
公開公開公開公開

フ リ ガ ナフ リ ガ ナフ リ ガ ナフ リ ガ ナ

TelTelTelTel

携　帯携　帯携　帯携　帯

メールメールメールメール

フ リ ガ ナフ リ ガ ナフ リ ガ ナフ リ ガ ナ TelTelTelTel

携　帯携　帯携　帯携　帯

住　所住　所住　所住　所

曜日曜日曜日曜日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日 祝日祝日祝日祝日

午　前午　前午　前午　前

午　後午　後午　後午　後

方法方法方法方法 交通手段交通手段交通手段交通手段

※事務局記入欄※事務局記入欄※事務局記入欄※事務局記入欄 □ 本人確認 □ 名簿入力 □ 保険 登録番号

　　平成　　　 年　　　月　　　日　　平成　　　 年　　　月　　　日　　平成　　　 年　　　月　　　日　　平成　　　 年　　　月　　　日

メールでの社協の催し物等のご案内メールでの社協の催し物等のご案内メールでの社協の催し物等のご案内メールでの社協の催し物等のご案内（社協報・講座案内等） 希望する　・　不要希望する　・　不要希望する　・　不要希望する　・　不要 氏名と対象と活動内容可・不可氏名と対象と活動内容可・不可氏名と対象と活動内容可・不可氏名と対象と活動内容可・不可

⑤つくる⑤つくる⑤つくる⑤つくる
日用品づくり日用品づくり日用品づくり日用品づくり 遊具・絵本遊具・絵本遊具・絵本遊具・絵本 菓子・料理菓子・料理菓子・料理菓子・料理　　□　　□　　□　　□日用品づくり日用品づくり日用品づくり日用品づくり（大工・木工）　　     □（大工・木工）　　     □（大工・木工）　　     □（大工・木工）　　     □遊具・絵本遊具・絵本遊具・絵本遊具・絵本づくり　　    　□おづくり　　    　□おづくり　　    　□おづくり　　    　□お菓子・料理菓子・料理菓子・料理菓子・料理づくりづくりづくりづくり

 　 □その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 　 □その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 　 □その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 　 □その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

活活活活
動動動動
にににに
つつつつ
いいいい
てててて

①ふれあう①ふれあう①ふれあう①ふれあう
訪問・話し相手訪問・話し相手訪問・話し相手訪問・話し相手 喫茶喫茶喫茶喫茶 演芸披露演芸披露演芸披露演芸披露 演奏披露演奏披露演奏披露演奏披露

対対対対
象象象象

該当するものにチェック　□　をつけてください。（５個以内）
　　□高齢者 　　　□障害者　　 □病院・施設 　 □こども・青少年・家族　　□むらづくり　　□高齢者 　　　□障害者　　 □病院・施設 　 □こども・青少年・家族　　□むらづくり　　□高齢者 　　　□障害者　　 □病院・施設 　 □こども・青少年・家族　　□むらづくり　　□高齢者 　　　□障害者　　 □病院・施設 　 □こども・青少年・家族　　□むらづくり（サロン等）
　　□健康づくり　 □スポーツ・レクレーション　　□防災・安全 　　□災害支援 　　□教養・文化・芸術　　□健康づくり　 □スポーツ・レクレーション　　□防災・安全 　　□災害支援 　　□教養・文化・芸術　　□健康づくり　 □スポーツ・レクレーション　　□防災・安全 　　□災害支援 　　□教養・文化・芸術　　□健康づくり　 □スポーツ・レクレーション　　□防災・安全 　　□災害支援 　　□教養・文化・芸術
　　□海外への協力・支援　　　　□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　□海外への協力・支援　　　　□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　□海外への協力・支援　　　　□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　□海外への協力・支援　　　　□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

⑥あつめる・つのる・提供する⑥あつめる・つのる・提供する⑥あつめる・つのる・提供する⑥あつめる・つのる・提供する
収集収集収集収集 募金の支援募金の支援募金の支援募金の支援 バザー・子ども用品バザー・子ども用品バザー・子ども用品バザー・子ども用品 農産物・食品農産物・食品農産物・食品農産物・食品    □    □    □    □収集収集収集収集（切手・書き損じハガキ等）　  □　  □　  □　  □募金の支援募金の支援募金の支援募金の支援　　□　　□　　□　　□バザー・子ども用品バザー・子ども用品バザー・子ども用品バザー・子ども用品　　□　　□　　□　　□農産物・食品農産物・食品農産物・食品農産物・食品

　　□　　□　　□　　□空き部屋・ガレージ・空き地   空き部屋・ガレージ・空き地   空き部屋・ガレージ・空き地   空き部屋・ガレージ・空き地   □□□□その他その他その他その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

謝　礼謝　礼謝　礼謝　礼
不要 ・ 実費のみ不要 ・ 実費のみ不要 ・ 実費のみ不要 ・ 実費のみ

・要相談・要相談・要相談・要相談

VC受付者

　一人で ・ グループで ・ どちらでも　一人で ・ グループで ・ どちらでも　一人で ・ グループで ・ どちらでも　一人で ・ グループで ・ どちらでも

①～⑦の中から該当するものにチェック　□　をつけてください。（１０個以内）

①ふれあう①ふれあう①ふれあう①ふれあう

⑦しらべる⑦しらべる⑦しらべる⑦しらべる
　　□　　□　　□　　□くらし・生活調査くらし・生活調査くらし・生活調査くらし・生活調査　　　 □　　　 □　　　 □　　　 □環境・自然調査環境・自然調査環境・自然調査環境・自然調査 　 　□ 　 　□ 　 　□ 　 　□その他その他その他その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活活活活
動動動動
内内内内
容容容容

　　□　　□　　□　　□訪問・話し相手訪問・話し相手訪問・話し相手訪問・話し相手（傾聴） 　　□　　□　　□　　□喫茶喫茶喫茶喫茶（　　　　　　）   □（　　　　　　）   □（　　　　　　）   □（　　　　　　）   □演芸披露演芸披露演芸披露演芸披露（踊り・歌等）　 □　 □　 □　 □演奏披露演奏披露演奏披露演奏披露（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）

　　□　　□　　□　　□スポーツ・文化・芸術活動スポーツ・文化・芸術活動スポーツ・文化・芸術活動スポーツ・文化・芸術活動 　　□ 　　□ 　　□ 　　□野外活動野外活動野外活動野外活動　　  □　　  □　　  □　　  □遊び相手遊び相手遊び相手遊び相手　        　□　        　□　        　□　        　□ゲーム・レクレエーションゲーム・レクレエーションゲーム・レクレエーションゲーム・レクレエーション

住　所住　所住　所住　所

氏　名氏　名氏　名氏　名

生年月日生年月日生年月日生年月日

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区名〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区名〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区名〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　大正　・　昭和　・　平成　大正　・　昭和　・　平成　大正　・　昭和　・　平成　大正　・　昭和　・　平成
　　　　年　　　月　　　日生　（満　　　歳）　　　　年　　　月　　　日生　（満　　　歳）　　　　年　　　月　　　日生　（満　　　歳）　　　　年　　　月　　　日生　（満　　　歳）

【 特記事項 】【 特記事項 】【 特記事項 】【 特記事項 】※冬季のみ・夏季のみ・時間帯

　希望・連絡等　

　　□　　□　　□　　□宿泊提供宿泊提供宿泊提供宿泊提供　　　　　　　　　　□　　　　　　　　　　□　　　　　　　　　　□　　　　　　　　　　□その他その他その他その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

②てつだう・たすける②てつだう・たすける②てつだう・たすける②てつだう・たすける
　　□　　□　　□　　□食事の支度・片付け食事の支度・片付け食事の支度・片付け食事の支度・片付け　　□　　□　　□　　□ゴミ捨てゴミ捨てゴミ捨てゴミ捨て　　□　　□　　□　　□車での送迎車での送迎車での送迎車での送迎（買い物・通院等）　　□　　□　　□　　□雪かき雪かき雪かき雪かき　　□　　□　　□　　□草刈草刈草刈草刈

　　□　　□　　□　　□施設での清掃・洗濯施設での清掃・洗濯施設での清掃・洗濯施設での清掃・洗濯　□　□　□　□手話・要約筆記手話・要約筆記手話・要約筆記手話・要約筆記　　□　　□　　□　　□音声訳・点訳音声訳・点訳音声訳・点訳音声訳・点訳　　□　　□　　□　　□子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援 　　□ 　　□ 　　□ 　　□託児託児託児託児

　　　　　□　□　□　□朗読朗読朗読朗読　 □　 □　 □　 □国際協力国際協力国際協力国際協力 　　□ 　　□ 　　□ 　　□ガイドガイドガイドガイド（観光・登山・施設など）　　□　　□　　□　　□イベントの手伝いイベントの手伝いイベントの手伝いイベントの手伝い（炊き出し・売り子等）

自家用車　・　バイク　・　その他（　　　　　）自家用車　・　バイク　・　その他（　　　　　）自家用車　・　バイク　・　その他（　　　　　）自家用車　・　バイク　・　その他（　　　　　）

　　□　　□　　□　　□災害支援災害支援災害支援災害支援（屋内外片付け作業・避難所での手伝い・募金、物資調達）

　　□　　□　　□　　□その他その他その他その他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③おしえる・ひろめる・つたえる③おしえる・ひろめる・つたえる③おしえる・ひろめる・つたえる③おしえる・ひろめる・つたえる
学習・教養指導学習・教養指導学習・教養指導学習・教養指導 農業指導農業指導農業指導農業指導 そば打ちそば打ちそば打ちそば打ち 　□ 　□ 　□ 　□学習・教養学習・教養学習・教養学習・教養（　　　　　　　） 　　　□（　　　　　　　） 　　　□（　　　　　　　） 　　　□（　　　　　　　） 　　　□農業指導農業指導農業指導農業指導（　　　　　　　） 　  　□（　　　　　　　） 　  　□（　　　　　　　） 　  　□（　　　　　　　） 　  　□そば打ちそば打ちそば打ちそば打ち

 　□ 　□ 　□ 　□パソコンパソコンパソコンパソコン　　□　　□　　□　　□環境・自然環境・自然環境・自然環境・自然　　  □　　  □　　  □　　  □人権・平和人権・平和人権・平和人権・平和　　□　　□　　□　　□裂き織り裂き織り裂き織り裂き織り　　□　　□　　□　　□むかしの遊びむかしの遊びむかしの遊びむかしの遊び（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）

 　□ 　□ 　□ 　□普及・啓発普及・啓発普及・啓発普及・啓発（　　　　　　　　）　   □（　　　　　　　　）　   □（　　　　　　　　）　   □（　　　　　　　　）　   □手芸・裁縫手芸・裁縫手芸・裁縫手芸・裁縫（　　　　　　　）　 　□（　　　　　　　）　 　□（　　　　　　　）　 　□（　　　　　　　）　 　□その他その他その他その他 （　　　 　　　　　　　　　　　　　） （　　　 　　　　　　　　　　　　　） （　　　 　　　　　　　　　　　　　） （　　　 　　　　　　　　　　　　　）

④ととのえる・まもる④ととのえる・まもる④ととのえる・まもる④ととのえる・まもる
環境美化環境美化環境美化環境美化 森林整備森林整備森林整備森林整備 動物保護動物保護動物保護動物保護 リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル

　　　　注）　活動できる曜日は”○”、出来ない曜日は”×”、場合により活動できる曜日は”△”を記入してください。

動動動動
機機機機

　　□　　□　　□　　□環境美化環境美化環境美化環境美化（園芸・花壇・ゴミ拾い） 　　□ 　　□ 　　□ 　　□森林整備森林整備森林整備森林整備　　　 □　　　 □　　　 □　　　 □動物保護動物保護動物保護動物保護　　　 □　　　 □　　　 □　　　 □リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル

　　□　　□　　□　　□その他その他その他その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

氏　名氏　名氏　名氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　） 村内 ・ 県内 ・ 県外村内 ・ 県内 ・ 県外村内 ・ 県内 ・ 県外村内 ・ 県内 ・ 県外

緊緊緊緊
急急急急
時時時時

原村　個人ボランティア登録カード原村　個人ボランティア登録カード原村　個人ボランティア登録カード原村　個人ボランティア登録カード

性　別性　別性　別性　別 男　・　女男　・　女男　・　女男　・　女

申申申申

込込込込

者者者者


