（夏のボランティア・市民活動体験）

参加団体募集要項
キャンペーン開催期間：２０19 年７月 13 日（土）～８月３１日（土）

参加団体募集締切：2019 年 5 月 25 日（土）
夏のボラ市（夏のボランティア・市民活動体験）とは？
「ボランティアしてみたいけれど何から始めればいい？」と思っている方や「市民活動ってなに？」と
考えている方を対象に毎年行っている夏のキャンペーンです。

市民活動を体験できる場を提供したり、ボランティアスタッフを受け入れてくださる
市民公益活動団体を募集します。
※上記開催期間中に横須賀市内・近郊で開かれるイベントが対象です。
特に、これからの市民活動を担う 学生や子どもたちが参加できる企画を歓迎します。
※本キャンペーンの開催趣旨にそぐわないと判断したイベント・団体の参加はお断りする場合があります。

参加形態は 3 通りあります。
みなさまが提供されるイベントに適した参加形態を下からお選びください。
各所に配布するイベント情報冊子では、イベントの形態が分かるように以下のような表示をします。

1. イベント体験型で参加

イベント体験

 講習会・講演会・学習会など
 「団体の活動を知って欲しい！まずは体験してみて！」という団体

2. ボランティア参加型で参加

ボランティア参加

 「ボランティアスタッフとして参加者を募集したい！」という団体

3. イベント体験型・ボランティア参加型両方で参加

イベント体験

ボランティア参加

 ボランティアスタッフとしての参加も、イベントに参加するだけの人も両方受け入れるという団体

※＜参加団体申込書＞の参加形態や対象年齢層にチェックを入れてお申し込みください。
イベント情報冊子などで広報を行う際、対象年齢層が分かるようにアイコンを付記します。（ｐ4 掲載イメージ参照）
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参加団体のみなさんに必ずお願いすること
1.報告書の提出
 報告書は参加団体報告会（9 月 13 日）での提出をお願いします。
報告書用紙は参加団体説明会にてお配りします。説明会に参加されない団体の方は、担当までご連絡ください。
 報告書にはイベントの様子がわかる写真を掲載ください。（イベント開催時の写真撮影、お忘れなく！）
 報告書はサポートセンター内で展示するほか、10 月発行の「活動報告集」として編集し、市内各所に配布します。

2. ポスターの作成


イベント告知ポスターを作成し、参加団体説明会（6 月 14 日）にお持ちください。ポスターはサポートセンターや市役
所で展示いたします。あわせて、ポスターコンクールも行います。（下記参照）

 ポスター形式：Ａ3 サイズ タテ型で作成ください。
 ポスター展示期間：サポートセンター活動紹介コーナー他
市役所 1 階展示コーナー

7 月 1 日（月）～8 月 31 日（土）
7 月 1 日（月）～7 月 5 日（金）

参加団体説明会・報告会について
☆参加団体説明会への参加は必須ではありませんが、諸説明のほか、参加団体の
皆さま同士の情報交換・交流の時間も持ちます。ぜひ、ご参加ください！
 参加団体説明会 6 月 14 日（金）19：00～20：30 会場：当センター
 参加団体報告会 9 月 13 日（金）19：00～20：30 会場：当センター
※ポスターコンクール表彰式も行います。

PR 企画
1. ポスターコンクール
 提出していただいたポスターをサポートセンターで展示し、人気投票を実施します。
 上位入賞ポスターは参加団体報告会（9 月 13 日）で表彰します。
※多くの方にイベントや団体の活動を知っていただく機会となりますので、ぜひ素敵なポスターの製作をお願いします！

2. ＦＭブルー湘南 生放送番組での PR（7 月 17 日・7 月 24 日 15：00～15：30)
 ＦＭブルー湘南（78.5MHｚ）の｢遊びに来ませんかスタジオへ｣に出演して、一緒に「夏のボランティア・市民活動体
験」をアピールしてくださる団体を募集します。団体の宣伝も 5 分程度できます。
 7 月 17 日（水）・7 月 24 日（水）（15：00～15：30）場所は FM ブルー湘南のスタジオです。
 各日募集定数は 3 団体。希望多数の場合は抽選を行います。
 出演を希望される団体は＜参加団体申込書＞該当欄にチェックを入れ、お申し込みください。
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3. 関東学院大学 授業内出張 PR （6 月 28 日（金）15：00～16：30）
 関東学院大学のご協力をいただき、「ボランティア・市民活動論」の授業内で出張 PR を開催します。
 各団体５分程度のプレゼンをしていただきます。
 募集定数は 3 団体。希望多数の場合は、大学側とイベント内容などを参考に協議の上、参加団体を決定いたします。
 参加を希望される団体は＜参加団体申込書＞該当欄にチェックを入れ、お申し込みください。
※参考：関東学院大学 試験期間：7 月 22 日（月）から 8 月 3 日（土）まで
試験前および試験期間中は大学生の参加が難しいことが予想されます。

4. 神奈川県立保健福祉大学 授業内出張 PR （7 月 16 日（火）10：40～12：10）
 神奈川県立保健福祉大学のご協力をいただき、「ボランティア・市民活動論」の授業内で出張 PR を開催します。
 各団体５分程度のプレゼンの後、ブースを設けて個別対応をしていただきます。
 募集定数は 4 団体。希望多数の場合は、大学側とイベント内容などを参考に協議の上、参加団体を決定いたします。
 参加を希望される団体は＜参加団体申込書＞該当欄にチェックを入れ、お申し込みください。
※参考：神奈川県立保健福祉大学 試験期間：8 月 1 日（木）から 8 月 8 日（木）まで
オープンキャンパス：8 月 10 日（土）・11 日（日）
試験前および上記期間中は大学生の参加が難しいことが予想されます。

サポートセンターの行う PR 活動
 サポートセンターでは以下の広報活動を予定しています。
・メディアでの情報発信 ：広報よこすか、情報誌のたろん、のたろん通信、のたろんメール、神奈川新聞、ＦＭブルー湘南など
・ポスター掲示

：市立小中学校、県立高校、市立高校、私立小,中,高校、神奈川県立保健福祉大学、関東学院大学など

・イベント情報冊子配布 ：市施設、地区ボランティアセンター、病院、かながわ信用金庫、湘南信用金庫など
・ダイジェスト版など配布

：市立小中学校、県立高校、市立高校、私立小,中,高校など

・団体イベント PR ポスター展示：市役所、当センター入口および活動紹介コーナー
・SNS での情報発信：Facebook、twitter など

 よこすかボランティアセンター、横須賀市生涯学習センターとも連携します。

ご確認・ご協力ください


募集締切後、イベント内容等が記載された参加決定通知書をお送りします。内容をご確認ください。

 参加団体間の交流を深めるため、他団体のイベントへの参加をお願いします。9 月 13 日（金）の報告会の時に
感想をお聞せください。10 月発行の「活動報告集」に反映いたします。
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イベント情報冊子 掲載イメージ
参加申込書に記入された内容はイベント情報冊子で以下の例のように掲載します。

（イベント情報冊子掲載例）
イベント体験

ボランティア参加

対象年齢層をアイコンで示します。

子 中 高 大 般

イベント名 夏休み親子お天気教室
団体名

のたろんウェザーチーム

開催日時 8月☓日（☓） 9：30～11：30
集合時間 ボランティアの方は当日9：00までに集合してください。
開催場所 市民活動サポートセンター
交通手段 京急汐入駅 徒歩1分
天気予報を見るコツや空や雲の不思議について気象予報士がわかりや
イベントPR すくお伝えします。簡単で面白い実験も体験できます。
これで夏休み宿題対策もバッチリ！
ボランティア ボランティアの方には、受付、参加者の誘導、簡単な実験補助をお願い
参加条件 します。

持ち物

筆記用具、動きやすい服装で

申込み 希望者は7月☓日（☓）までに電話またはＦａｘで。
問合せ先 山本（℡090-××××-××××/Ｆax 046-×××-×××)

小学生以下
小学生以下
中学生
中学生
高校生
高校生
大学生・専門学校生・短大生
大学生・専門学校生・短大生
一般
一般

イベント名は短めがオススメです。
長いと冊子やチラシに
印刷した時に字が小さくなり
読めなくなることがあります。
イベント PR や参加条件などは
参加する方がイメージしやすいよう
簡潔に具体的に既定の文字数
以内でお書きください。

キャラクターについて
 市民活動サポートセンターのマスコット「のたろん」と
横須賀市社会福祉協議会のマスコット「フッピー」です。
今年も横須賀市社会福祉協議会の「夏のボランティア体験」との
コラボレーションで楽しいイベントが増えました。

フッピー のたろん

ポスター・チラシ 作り方 ワークショップ（ご案内）
チラシ・ポスターのデザイン・作り方についてのワークショップを開催します。
Word、Excel、PowerPoint でポスターを作っている方のほか、手書きで作りたい方も参加 OK。
夏のボラ市で使うポスターを、みんなで一緒に作ってしまいましょう。目指せ、集客力 UP！ポスターコンクール入賞！
日時：２019 年 5 月 20 日（月）13：00～16：00
★詳しくはチラシやサポートセンターホームページなどをご覧ください。
主催
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横須賀市立市民活動サポートセンター
（指定管理者：ＮＰＯ法人 ＹＭＣＡコミュニティサポート）
〒238－0041 横須賀市本町 3-27
電話 046-828-3130
FAX046-828-3132
E-mail: info@yokosuka-supportcenter.jp
担当：山本

