時 月～金  9:00～16:00 

住所 浦安市北栄３－３１－１４  ☎  ０４７－３５３－２１５２ 

1日の定員  ２～３名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書    有 

内容 保育補助、環境整備 

持ち物 上履き、外履き、体操着(園で着替える)、エプロン、三角巾、タオル２枚、給食代（１食 220円） 

施設 PR 
子どもたちはお兄さん、お姉さんと遊ぶことが大好きです。一緒にたくさん遊び楽しんでください。また、保育士に興味の

ある方は、保育士についても学べますよ。お待ちしています。 
 

２ 弁天保育園 担当 倉田 受入日時 
月～金（祝、8/30不可） 

8:30～16:00 

住所 浦安市弁天１－１－２８  ☎ ０４７－３１６－８８４１ 

1日の定員 ２名 事前面談 無 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 保育補助、環境整備 

持ち物 動きやすい服装（Tシャツ、パンツ等）、外用スニーカー、上履き、帽子、コップ、昼食+おやつ代（１日 400円） 

施設 PR 
子どもが好きな方、保育士という職業に興味がある方、元気いっぱいパワフルな子供たちと遊びませんか？ 

子どもたちはお兄さんお姉さんが大好きです。 
 

３ 当代島保育園 担当  小林 受入日時 月～金 9:00～16:00 

住所 浦安市当代島１－２５－２７    ☎ ０４７－３５２－１８６６ 

1日の定員 ３名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 保育補助、環境整備 

持ち物 活動しやすい服装（園で着替える）、上履き、外靴、手拭きタオル、汗拭きタオル、給食代（１日 220円） 

施設 PR 子どもが好きで意欲のある方お待ちしています。 
 

４ 日の出保育園 担当   大塚 受入日時 月～金 9:00～17:00 

住所 浦安市日の出２－１１－１   ☎ ０４７－３８０－０８８０ 

1日の定員 ２～３名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 保育補助、環境整備 

持ち物 給食費(１食 220円)、動きやすい服装、エプロン、三角巾、ハンドタオル、飲み物 

施設 PR 
子ども１人 1人に寄り添い、気持ちを受止め保育することを目標とし、日々笑顔で元気に過ごす保育者達です。 

子ども目線になり、楽しい時間を一緒に過ごしていただけたらと思います。 
 

５ 浦安駅前保育園 
担当  

鈴木/服部 
受入日時 月～金（祝不可）9:00～17:00 

住所 浦安市猫実４－１９－２４   ☎ ０４７－３８１－７８０２ 

1日の定員 ２名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 保育補助（園児と遊ぶ、雑務）、保育園での様々な活動を体験し保育に携わる大切さを知ってもらう 

持ち物 
活動しやすい服装（ジャージ等、ジーンズ不可）、上履き（スリッパ等不可）、運動靴（通勤兼用可）、飲み物 

※昼食は園で用意します（無料） 

施設 PR 
保育の仕事に興味のある方や将来保育士を目指している方を歓迎いたします。 

社会人になるための学習の場として、積極的に一生懸命に取り組む学生を応援しています。 
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■■保育施設②■■ 

６ 海園の街保育園 担当  齋藤 受入日時 月～金（盆不可）8:30～17:30 

住所 浦安市明海３－２－１2 ☎ ０４７－３１６－８６８８ 

1日の定員 ２名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

活動内容 保育、雑務手伝い 

持ち物 お弁当、飲み物、保育着（動きやすい服装、スニーカー、学校のジャージ OK、ジーンズ不可） 

施設 PR 
かわいい子どもたちが待っています。一緒に楽しく過ごしましょう。何か目的をもって参加されると有意義に過ごせると

思います。 ※爪は短く、アクセサリー類はしない、髪が長い方は結んでください。 
 

７ ふたば保育園 担当  小西 受入日時  要相談 

住所 浦安市北栄４－１－１６  ☎ ０４７－７２３－２８２８ 

1日の定員 ２～３名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書    有 

内容 保育補助 

持ち物 上履き、コップ、エプロン、三角巾、お箸、清潔感があり動きやすい服装(昼食は手作りの給食をお出しします) 

施設 PR 一人ひとりが大切にされている、と感じられる丁寧な保育をしています。是非いらしてください。お待ちしています。 
 

８ 高洲保育園 担当 増田 受入日時 月～金 9:00～16:00 

住所 浦安市高洲２－３－４    ☎ ０４７－３０５－１３１３ 

1日の定員 ２名 事前面談 無 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有（母子手帳のコピー） 

内容 保育補助、環境整備 

持ち物 
動きやすい服装（園で保育着に着替える）、手拭きタオル、エプロン、三角巾、上履き、外靴、 

給食代（１食 220円） 

施設 PR 
子どもが大好きで元気、やる気のある方お待ちしています。 

事前面談はありませんが、活動初日に２０分程度の説明があります。 
 

９ みのり保育園 担当 岡田 受入日時 月～金 9:00～12:00 

住所 浦安市猫実２－４－７ ☎ ０４７－３５１－５９９３ 

1日の定員 1～2名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

活動内容 保育士の補助、園舎内・外の環境整備 

持ち物 動きやすい服装、上履き、外履き、エプロン、三角巾 

施設 PR 
明るくきれいな園舎。子どもたちとのふれあいを体験してみませんか。 

保育園の仕事に興味のある方をお待ちしています。 
 

１０ 入船保育園 担当   杉山 受入日時 月～金9:00～16:00 

住所 浦安市入船６－９－１  ☎ ０４７－３５３－６９９２ 

1日の定員 ２名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 着替えの手伝い、子どもと一緒に遊ぶ（ケガのないよう注意する）、保育室の片付け・清掃 

持ち物 着替え上下、エプロン、三角巾、上履き、運動靴、筆記用具、タオル、ハンカチ、給食代（１食 220円） 

施設 PR 
ボランティアの意味が分かり意欲のある人。子どもが好きな人。 

保育園はどんなところか、保育士の仕事を知ってほしい。 
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■■保育施設③■■ 

１１ 東野保育園 担当   坂口 受入日時 月～金 9:00～16:00 

住所 浦安市東野１－７－２  ☎ ０４７－３５０－４３２１ 

1日の定員 ２～３名 事前面談 無 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 保育補助、環境整備など 

持ち物 給食代(１食 220円）、手拭きタオル、エプロン、三角巾、上履き、運動靴、保育のできる服装（園で着替え） 

施設 PR 子どもと元気に遊びましょう。意欲のある方歓迎します。 
 

１２ 富岡保育園 担当  加賀美 受入日時 お盆、土日祝不可 9:00～16:00 

住所 浦安市富岡３－１－６ ☎ ０４７－３５１－５３３５ 

1日の定員 ２名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 保育補助、環境整備 

持ち物 
上履き、運動靴、ハンドタオル、着替え上下（園で着替え）、エプロン、三角巾、コップ、帽子、筆記用具、 

給食代（1食 220円） 

施設 PR 
子どもが好きな人大歓迎です。子どもと関わる中で子どもを理解していただき、保育園とはどんなところなのか保育士

の仕事はどういうものなのか等を、知っていただきたいと思います。 
 

１３ 舞浜認定こども園 担当 宇田川 受入日時 
土日祝以外 

8/1～8/28 8:30～16:00 

住所 浦安市舞浜２－１－２ ☎ ０４７－３５３－０１１０ 

1日の定員 ４名 事前面談 有 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 保育補助 

持ち物 昼食、水筒、上履き、外遊び靴、帽子、着替え、タオル（水遊びで濡れることがある）、名札（ひらがな） 

施設 PR 子どもが大好きな人集まれ。子どもたちと一緒に楽しい夏休みを過ごしましょう。 
 

１４ たかし保育園新浦安 担当 松田 受入日時 月～金 9:00～16:00 

住所 浦安市入船５－４６－１ ☎  ０４７－３５３－５１５１ 

1日の定員 ３名 事前面談 有 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 子どもの保育 

持ち物 動きやすく清潔な服装、戸外用室内用の靴、コップ、お箸、飲み物、給食代（１食２２０円） 

施設 PR 

たかし保育園新浦安は、今年度で６年目の保育園です。０～５歳児をお預かりし、幼児クラスは 3・4・5 才の縦

割り保育、乳児クラスは緩やかな担当制保育を行っています。子どもたちの『昼間のお家』で子どもたちと関わりなが

ら、たくさんのことを学んで楽しんでください。 ※個人情報の守秘に関する誓約書に記入いただきます。 

■■児童施設①■■ 

１ 高洲児童センター 担当   村松 受入日時 

8/1～28  （8/11休み） 

中学生     9:00~12:00 

高校・大学生 13:00～17:00 

住所 浦安市高洲５－３－２   ☎ ０４７－３０４－０３１５ 

1日の定員 1～2名 事前面談   有 腸内細菌検査   無 風疹、麻しん等の証明書    無 

内容 
中学生：こんぺいとうサロンでの子育て支援活動の体験 

高校・大学生：児童の遊び相手、見守り 

持ち物 動きやすく華美でない服装、上履き、外用運動靴、水筒（水分補給用） 

施設 PR 
児童センターは、0~18歳未満の子どもとその保護者が利用できる施設です。 

未就学児と保護者には子育て支援、小学生以上には遊びを通しての健全育成をはかっています。 
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■■児童施設②■■ 

２ 東野小学校地区児童育成クラブ 担当   石川 受入日時 

  8/1～8/28（土日祝日休み） 

  9:00～17:00（応相談） ３ 富岡小学校地区児童育成クラブ 担当   荒井 

住所２ 浦安市東野１－７－３ ☎２ ０４７－３０４－１８８０ 

住所３ 浦安市富岡１－１－１ ☎３ ０４７－３５２－７４００ 

1日の定員 1～2名 事前面談   有 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書    有 

内容 子どもたちとコミュニケーションをとる 

持ち物 
着替え一式、エプロン、外用運動靴、上履き（サンダル・スリッパ不可、体育館シューズなどの動きやすいもの） 

名札、お弁当、飲み物 

施設 PR 

育成クラブは、昼間就労等の理由で家庭に保護者がいない子どもたちが、いつもの大人（支援者）や仲間たちとの

安定した人間関係の中で、安全で豊かな放課後を過ごすための居場所です。 

子どもたちは、生活の中で様々なことを経験し学んでいきます。夏休みのボランティアをとおして、小学生の子どもたち

と一緒に遊んだり、悩んだりする中で、心の葛藤や成長する姿を見ると思います。子どもと関わる仕事の楽しさのひと

つなので、ぜひ一緒に感じてもらえたらと思っています。 

■■高齢者施設①■■ 
 

１ 猫実高齢者デイサービスセンター 担当 逢坂 受入日時 月～土 10:00～16:00 

住所 浦安市猫実１－２－５   ☎ ０４７－３０４－８８５８ 

1日の定員 ２名 事前面談 有(都度調整） 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 入浴後の整容、食事の配膳準備、話し相手、レクリエーション活動への参加 

持ち物 昼食、飲み物、動きやすい服装 

施設 PR 
ご利用者の皆さんと一緒に楽しんでいただくことが一番です。 

週ごとにイベントや活動など、様々なプログラムがあります。 
 

 

２ 浦安駅前高齢者デイサービスセンター 担当   角山 受入日時 
日、年末年始除く 

8:00～17:00 

住所 浦安市猫実４－１９－２４   ☎ ０４７－３８１－７８０３ 

1日の定員 ２名 事前面談 無 腸内細菌検査 有 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 話し相手、各種レクリエーション補助、送迎の補助など 

持ち物 お箸、飲み物（昼食は施設で用意する） 

施設 PR 
浦安駅からとても近く、保育園と併設しており交流会もあるのでお楽しみください。 

※活動前に１度施設へ連絡してください。 
 

 

３ 浦安市特別養護老人ホーム 
担当 

大西 
受入日時 

月～金（祝不可） 

10:00～16:00 

住所 浦安市高洲９－３－１  ☎ ０４７－３８２－２９４３ 

1日の定員 ２名 事前面談 無 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 車いす清掃、お散歩介助、シーツ交換など 

持ち物 動きやすい服装（着替え含む）、お弁当、飲み物（自動販売機はありますが近隣にコンビニなし） 

施設 PR 
65才以上の介助の必要な高齢者が生活する施設です。夏休みを利用して異世代間交流を体験できる貴重な機

会です。若さと笑顔を、ご利用者、職員一同楽しみにお待ちしております。 
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■■高齢者施設②■■ 

４ 高洲高齢者デイサービスセンター 
担当  

  井上・鈴木 

受入 

日時 

月～土 （祝不可） 

10:30～16:00 

住所 浦安市高洲９－３－１   ☎ ０４７－３８２－２４１７ 

1日の定員 １～３名 事前面談 無 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 利用者へのお茶出し、ドライヤー掛け、活動補助、レクリエーション参加 

持ち物 動きやすい服装、お弁当、飲み物（近くにコンビニはありません） 

施設 PR 
１日25名のデイサービスです。週替わりで様々な活動を通し利用者の楽しみ、交流を支援するとともに、体力づくり

も行っています。利用者と一緒に楽しみ、交流をしながら、デイサービスがどんなところか知ってください。 
 

５ 浦安ベテルホーム（介護老人保健施設） 担当  浅地 受入日時 月～金 10:00～15:00 

住所 浦安市高洲９－３－２ ☎ ０４７－７００－６６００ 

1日の定員 ３名 事前面談 無 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 話し相手、レクリエーション参加、配膳など 

持ち物 動きやすい服装、上靴、筆記用具、お弁当、飲み物 

施設 PR 
ベテルホームはリハビリを提供し、住み慣れた自宅に帰ることができるようにお手伝いをする施設です。「お年寄りと話

をしてみたい。」、「介護の仕事ってどんなものだろう。」など、福祉に興味のある方お待ちしております。 
 

６ 浦安愛光園（特別養護老人ホーム） 担当   阿部 受入日時 月～金(祝不可)10:00～15:00 

住所 浦安市高洲９－３－２ ☎ ０４７－７００－６６００ 

1日の定員 ２名 事前面談 無 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書 無 

内容 入居者のお話し相手、食事やおやつの準備、後片付け、掃除など 

持ち物 動きやすい服装、上履き、エプロン、筆記用具、昼食、飲み物 

施設 PR 
若い元気な人たちが来てくれると、入居者の皆さんがとても喜んでくれます。アットホームできれいな浦安愛光園で、

是非体験学習をしてみてください。「コタロウ」というかわいい柴犬もいますよ！ 
 

７ うらやす和楽苑（特別養護老人ホーム） 担当 足立 受入日時 
月～金（土・日応相談） 

10:00～16:00(うち３時間程度) 

住所 浦安市当代島２－１４－２  ☎ ０４７－３８０－０１１１ 

1日の定員    ２～４名 事前面談 有 腸内細菌検査  無 風疹、麻しん等の証明書  無 

内容 話し相手、シーツ交換、イベントの手伝いなど 

持ち物 動きやすい服装、上履き（スリッパ、サンダル不可）、飲み物 

施設 PR 
うらやす和楽苑は、身体の不自由なお年寄りが多く生活している施設です。学生の方々だと孫やもう少し下の世代

になりますが、若い皆さんとの交流ができることをとても喜ばれます。初めての方も大歓迎です。 

■■障がい者施設■■ 

１ NPO法人あいらんど 担当  中久喜 
受入 

日時 

日曜、月曜、祝日、8/31は不可 

10:30～14:00（応相談） 

住所 浦安市当代島２－１３－２５   ☎ ０４７－３５１－１１０３ 

1日の定員 １名 事前面談 有 腸内細菌検査 無 風疹、麻しん等の証明書 有 

内容 事業所の支援員のサポート、事業者に通っている方へのサポート 

持ち物 エプロン、三角巾、清潔で動きやすい服装（ジャージ、キャラクター不可） 

施設 PR 
当代島公民館内にあるカフェ、公民館前にある事業所という立地を生かし、地域の方々との繋がりを大切に日々活

動しています。 

 


