
更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 
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※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

そ・ら・らそ・ら・らそ・ら・らそ・ら・ら    ボランティアボランティアボランティアボランティア    募集要項募集要項募集要項募集要項    

 
【【【【目目目目        的的的的】】】】    

そ・ら・らの賑わい作りのために行われるイベントの当日運営をサポートし、楽しい 

とき･場所づくりをする。 

 

【【【【日日日日        程程程程】】】】そ・ら・らの営業日（内イベント開催や牧場開放日）  

※雨天時は開催が中止となる場合がある（前日の17:00までに判断する）。 

 

【【【【開催時間開催時間開催時間開催時間】】】】10:00～17:00の間 ※企画内容により，相違有り 

    

【【【【従事従事従事従事時間時間時間時間】】】】9:00～18:00の間（内、昼休憩1時間）  

      ※企画内容により，相違有り ※短時間ボランティアも可能 

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】    

・高校生以上（ただし，動物ボランティアの場合，小・中学生でも保護者の同伴であれば，参加可 

能。また、未成年者は親の同意(申し込み書同意欄への署名)が必要） 
・動物やお客様，他のボランティアの方に、明るく笑顔で接し、挨拶が元気良くでき

る方 

※事故が起きた場合：当駅の責任になるべき場合を除き，基本的に自己責任とする。 

 

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】    

１１１１．．．．イベントイベントイベントイベントボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■円円円円にちでにちでにちでにちで開催開催開催開催するするするする体験教室体験教室体験教室体験教室（（（（工作工作工作工作、、、、昔遊昔遊昔遊昔遊びなどびなどびなどびなど））））のののの受付受付受付受付やややや指導指導指導指導    

 ①「昔遊びブース」･･･ベーゴマやけん玉、だるま落としブースへの参加呼びかけ

や、受付やり方がわからない方へ遊び方をサポートする。 

 ②「体験教室」･･･毎月テーマにあわせて、工作など親子で楽しめる体験教室を企 

画・開催する。その受付や指導サポートを行う。 

■お■お■お■お客様客様客様客様アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの依頼依頼依頼依頼とととと回収回収回収回収    

■■■■イベントのイベントのイベントのイベントの司会司会司会司会などなどなどなど，，，，イベントによってイベントによってイベントによってイベントによって，，，，様々様々様々様々なサポートなサポートなサポートなサポート    

 

２２２２．．．．動物動物動物動物ボランティアボランティアボランティアボランティア    

■■■■牧場内牧場内牧場内牧場内のののの管理管理管理管理    

①「出入り口付近を中心にお客様の誘導と案内」･･･開けたら閉める、が原則。基

本的にはお客様に開閉していただく。 

②「危険行為の監視、注意」 
※危険行為とは？ 

(人→動物)…大声を出す、走って追いかける、暴力的な行為、えさを無理やり食べさせようとする行為   

(動物→人)…飛びかかる、噛み付く、引っ掻く、蹴る等動物により異なりますが、主に小さな子どもが被害

を受ける危険がある。 

③「えさの補充」･･･お客様がいる間は「えさやり体験」の補助。 

適度にえさやり。 

④「牧場内の清掃」･･･えさの食べかす、糞の始末（清掃道具は施設側で用意）。 

■■■■牧場牧場牧場牧場のののの動物動物動物動物たちたちたちたち    

①山羊や羊、兎、ポニーなど ※時期により、異なります 

 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】昼食代として1,000円／1名を支給します（※ただし，休憩時間を除いた従

事時間４時間以上） 



更新 PPD チーム 平成 28 年 1月 8 日  

① イベント部門の場合，グループなどで応募の場合、5名を超えた場合で 

も最大5,000円まで 

② 動物部門の場合，１組最大2,000円まで 

※企画内容により、必要な人数を指定する場合があります。 

 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】印鑑(領収書を発行します) 

 

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】バスまたは自家用車等 ※交通費の支給はありません 

 

【【【【場所場所場所場所・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

空のえき「そ・ら・ら」 

住所：茨城県小美玉市山野1628-44  電話：0299-56-5677  FAX：0299-56-5674 

 

 

 

 

 

 


