
ひだか社協だより「ひだまり」は、共同募金の配分を受けて発行しています。社会福祉協議会（略して「社協」）は、地域福祉をすすめる団体です。
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正面玄関
地域の高齢者の
相談はコチラ！

高麗川地域
包括支援センター

ヘルパーステーション
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図書室

子育て総合支援センター
『ぬくぬく』

子育て総合支援センター
『ぬくぬく』

プレイルーム
（和室） プレイルーム

（洋室）

ガーデンスペース

調理
実習室

教養娯楽室

図書
コーナー

電子浴
コーナー

レストラン
『こまの郷』

ちょっとひとやすみ！
メニューも充実

中　庭

66畳の大 広 間

浴室

トイレ

卓球コーナー

自販機

研 
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室

総
合
案
内

情報コーナー

エレベーター

日高市障がい者相談
支援センター

日高市
社会福祉協議会

日高市
シルバー人材
センター

障がいのあるかたの
訓練サービスなどを
しています

定年退職した高齢者に
地域社会に密着した
臨時・短期的な仕事を
提供しています

トイレ

“高麗の郷” の施設案内も
日高市社恊HPヘ！

障がいのあるかた及び
そのご家族の相談窓口

ホームヘルパーの
オフィスです

訪問介護はおまかせ！

親子の交流•遊び場の提供•子育ての相談
支援の案内•発達が気になるお子さんの
育児相談が受けられます

アクティブルーム

ボ
ー
ル
プ
ー
ル 

← 

↑

こまのさと
作業所

高麗川地域
包括支援センター

ボランティア市民活動に興味
のある方はおこしください。
・毎火曜日12:00～14:00
・第1を除く金曜日13:30～15:00

わいわいわいわい

毎火・水・木に
障がい者施設でつくる
製品を販売しています

マルシェマルシェ

ヘルパーステーション
『こまの郷』

ヘルパーステーション
『こまの郷』

レストラン
『こまの郷』

日高市障がい者相談
支援センター

日高市
シルバー人材
センター

“高麗の郷” の施設案内も
日高市社恊HPヘ！

こまのさと
作業所

hidakashi-shakyo.or.jp 「社協っ
て何して

るところ
？」

「社協に
は何があ

るの？」

そんなギ
モンを解

決するの
は

コチラ！

自販機

日高市障がい者
就労支援センター
「えるむ」

日高市障がい者
就労支援センター
「えるむ」

障がい者相談
支援センター
「ぶらむ」

障がい者相談
支援センター
「ぷらむ」

ボランティア
センター

ボランティア
センター

CSW
→P6へ
共同募金
あんサポ

CSW
→P6へ

コミュニティ
ソーシャル
ワーカー
→P6へ

コミュニティ
ソーシャル
ワーカー
→P6へ

自立相談支援
センター

自立相談支援
センター

日高市
ファミリーサポート

センター

日高市
ファミリーサポート

センター

            探検！高麗の郷

お風呂に食堂も！
こんどゆっくり
寄ってみよう！
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            探検！高麗の郷
福祉の相談が
できるね！
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№ メニュー名 体験期間・日時 募集人数 対象

H-1
日高市子育てサークル 

「こっこの会」
8月1日（水）9:00~15:00�
会場:総合福祉センター高麗の郷　※食育と調理実習　

2名 大学生以上

H-2 高麗保育所
8月1日（水）~31日（金）�
※8/13~15は除く　平日9:00~16:00�
会場:施設敷地内（梅原5-2）※オリエンテーションあり

1日3名 高校生以上

H-3 高麗学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
※8/13~15は除く　平日9:00~17:00　�
会場:施設内（梅原294-2）※川遊び（巾着田）あり

1日1名 大学生以上

H-4 武蔵台学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
※8/13~15は除く　平日9:00~18:00の間�
会場:施設敷地内（武蔵台5-1-1）※午前・午後のみも可

1日2名 高校生以上

H-5 日高こどもえん保育園
8月1日（水）~8月31日（金）�
※8/10~18日は除く　平日9:00~17:00�
会場:施設敷地内（新堀159）

1日3名 高校生以上

H-6 あさひ保育園
8月1日（水）~31日（金）�
※8/10~20日は除く　平日8:30~16:30�
会場:施設敷地内（森戸新田99-4）

1日2名 高校生以上

H-7 高麗川保育所
8月1日（水）~31日（金）�
平日9:00~16:00�
会場:施設敷地内（原宿69-2）※プールあり

1日2名 高校生以上

H-8 高麗川学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
※8/13~15は除く　平日10:00~17:00の間�
会場:施設敷地内（原宿69-2）

1日2名 中学生以上

H-9 高麗川かえで学童保育室
8月1日（水）~31日（金）　�
※8/13~15、27は除く　平日7:30~19:00�
会場:施設内（南平沢335）※外出支援、プールあり

1日2名 中学生以上

H-10 高麗川さくら学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
※8/13~15は除く　平日10:00~18:00の間�
会場:施設内（南平沢331-1）※プールあり、事前面接あり

1日2名 中学生以上

H-11 高麗川すみれ学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
※8/13~15は除く　平日10:00~18:00�
会場:施設内（南平沢1025）

1日2名 高校生以上

H-12 高根保育所
8月1日（水）~31日（金）�
平日9:00~16:00の間　�
会場:施設敷地内（下鹿山490-1）

1日3名 高校生以上

H-13 高根学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
※8/11~15は除く　平日10:00~18:00�
会場:施設敷地内（中鹿山523-3）

1日3名 大学生以上

H-14 高根ラッキー学童保育室
8月1日（水）~31日（金）　�
※8/13~15は除く　平日7:30~18:30の間�
会場:施設敷地内（中鹿山523-4）

1日3名 高校生以上

H-15 日高どろんこ保育園
8月1日（水）~31日（金）�
平日8:30~17:00�
会場:施設敷地内（旭ヶ丘211-3）

1日5名 中学生以上

2018    HIDAKAin

子育て・保育体験　活動内容：子どもと遊んだり簡単な手伝い

参加者募集!

ステップ１ ▶ ステップ２ ▶ ステップ３ ▶ ステップ４ ▶ さあ！
ボランティア体験へメニューから選ぶ 申し込み用紙に記入 提出 説明会へ参加

※メニューによっては参加できないものもあります。日程と対象をよく確認してください。

  申し込み方法  

  申込み締切   7月に体験を希望する人�▶�7月17日締切 ▶�説明会7月20日（金）17:00〜18:00

 8月に体験を希望する人�▶�7月25日締切 ▶�説明会7月29日（日）10:00〜11:00

  提 出 方 法   直接窓口にお持ちいただくか、FAX、郵送にて送付してください。

  提 出 場 所   総合福祉センター「高麗の郷」内　社会福祉協議会
 〒350-1235　日高市楡木201番地（受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分）
� TEL�042−985−9100　FAX�042−985−1411

彩の国ボランティア体験プログラム
子どもから大人まで、だれもが気軽にボランティア活動に参加できる
きっかけづくりのために、さまざまな体験メニューを用意しました。

※ 説明会の場所は 
いずれも 
総合福祉センター 

「高麗の郷」

※ 郵送の場合は、 
申込書のコピーを 
保管してください。

4



№ メニュー名 体験期間・日時 募集人数 対象

R-1 ぬくもりげんき食堂
①8月20日（月）　②8月27日（月）　10:00~15:00�
会場:こま川団地ショッピングセンター内　たかねサロン（下鹿山527）

1日5名 中学生以上

R-2 やまなみ食堂
①8月23日（木）　②8月27日（月）　10:00~15:00�
会場:武蔵台公民館（武蔵台5-1-2）

1日5名 中学生以上

コミュニティー食堂　活動内容：小学生の見守り、配膳や片付け、宿題の手伝いなど

№ メニュー名 体験期間・日時 募集人数 対象

E-1 ひだか憩いの森　サポートクラブ
①7月27日（金）　②8月3日（金）　③8月24日（金）　9:00~12:00�
会場:日高総合公園（高萩1500）

1日30名 中学生以上

E-2 高麗川をひだかの自慢に
8月19日（日）　13:00~15:00�
会場:高麗川　※高麗公民館（栗坪92-2）ロビー集合

5名 中学生以上

E-3 鹿山の森をトトロの森に
8月19日（日）　9:00~12:00�
会場:日高市鹿山651・653・661-1

5名 中学生以上

環境保全活動

№ メニュー名 体験期間・日時 募集人数 対象

K-1 さわやかひだか館　夏まつり
7月21日（土）　10:00~16:00�
会場:施設内（高萩1112-2）※当日オリエンテーションあり

15名 中学生以上

K-2 日高の里　流しそうめん
7月26日（木）・27日（金）　12:00~16:00�
会場:施設内（久保96-1）※私服もしくは浴衣着用

4名 中学生以上

K-3 清流苑　納涼祭
8月4日（土）　17:30~19:00　の間　集合17:00�
会場:施設内（横手401-5）

5名 高校生以上

K-4 いろどりの里　夏まつり
8月17日（金）　10:00~15:00�
会場:施設内4階（女影454-4）

10名 中学生以上

K-5 ふるさとけあ　夏まつり
8月2日（木）　9:00~15:00の間　�
会場:施設内（原宿91-1）

4名 中学生以上

K-6
ベテラン館こまがわ 
夏まつり

8月22日（水）　9:30~16:00�
会場:施設内（四本木2-5-1）

4名 中学生以上

K-7
緑の森　ボワベールひだか
運動会

9月16日（日）　13:30~15:30�
会場:施設内（上鹿山235-1）※オリエンテーションあり

5名 中学生以上

K-8
かわせみ　夏まつり

（障がい者施設）

準備　7月24日（火）~27日（金）　　当日　7月28日（土）�
片付け　7月31日（日）　9:30~16:30の間�
会場:施設内（栗坪120-1）※オリエンテーションあり

1日5名 中学生以上

K-9
防災体験プログラム
日高特別支援学校

7月24日（火）　9:30~12:00�
会場:日高特別支援学校（高富59-1）

30名 中学生以上

高齢者・障がい者施設などでの体験　活動内容：イベントの手伝い、話し相手など

№ メニュー名 体験期間・日時 募集人数 対象

S-1
盲導犬の話と視覚障がい
ボランティア体験

8月26日（日）　10:00~15:00頃�
会場:総合福祉センター高麗の郷（楡木201）

25名
小学生以上�
※小学1,2,3年生
は、保護者同伴

小学生から参加できるメニュー

№ メニュー名 体験期間・日時 募集人数 対象

H-16 日高どろんこ学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
平日　12:00~18:00�
会場:施設敷地内（旭ヶ丘211-3）

1日3名 中学生以上

H-17 高萩北学童保育室
8月1日（水）~31日（金）�
※8/13~15は除く　月~土7:30~19:00　�
会場:施設敷地内（旭ヶ丘800）※外出支援、プール、事前面接あり

1日5名 高校生以上

H-18 高萩北かがやき学童保育室
8月1日（水）~31日（金）　�
※8/13~15は除く　月~土7:30~18:00�
会場:施設敷地内（旭ヶ丘369）

指定なし 高校生以上

H-19 高萩学童保育室
8月1日（水）~31日（金）　�
※金曜日、8/13~15は除く　平日10:00~18:00�
会場:施設敷地内（高萩800）※プールあり

1日4名 中学生以上

H-20 高萩よつば学童保育室
8月1日（水）~31日（金）　�
※8/13~15は除く　月~土10:00~18:00の間�
会場:施設敷地内（高萩800）※時間は応相談。プール、事前面接あり

1日3名 高校生以上

H-21 開栄保育園
8月1日（水）~31日（金）�
平日8:30~17:30の間※午前中のみも可�
会場:施設敷地内（旭ヶ丘720-4）※事前面接あり

1日2名 高校生以上
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★　7月に体験を希望する人 ▶ 7月17日締切 ▶ 説明会7月20日（金）17:00 〜 18:00
　　8月に体験を希望する人 ▶ 7月25日締切 ▶ 説明会7月29日（日）10:00 〜 11:00

【次のメニュー ↓ に参加希望の方のみご記入ください】
■Ｓ-１　盲導犬の話と視覚障がいボランティア体験
　日程：８月26日（日）※説明会への参加は不要です。
　　10：00 〜 12：00　盲導犬ロンドとユーザーさんのお話し
　　13：00 〜 15：00　視覚障がいボランティア体験（A 〜 C）
　対象：小学生以上（1・2・3年生は、保護者同伴） 
　会場：総合福祉センター「高麗の郷」　※昼食をご持参ください。
　※午後の体験は希望の場所に分かれます。
　　A　点字体験
　　B　朗読体験
　　C　アイマスク体験

ふりがな 性別 生年月日 年齢

氏名 男・女 昭・平   　　年 　月 　日 才

住所
（〒　　　－　  　　） 電話

ＦＡＸ

メール 携帯電話

参加区分 中学生・高校生・学生・勤労者・主婦・主夫・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

学校名 （　 　　年）
保護者の同意（署名・捺印）※１８才未満

印

★体験活動の様子を写真に撮らせていただく予定です。撮影した写真は、社会福祉協議会や体験先の施設の
広報などに使用する場合があります。

上の A ～ C から希望の体験を選んでください。
第１希望

第２希望

ＦＡＸ：０４２－９８５－１４１１（日高市社会福祉協議会行）
彩の国ボランティア体験プログラム  2018 in HIDAKA  申込書 

No.　　　　　� ●申込日：平成　　年　　月　　日

【参加希望メニュー】
※受入状況によっては、参加調整をさせていただくことがありますので、第３希望までご記入下さい
希望順 № メニュー名 参加希望日（日にちを入れてください）

第１

第２

第３

上記のうち３つ全てのメニューへ参加を希望しますか？　　（　はい　・　いいえ　）   ※必ずどちらか◯

【問い合わせ先】日高市社会福祉協議会　
電話：０４２－９８５－９１００　　
住所：日高市大字楡木２０１
　　　（総合福祉センター高麗の郷内）
※ご記入いただいた個人情報はボランティア
保険の加入および受入先との連絡調整に使用
させていただきます。

※郵送で提出する場合は、
申込書のコピーを保管し
てください。

やむを得ず説明会に
参加できない場合は、

社会福祉協議会へ
ご連絡ください。



ふりがな

参加者名
性　別　　　男　・　女　　

年　齢　（　　　　　　　）

住所　　〒　　　　－

学校名 学年
　　　　　　　　　　 年

TEL メールアドレス

参加しようと思った理由は？

あなたの特技や趣味は？

今までのボランティア経験は？

高校生ボランティア体験2018 in 伊豆大島
申込み用紙(7/12締切）

～今後の流れ～
① この申込み用紙を記入。7月12日（木）までにFAX（042-985-1411）または直接提出。
②  7月20日（金）までに参加合否を郵送します。※残念ながら参加見送りとなった方へも通知致します。

③ 7月26日（木）10:30～16:00の事前オリエンテーション（メンバー顔合わせ）に参加してください。
④ 8月19日（日）23:00　東京港竹芝桟橋出発!!伊豆大島へ。
　※9月以降に事後研修（報告会）を予定しております。

～注意事項～
ここでの個人情報は第三者に提供いたしません。但し参加が決定した場合、協力機関（現地高校やホー
ムステイ先）へ情報を伝える場合があります。

Sponsored by



社協の会員になって地域を支えませんか？
社協会員は、「つながりのサポーター」です。
＊福祉活動に協力したいけど参加できなくて…
＊住んでいる地域の福祉に協力したい！でも忙しくて…
⇒社協会員会費は、地域おたすけ隊、福祉教育、ボランティア
の育成、つながりを創出する自治会の助成に活用されます！

◆年３回（７月・９月・３月）の毎号約２１，０００部発行です。
◆福祉、ボランティア活動に熱心な方、介護者への情報提供にもつながります。

規格：Ａタイプ（縦52mm×横90mm）、Ｂタイプ（縦52mm×横180mm）
仕様：２色刷り（使用色は本会指定のものになります。）
料金：Ａタイプ（１５，０００円）Ｂタイプ（３０，０００円）※各号ごとの料金です。

　生活していく上で、１人で判断することに不安を抱
えている高齢者や知的障がい・精神障がいのある方な
どが安心して生活が送れるように、定期的にご訪問し、
福祉サービス利用のお手
伝いや暮らしに必要なお
金の出し入れ、お支払い
などのお手伝いをします。

　話し相手が欲しいかた、おしゃべりをしたいかた、
介護の悩みを抱えているかたなどどなたでも。
　私たちがお話しを聴かせていただきます。

コミュニティソーシャルワーカーコミュニティソーシャルワーカーを配置しました

　私たち、ＣＳＷ＝コミュニティソーシャルワーカーは、地域の中の誰もが「孤立」
することなく安心して生活できるよう、地域住民や関係機関などと協働し、地域で支
える仕組みづくりを進めていきます。
　また、制度の狭間や複数の福祉課題を抱えるなど、既存の福祉サービスだけでは対
応困難な課題解決に向け取組み、地域における見守り・発見・つなぎ機能の強化が図
れるよう努めます。

※�日高市傾聴ボランティア「うさぎ」は訓練を受けた
お話し相手のボランティアです。

日�時

場�所
予�約

ご相談に応じます
※1人１時間程度、秘密は厳守します
総合福祉センター「高麗の郷」他
地域福祉係　☎９８５-９１００

一般会員：１口 　  　５００円
賛助会員：１口 　２，０００円
特別会員：１口 １０，０００円
◆ 会員支援（特典）など詳しくは
　ホームページをご覧ください！

日高市傾聴ボランティア「うさぎ」

お問い合わせ
（地域福祉係）

☎９８５－９１００

お話し相手の欲しいかた
まず、お電話ください。

ＣＳＷ あなたの地域の身近な福祉の専門職

福祉サービス利用援助事業
のご案内

相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
あなたの秘密はまもり
ます。

日高市内全戸配布！
社協だより「ひだまり」に広告を掲載しませんか？

企業・法人のみなさま

お申込・お問い合わせ
日高市社会福祉協議会 
企画総務係
☎９８５－９９８８

お問合せ　
（地域福祉係）

☎９８５－９１００
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寄付受け入れ状況（順不同・敬称略）　H30年３月12日～H30年６月19日
寄付者氏名 金額（円） 寄付者氏名 金額（円）

（株）日高カントリー倶楽部 代表取締役社長 髙橋 正孝
150,000（3月12日） 爽風盆栽会 代表 菅野勝利 10,000 
150,000（4月16日） 佐藤　美津子 4,876 
300,000（6月  4日） 原宿女性部 3,000

（株）高麗川カントリー倶楽部 取締役社長 荒井 隆男 106,500 高麗盆栽愛好会 5,000
関東西濃運輸労働組合 川越支部 80,000 匿名（6件） 163,944
日高市福祉交友会 3,981 物品寄付

（公社）川越法人会日高地区会 10,000 高麗川赤十字奉仕団　 タオル

　みんひろでは、総合福祉センター「高麗の郷」
ロビーで毎週火曜12時～14時と、第１を除く金曜
13時半～15時に日高市市民活動情報サロン「わい
わい」を開いています。
　ぜひ一度お立ち寄りください！

日時・会場日時・会場
（第１回）平成30年７月７日（土）14時～16時　
　川越児童相談所大会議室　川越市宮元町33－１

（第２回）平成30年９月２日（日）14時～16時　
　ピオニウォーク東松山ピオニホール
　東松山市あずま町４－３
対　象対　象

埼玉県にお住まいの方で、里親制度について関心のある方
定　員定　員　40人（申込順）
申　込申　込
（第１回）　平成30年６月１日（金）から
　川越児童相談所へ直接電話申込　049-233-4152

（第２回）　平成30年８月１日（水）から
　川越児童相談所へ直接電話申込　049-233-4152
参加料参加料　無料

時　給時　給　１，２００円
　　　　※交通費支給・処遇改善手当有
時　間時　間　 勤務日数・時間は応相談
資　格資　格　 介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級以上）

応募方法応募方法
下記までお問い合わせください。
　ヘルパーステーションこまの郷
　☎042-985-6777　担当：宗像、福井

　～高齢者・障害者の施設や保育園で、
地域を支える仕事をしてみませんか？～　

日　時日　時　7月8日（日）12:00～15:00
会　場会　場　飯能市市民活動センター 多目的ホール他
内　容内　容　12:00～13:00  就活支援セミナー
　　　　13:00～15:00  就職相談会
　　　　（個別に内容を聞くことができます。）
参加費参加費　無料
問合せ問合せ　埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター 
　　　　☎048-833-8033

お問い合わせ　社会福祉協議会　☎985–9100
　　　　　　　みんひろ（石井）　☎989–6129

つながる　ひろがるつながる　ひろがる
何かが生まれる！何かが生まれる！

みんなの広場からのお知らせみんなの広場からのお知らせ

みんひろホームペー
ジの開発が難渋して
います。得意技をお
持ちの方よろしく！

シニアが社会参加
し易くするためには？
なにかいいアイディアあり
ませんか？
名案・迷案を「わいわい」
に届けてください！

私たちと一緒に
在宅介護のお仕事をしませんか？

information 耳 よ り 情 報耳 よ り 情 報

総合福祉センター「高麗の郷」

無料法律相談

☎ 985-9100
会　場

•13：00-14：20
•完全予約制となります。予約は２週間前より開始 !!

ご予約は
こちら

7
12木

8
9木

9
13木

平成 30 年度
第１回・第２回里親入門講座のご案内

福祉の仕事・保育の仕事
地域就職相談会

ヘルパーステーションこまの郷　
訪問介護員／ホームヘルパー　募集！

みんひろみんひろ

日高市社会福祉協議会では、ご寄付を随時受け付けております。お預かりした貴重な寄付金は、地域福祉の充実に
活用させていただきます。みなさまからのあたたかいお気持ちをお待ちしております。ご寄付のお願い
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高校生ボランティア体験 2018 in 伊豆大島
Sponsored by

 募集概要

１．対　象　県内在住または県内の高校に通う高校生
２．実施日　2018年8月19日（日）～8月21日（火）の船中泊を含む2泊3日
　　　　　　�また、事前オリエンテーションを7月26日（木）10：30～

16：00で行います。
３．参加費　�無料（ただし船賃※往復9,000円、自宅～JR浜松町駅までの往

復交通費は自己負担）※その他食事代、体験費、移動費は一切
かかりません。

４．申込み　�本誌に付随の申込書を記入し、日高市社会福祉協議会へ直接提
出またはFAX（042-985-1411）にてお申込みください。

５．内　容　�ウミガメ産卵地の海岸清掃、現地高校生との交流、ホームステイ等
６．その他　申込み多数の場合は抽選となります。
　　　　　　申込みいただいた方全員に7月20日までに可否を郵送いたします。

 タイムスケジュール

8月19日㈰　20:10　川越駅集合※他駅集合有
　　　　　　23:00　東京港竹芝桟橋発
8月20日㈪　05:00　大島到着
　　　　　　09:00　献花台訪問
　　　　　　09:50　海洋高校（現地高校生との交流）授業体験
　　　　　　　　　　※海洋に関した授業ですが、泳ぐことはありません。
　　　　　　11:30　昼食（島料理）
　　　　　　13:00　ボランティア活動（見守り活動）
　　　　　　16:00　海洋学生（現地高校生）と交流会（バーベキュー）
　　　　　　18:30　各自ホームステイ先へ※1～2名で現地高校生宅へ
8月21日㈫　09:30　ボランティア活動（ウミガメ産卵地海岸清掃）
　　　　　　11:30　昼食
　　　　　　13:00　島内観光
　　　　　　16:20　伊豆大島発
　　　　　　20:45　東京港竹芝桟橋着
　　　　　　　　　　※この日の夕食は付きません。
　　　　　　　　　　　自由に船内レストランを利用できます。
　　　　　　22:00　川越着※各自最寄駅解散有
※内容が変更になる場合があります。

発行:社会福祉法人　日高市社会福祉協議会　
編集：広報編集委員会
〒350-1235　埼玉県日高市大字楡木201�番地
（総合福祉センター「高麗の郷」内）
TEL�042-985-9988�　FAX�042-985-1411
E-mai:hidakashi-shakyo@hidakashi-shakyo.or.jp

今まで１回もボランティアに参加したことはなかったけど、参加してみると普段できないような体験が出来た。今後はボランティアに参加したい！

初めてのホームステイ、初めての島、
行く前はすごく怖くて緊張してまし
た・・・。しかし、島の皆さんとても
優しく元気で楽しかったです。

「将来の夢」がなかったが、大島に行き

ボランティアや現地の人達と交流する

中で、夢ができました。教師になって

歴史を次の世代につなげたい。

3 日間で自分が今まで経

験したことのない事を思

う存分にやりきれた！

昨
年
の
参
加
者
の
声

8月19日（日） 
▲  

8月21日（火）

参加者募集！


