
問合せ等については、学校に直接連絡してください。

学校名 連絡先 団体名 実施日 実施した活動 活動内容

伊東商業 0775-45-0350

生徒会・風紀委員会 30 地域あいさつ運動参加 伊東市主催の地域あいさつ運動への参加

運動部 20 土・日・祝祭日 地域清掃活動

吹奏楽部 15 演奏披露

生徒会 5 土・日・祝祭日 地域ボランティア活動

熱海 0557-68-3291 エイサー部 15 土曜日、日曜日

土肥 0558-98-0211
吹奏楽部 14 地域イベント、福祉施設等での演奏

保健ボランティア委員会 2 終日活動可能。伊豆市内。

三島南 054-334-0431

ボランティア部 30 １０月中旬 校内及び大場駅周辺 赤い羽根共同募金活動への協力

吹奏楽部 40 １０月下旬 三島社会保険病院 コンサート演奏

郷土研究部 10 要相談 研究発表 授業に支障のない範囲で可能。

箏曲部 40 要相談 演奏

音楽部 25 週休日 地域イベント 合唱。訪問先は公共交通機関で移動できる範囲。

小山 0550-76-1188

野球部 28 地域清掃活動 終日活動可

吹奏楽部 41 福祉施設でのコンサート

生徒会 15 毎月 社会奉仕活動、社会づくり活動

裾野 055-992-1125
ＪＲＣボランティア部 20 要相談 要相談

吹奏楽部 36 要相談 演奏又は運営補助 要相談

沼津東 055-921-0341

女子バレーボール部 14 相談 バレーボールの指導、指導補助 実施日については要相談

吹奏楽部 56 相談 演奏 実施日については要相談

音楽部 4 相談 歌の披露 実施日については要相談

沼津工業 055-931-0343

野球部 15 土日長期休業中 イベント会場設営等

水泳部 15 土日長期休業中 イベント会場設営等

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 20 土日 特別支援学校等の補助

サッカー 60 土日 小中学生サッカー教室

吉原 0545-52-1440 吹奏楽 44

富士東 0545-21-4371

野球部 19 地域清掃活動 土、日のみ活動可能。

男子バレーボール部 14 中学生とのバレーボール合同練習 授業日でない日の午前中の時間のみ活動可能。

吹奏楽部 50 マーチングバンドの依頼演奏

平成27年度「高校生の社会貢献活動」受入計画（全日制）

参加人数
（合計）

7月・11月

一定時間（午前・午後）、事前の日程・時間調整を
希望

8月
一定時間（午前・午後）、事前の日程・時間調整を
希望

一定時間（午前・午後）、事前の日程・時間調整を
希望

特別養護老人ホームの慰問、保育
園及び町内会や商店街主催のイベ
ントでエイサー演舞を披露する。

熱海市及び伊東市内を希望。交通費の問題がクリ
アされれば、この範囲以外にも出向きます。

12月上旬
伊豆市内。開催日1ヶ月前までに連絡をお願いした
い。

通年(土･日曜日)
福祉施設での手伝い、地域イベント
の補助等

琴の運搬のためのバスの手配か交通費の負担を
お願いしたい。

8月下旬

9月中旬3月下旬
御殿場市とその周辺の福祉施設等で可。楽器運搬
に係る費用については要相談。

御殿場市、小山周辺で可。旅費等の支給があるこ
とが望ましい（終日活動可）

地域イベントの運営補助
スクールキャラクター「ファイゴン」（
着ぐるみ）の活用

８月～12月 慰問演奏　　公共イベントでの演奏
への参加

12月～2月

7月

9月～11月の土日祝日
楽器運搬費用及びトラックの手配は依頼者の負担
。



富士宮東 0544-26-4177

芸術コース（音楽専攻）オーケストラ部 40 随時

ボランティア部 9 土・日曜日 要相談

福祉科 30 土・日曜日 要相談

生徒会 10 随時 要相談

静岡西 054-278-2721 音楽部 35

静岡農業 054-261-0111
吹奏楽部 43 土・日曜日（要相談） イベントでの演奏 実施時間・場所については要相談

食品科学部 26 土・日曜日（要相談） パンの販売、パン作り教室 実施時間・場所については要相談

金谷 0547-45-4155

美術部 10 ７月以降の土日

音楽部 20 ６月以降の土日 土日は終日活動可。島田市内。

書道部 26 ５月以降の土日

ボランティア同好会 300 ４月以降の放課後と土日 土日は終日活動可。

ボランティア同好会 8 ６月７日 土日は終日活動可。

生徒会 15 ７月以降の土日 土日は終日活動可。島田近郊。

交通安全委員会 24 毎月２回 交通安全運動への協力

掛川東 0537-22-3155

野球部 30 地域清掃活動

合唱 40 年数回 依頼演奏等

吹奏楽 50 年数回 依頼演奏等

ＪＲＣ同好会 30 年数回 近隣の施設等

筝曲 20 年数回 依頼演奏等

池新田 0537-86-2460

吹奏楽部 6 休日に限る コンサート等のイベント演奏

美術部 15 土・日・祝日 材料費等必要とされる経費については配慮願う。

ボランティア部 26 近隣の市内に限る。

自然科学部 14 小学生の学習支援等

袋井 0538-42-0191
クラシックギター部 30 ７・８月 各種イベント参加 袋井市内

文化部・運動部 30 ８月 袋井花火クリーン作戦 袋井市内

陸上部 33 随時（要相談） 清掃活動等

男子バスケット部 11 ６～８月上旬 環境整備、大会補助等

学校、病院、介護施設等への訪問
演奏会

演奏日、演奏時間等は要相談
アンサンブル演奏、合唱も可能

地域イベント等での高齢者等の介
助など
地域イベント等での高齢者等の介
助など

地域等からの依頼に応じ、可能な範
囲で

土曜日・日曜日
長期休業中

バンドでの演奏
（演奏曲目の相談も可）
イベント全体の音響業務

　①終日活動可
　②旧静岡市内は各人で移動可
　③雨天時でも防濡対応の場所ならば実施可

各種イベントで使う展示物ポスター
等の作成

各種コンサート、イベントでの演奏や
補助
各種イベントでの大字パフォーマン
ス
福祉施設の手伝い。地域行事の運
営協力。収集ボランティア。献血呼
びかけ活動など。
福祉施設の手伝い。地域行事の運
営協力。収集ボランティア。献血呼
びかけ活動など。
福祉施設の手伝い。地域行事の運
営協力。収集ボランティア。献血呼
びかけ活動。

12月～2月 テスト期間を除く。生徒が自転車で移動が可能な
場所。

テスト期間、コンクール、学校行事と重なっていな
ければ可能。

テスト期間、コンクール、学校行事と重なっていな
ければ可能。

生徒の都合（生徒が所属する部活動との調整）が
つけば可能。

テスト期間、コンクール、学校行事と重なっていな
ければ可能。琴の運搬ができれば可能。
午前10時から午後６時まで可能。場所については
要相談。

作品展示、ワークショップ等のイベ
ント出展

土・日・祝日
長期休業中

イベント補助、学童保育、
文化行事補助等

毎週水曜日
長期休業中

池新田公民館における学習支援ボランティアに限
る。



磐田北 0538-32-2181

卓球 6 環境整備、大会補助等

女子バドミントン 8 ８月下旬 体験活動 磐田市内

吹奏楽部 20 演奏、イベント補助

箏部 20 演奏 箏の運搬をしてほしい

生活文化部 20 ７月上旬 地域清掃活動 午前中のみ、磐田市内

ギター部 30 イベントでの演奏 ギターの運搬をしてほしい

美術部 10 夏休み中 パッケージイラスト作成

美術部 10 夏休み中 地域清掃活動 午前中のみ、磐田市内

浜松江之島 053-425-6020

吹奏楽部 39

合唱部 16 病院や福祉施設等での演奏

芸術科音楽専攻 １～８ ６月から３月まで 独奏・独唱・アンサンブル等

浜松工業 053-436-1101 生徒会 内容に応じて 夏休み、冬休み、春休み 地域からのボランティア全般 終日活動可

浜北西 053-587-1135
41 通年平日 学童保育所での学童との交流

41 通年平日 介護施設での高齢者との交流

新居 053-594-1515

吹奏楽部 24 休業日 演奏 午前中のみ可能、場所については要相談

応援委員会 30 休業日 エール 午前中のみ可能、場所については要相談

美術部 25 いつでも可 生徒作品の貸出 場所については要相談

野球部 30 １２月～２月 地域清掃活動 湖西市内。時間は要相談

パソコン 60 いつでも可 地域清掃活動 湖西市内。時間は要相談

清流館 054-622-3411 JRC 13 通年（土日） 要相談 活動時間及び場所についても要相談

天竜 0539-25-3139
森林科学部 森林木工講座

環境研究部 アイアンクラフトと木工画教室 広報及び新聞で募集。個人、親子の参加可。

問合せ等については、学校に直接連絡してください。

学校名 連絡先 団体名 実施可能日 実施可能な活動 要望事項等

三島長陵 055-986-2000 吹奏楽部 8 ９月５日 保育祭りでの演奏 なし

清水東 054-366-7030 生徒会 80 ７月下旬 地域清掃活動

７月下旬
～８月上旬

随時(要相談）

８月
12月～２月

12月～３月末

９月から11月まで
出張演奏
式典演奏
ファンファーレ

楽器運搬費（トラック代）と会場までの交通費の負
担を
お願いします。

７月下旬から８月上旬まで
２月後半
３月後半

電源が必要です。長期休業中は平日昼間も可能で
す。

打楽器等大型楽器を使う場合は楽器運搬費（トラッ
ク代）の負担をお願いします。

HHC部(ボランティア部) 学校周辺自転車で行ける場所
放課後2時間

HHC部(ボランティア部) 学校周辺自転車で行ける場所
午前中の3時間

20組
10月３、17、24、31日（
土曜日）、４回連続

浜松市主催事業、浜松市のHP等に要項が掲載。
希望者は市農林業振興課に応募。20組限り。

15組
２月７、14、21、28日（
土曜日）、４回連続

平成27年度「高校生の社会貢献活動」受入実績（定時制）

参加可能人
数

17:45から活動可。


