
1 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施しながら開催します 
 

［令和４年度］文化センター子どもひろば 

ボランティア募集 
 

 

今年度は、2 つの方法で開催！ 

  

  

◆主な変更点（開催目的および、子どもの参加対象に変更はありません。） 

項目 変更点 これまでの内容 

開催頻度 
・各文化センター持ち回りで、毎月数プ

ログラムずつ開催 
・各文化センター年 2 回 

会場 
・文化センターの学習室（1 室） 

・オンライン 

・文化センター全館 ※滝野川文化セ

ンターは滝野川会館を含む 

参加方法 
・事前申込制 

※オンラインの場合は E メール 
・開催日当日、文化センターに来館 

定員 
・学習室の定員の半分以下 

※オンライン開催時は個別に相談 
・プログラムごとに決定 

教材費 

・教材実費を文化センターが負担 

※上限あり。オンラインは原則、参加

者が教材を用意（個別に相談） 

・1 プログラムにつき、12,000 円。

※赤羽文化センターのみ 100 名以上

の受入れで 15,000 円を上限に負担 

昼食・交通費 

・開催日当日、文化センターに来館する

場合のみ、一人往復 500 円を上限に

負担 ※食事の提供はありません 

・一人往復 500 円を上限に負担 

・昼食を提供 

★詳しくは、次ページ以降をご覧ください。 

＊文化センターの学習室でプログラムを

実施していただきます。 

＊検温や手指の消毒など、感染防止対策

にご協力ください。 

＊三密を回避できるプログラムをお考え

ください。 

 

＊PC またはタブレット等を用いて、 

オンラインでプログラムを実施してい

ただきます。参加するお子さんは、ご

自宅等からオンラインで参加します。 

＊教材が必要な場合は、参加されるお子

さん自身で用意できる内容をお考えく

ださい。 

 

文化センターを会場に開催 オンラインで開催 
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、子どもひろばの開催を中止していま

した。令和 4 年度は、ボランティアのみなさんのアンケート結果を踏まえ、次のとおり子ども

ひろばを開催いたします。（感染状況により内容の制限、対面での開催を中止する場合があります。） 

１．開催日 各文化センター持ち回りで、毎月数プログラムずつ開催いたします 

◆子どもひろば開催予定日 ※みなさんにご担当いただくのは、この中の 1 日です 

開催月 開催日 実施施設 北区ニュース 

11 月 
土曜日：開催予定日なし。 

日曜日：20日・27日 

中央公園 
文化センター 

11 月1 日号 

12 月 
土曜日：10日・17日・24 日 

日曜日：11日・18日・25 日 

赤羽 
文化センター 

11 月10 日号 

1 月 
土曜日：21日・28日 

日曜日：22日・29日 

滝野川 
文化センター 

12 月1 日号 

2 月 
土曜日：25日 

日曜日：5日・12日・26 日 

中央公園 
文化センター 

1 月1 日号 

3 月 

土曜日：11日・18日・25 日 

日曜日：12日・19日・26 日 

赤羽 

文化センター 
1 月20 日号 

土曜日：25日 

日曜日：12日・19日・26 日 

滝野川 
文化センター 

★ひと月あたり、3～6 プログラム程度の実施を予定 

２．開催概要・イメージ 

   上記、実施施設において、対面またはオンラインで開催します。 

対面（文化センターを会場に実施） オンライン 

会場 
・プログラム内容に合わせた学習室を選定

します 

・文化センターまたはご自宅等にてプログラムを運

営していただきます。 

定員 
・会場となる学習室の定員の半分以下の 

人数となるように設定してください 

・プログラム内容及びオンラインでの運営に支障の

ない定員をお考えください 

時間 

・子どもひろばは、様々な体験をする催し

です。長時間にならず、気軽に体験でき

る内容をお考えください 

※午前（9時～正午）、午後（1時～5時）

の間で、同日に複数回の開催も可能です 

・入室可能時間として開始 15 分程度、時間に余裕

をお持ちください 

・1 回あたり 1 時間以内のプログラム内容をお考え

ください 

教材 

・教材の実費を負担します 

※複数回実施の場合は、上限 12,000円 

※レシートや領収書の保管をお願いします 

・参加者自身で用意できる教材をお考え下さい 

・特別な教材や指導用教材が必要な場合は、個別に

ご相談ください 

交通費 
・開催日当日分として一人往復 500 円を

上限に交通費を負担します 

・文化センターを拠点にオンラインで行う場合は、

往復 500円を上限に交通費を負担します 
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◆文化センターを会場とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～開催当日、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にご協力ください～ 

 

・検温（体調の管理） 

 

・使用備品等の消毒 

 
・手指の洗浄、消毒 

 
・室内の換気 

 

・マスクの着用 

※年齢等に配慮  

・間隔を空けた座席配置 

 ※家族の場合を除く 

 
 

◆オンラインで開催する場合 ※完全オンラインで開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～子どもの参加申込～ 
 

・オンライン開催は、申込はすべてＥメール 

・申込締切後、申込多数の場合は、抽選で参加者を決定 

・参加者へ開催概要（必要な準備物も含む）をメールで通知 

※資料等はメールに添付 

～開催当日～ 
 

・文化センターの PC を用いて、またはご自宅等で自身の端末を用いて接続 

 ※原則、文化センターが所有する Zoom の有料アカウントを使用 

 ※文化センターがホスト操作を行う（運営スタッフは共同ホスト） 

・開始 15 分前より参加者が入室（参加者のビデオはオン） 

・出席確認の後、プログラムを開始（適宜休憩時間を設定） 

※必要に応じて、リハーサル日を設けます 

［参加申込内容］ 
※保護者同意のもと申込 

①希望プログラム名 

②郵便番号・住所 

 (学校名・学年) 

③氏名 

 (保護者同伴の場合は 

保護者の氏名も記入) 

④年齢 

⑤電話番号 

⑥その他必要事項 

～子どもの参加申込～ 
・ハガキ等で申込を受付ます 

・申込締切後、申込多数の場合は 

 抽選で参加者を決定 

・参加者へ、来館日時等をハガキ

で通知（持ち物等も記載） 
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運営サポートボランティアをご希望のみなさま 
 付属の申込書に、希望の内容をご記入ください。 

 サポートが必要となるプログラムの打合せ等に同席いただき、当日ご協力いただく内容を決定します。 

 プログラム運営サポート以外にできる内容のある場合は、その内容を申込書にご記入ください。 

 ※ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 
 

 

３．開催までの主な流れ・申込方法 

       
 

       
 

       
 

       

＜問合せ・申込先＞ 申込方法：持参・FAX・郵送・メール 

＊＊＊＊＊＊＊第 1 希望の日程を担当する文化センターへお申込みください＊＊＊＊＊＊＊ 

※申込書は HP からもダウンロードできます（https://www.kita-bunka.com/ko/ko04/ko04-1.html） 

中央公園 
文化センター 

〒114-0033 

北区十条台 1-2-1 

電話 03-3907-5661 [mail] 

chubun-kouza@kita-bunka.com FAX 03-3907-5666 

赤羽 
文化センター 

〒115-0055 

北区赤羽西 1-6-1-301 

電話 03-3906-3911 [mail] 

akabunkouza@kita-bunka.com FAX 03-3906-3915 

滝野川 
文化センター 

〒114-0024 

北区西ヶ原 1-23-3 

電話 03-5394-1230 [mail] 

takibunkouza@kita-bunka.com FAX 03-5394-1231 

 
 

◆ボランティア申込期間 

8 月10 日（水）～9 月15 日（木）必着 

※11 月にプログラムの開催を希望される場合は、8 月28 日（日）までにお申込みください。 

 
 

 

１．「希望する日程」

と「実施する文化セン

ター」を第 3 希望ま

で選んでください 

２．「対面」または

「オンライン」のどち

らで開催するかお考え

ください 

３．対面の場合は、感染防

止対策を意識した内容をお

考えください 

４．オンラインの場

合は、参加者自身で教

材が用意できる内容を

お考えください 

５．1～４の内容を含

めて、申込書に必要事

項をご記入ください 

６．第 1 希望日を担当する

文化センターへ持参・

FAX・郵送・メールにてお

申込ください 

7．申込内容を文化セ

ンターが整理・調整を

行います 

8．7で整理・調整し

た結果を個別にお知ら

せします 

9．プログラム内容や会場

等の詳細について、打合せ

を行います 

10．打合せ内容を基

に、北区ニュースで参

加するお子さんを募集

します 

11．参加を希望する

お子さん（多数の場合

は抽選）に、開催内容

をお知らせします 

12．開催日当日、事前に

申込のあったお子さんへプ

ログラムを提供していただ

きます 

ご不明な点は 

お問合せください。 


