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7月4日/16時半～19時

専門学生以上/男女可4
名/動きやすい服装・エプ
ロン・水筒/軽食（出店
品）/交通費実費支給

摂津市立ひびきはば
たき園（生活介護）①

摂津市鳥飼上5-2-
8/JR京都線千里丘駅
阪急ﾊﾞｽふれあいの里
ﾊﾞｽ停下車徒歩5分

7月1日～9月30日（8月
13日～8月14日は除く）
/月～金/10時～16時

専門学生以上/男女可1名/
上履き・動きやすい服装・ﾀｵ
ﾙ・弁当/事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・
活動証明証発行不可

18才以上の方が利用されてお
り、和紙作業のお手伝いや制
作、ｽﾄﾚｯﾁを一緒に行っていた
だける方を募集しています。

一津屋愛育園
摂津市一津屋1-37-9/
大阪ﾓﾉﾚｰﾙ南摂津駅
下車徒歩10分

7月18日/16時半～20
時

専門・大学生/男女可2
名/動きやすい服装/
交通費支給

夏祭りでこどもたちが遊ぶ
ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰを担当していただ
きたいです。

摂津市立ひびきはば
たき園（就労継続支援
B型）②

摂津市鳥飼上5-2-
8/JR京都線千里丘駅
阪急ﾊﾞｽふれあいの里
ﾊﾞｽ停下車徒歩5分

7月1日～9月30日（8月
13日～8月14日は除く）
/月～金/10時～16時

専門学生以上/男女可1名/
上履き・動きやすい服装・ﾀｵ
ﾙ・弁当/事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・
活動証明証発行不可

18才以上の方が利用されていま
す。部品の組み立て・梱包等の軽作
業が中心の活動を一緒にしていた
だける方を募集しています。

社会福祉法人摂津宥
和会みきの路

摂津市桜町2-1-7/①大
阪ﾓﾉﾚｰﾙ沢良宜駅下車
徒歩10分②阪急摂津市
駅下車徒歩15分

7月12日/16時～21時

高校生以上（親子参加
は小学生高学年可）/
男女可10名/動きやす
い服装/夕食ﾁｹｯﾄ支給

毎年恒例の納涼会のお手伝
い。利用者さんと一緒に祭り
を盛り上げていただける方を
お待ちしております。

平成２７年度ボランティア体験プログラム（摂津市）　受け入れ先一覧

実施期間：平成２７年７月１日～９月３０日
ボランティアを身近に体験してもらうためのプログラムです。ボランティア活動を通してたくさんの人との出会いや、新し
い経験をして自分の視野を広げてみませんか？

施設・団体名 活動場所【交通機関】 活動期間/時間 募集対象/持ち物/その他 活動内容・メッセージ

摂津市正雀4-12-23/
阪急正雀駅下車徒歩
10分

7月1日～9月30日（8月
12日～8月14日は除く）
/月～金/9時～17時

専門学生以上/男女可2
名/上履き・動きやすい服
装・昼食代150円/事前ｵﾘ
ｴﾝﾃｰｼｮﾝ・要検便検査

子どもたちの遊びへの働き
かけや生活の補助、保育教
諭の補助をして頂きたい。

夕涼み会でわなげやﾏｽｺｯﾄつり
など、出し物のお手伝いをして
いただきます。かわいい子ども
たちと一緒に活動しませんか？

社会福祉法人桃林会
せっつ遊育園②

摂津市三島3-13-1/阪
急摂津市駅下車徒歩9
分

7月21日～8月28日（8
月10日～8月18日は除
く）/月～金/9時～11時
半

専門学生以上/男女可
1名/動きやすい服装・
着替え・水筒/交通費
実費支給

子どもたちがプールに入る時の
監視や子どもたちと一緒に水あ
そびをしたり、戸外で遊んだりし
ていただきたいです。

乳幼児の親子が集まる親子
ひろばで子どもと遊んだり、
簡単な手作りおもちゃを作っ
たりします。

つるのひまわり保育園
摂津市鶴野2-7-16/大
阪ﾓﾉﾚｰﾙ摂津駅下車
徒歩3分

7月1日～9月30日（8月
14日は除く）/月～金/8
時半～17時

高校・専門・大学生/女1
名/上履き・動きやすい服
装/出来るだけ摂津市内
の方/食事支給有り

夏休みにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験を受
け入れします。子どもたちの
保育補助をお願いします。

認定こども園
正雀愛育園①

摂津市正雀4-12-23/
阪急正雀駅下車徒歩
10分

7月4日/16時～18時半
専門学生以上/男女可
5～6名/上履き・動き
やすい服装

園で開く夏祭りのゲームや
店での販売または自転車整
理を行っていただきます。

摂津市地域子育て支
援センター

摂津市千里丘東1-16-
2/JR東海道線千里丘
下車徒歩5分

7月21日～8月31日/月
～土/10時～16時（土
は10時～12時）

高校生以上/男女可1
～2名/弁当・動きやす
い服装・靴下着用

認定こども園
正雀愛育園②

社会福祉法人桃林会
せっつ遊育園①

摂津市三島3-13-1/阪
急摂津市駅下車徒歩9
分

社会福祉法人桃林会
とりかい保育園②

摂津市鳥飼中1-20-1/阪
急・近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞｽ
停下車徒歩7分・勝安寺
ﾊﾞｽ停下車徒歩5分

7月13日～8月28日（8
月10日～8月14日は除
く）/月～金/9時～16時

高校・専門・大学生/男
女可2名/動きやすい
服装・箸・ｽﾌﾟｰﾝ・ﾀｵﾙ・
帽子/食事支給

日常の活動への参加で乳幼
児と関わる。その他、保育士
の補助。

社会福祉法人桃林会
とりかい保育園①

摂津市鳥飼中1-20-1/阪
急・近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞｽ
停下車徒歩7分・勝安寺
ﾊﾞｽ停下車徒歩5分

7月18日/17時～19時
半

高校・専門・大学生/男
女可3名/動きやすい
服装/食事支給

夏祭りでﾖｰﾖｰやｹﾞｰﾑなど引
換券を受け取り、小学生・幼
児を遊ばせ楽しんでもらう。
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摂津市ボランティアセンター

〒５６６－００２２　摂津市三島２－５－４　摂津市立地域福祉活動支援センター
TEL　０６－６３１８－１１２８　FAX　０６－６３８３－９１０２

社会福祉法人桃林会
とりかい白鷺園①

摂津市鳥飼中1-19-8/JR千
里丘駅阪急ﾊﾞｽ勝安寺ﾊﾞｽ
停下車徒歩3分・阪急茨木
市駅近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞｽ
停下車徒歩3分

7月1日～9月30日/月
～金/10時～16時

高校生以上/男女可2
名/上履き・動きやすい
服装/食事支給

利用者様のお話相手や簡単な
介護の補助等、活動内容は希
望を確認しﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成しま
す。お気軽にご相談ください。

社会福祉法人桃林会
とりかい白鷺園②

摂津市鳥飼中1-19-8/JR千
里丘駅阪急ﾊﾞｽ勝安寺ﾊﾞｽ
停下車徒歩3分・阪急茨木
市駅近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞｽ
停下車徒歩3分

7月24日ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ・8
月7日納涼大会・8月8
日納涼祭・8月21日ﾋﾞｱ
ﾎｰﾙ/16時～21時

高校生以上/男女可2
名/上履き・動きやすい
服装/食事支給

ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝやﾋﾞｱﾎｰﾙ、納涼大会
等夏行事の準備や屋台のお手
伝いを一緒に楽しんでいただけ
る方を募集しています。

ﾃﾞｲ　ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
せっつ桜苑②

摂津市桜町1-1-11/阪急摂
津市駅下車徒歩10分・JR京
都線千里丘駅下車15分・大
阪ﾓﾉﾚｰﾙ15分

7月1日～9月30日/月
～土/9時～16時

高校生以上/男女可5
名/上履き・動きやすい
服装/帽子

大正琴等、ｸﾗﾌﾞ活動の補助
や散歩の補助、お茶出しや
整容などのお手伝い。お話を
していただく。

特別養護老人ﾎｰﾑ
せっつ桜苑①

摂津市桜町1-1-11/阪急摂
津市駅下車徒歩10分・JR京
都線千里丘駅下車15分・大
阪ﾓﾉﾚｰﾙ15分

7月19日/13時～17時
高校生以上/男女可5
名/上履き・動きやすい
服装/帽子

夏祭りでの屋台販売やご利
用者の誘導をお願いします。

ﾃﾞｲ利用者へのお茶出しなど
の朝の迎え入れから、学習
の補助。

社会福祉法人気づき
福祉会摂津いやし園ﾃﾞ
ｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ②

摂津市鳥飼下1-13-7/
近鉄ﾊﾞｽ鳥飼下2丁目
ﾊﾞｽ停下車徒歩3分

8月9日/16時～20時
（※申込受付7月10日
まで）

専門学生以上/男女可
10名/上履き・動きや
すい服装/屋台の軽食
支給

夏祭りでの屋台の手伝い。
利用者への配膳など。

社会福祉法人気づき
福祉会摂津いやし園ﾃﾞ
ｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ①

摂津市鳥飼下1-13-7/
近鉄ﾊﾞｽ鳥飼下2丁目
ﾊﾞｽ停下車徒歩3分

7月1日～9月30日/月
～土/9時～11時半

専門学生以上/男女可
1～2名/上履き・動き
やすい服装

社会福祉法人気づき
福祉会摂津いやし園
デイサービスセンター
③

摂津市鳥飼下1-13-7/
近鉄ﾊﾞｽ鳥飼下2丁目
ﾊﾞｽ停下車徒歩3分

7月1日～9月30日/木・
土/13時半～14時

専門学生以上/男女可
1名/上履き・動きやす
い服装

利用者の卓球の補助。利用
者の対戦相手。

社会福祉法人成晃会
老健ひかり

摂津市東別府5-2-45/
阪急正雀駅下車徒歩
20分

7月1日～9月30日/月
～日/終日（要相談）

小学生以上/男女可5～
10名/上履き・動きやすい
服装/事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ/
飲み物支給・昼食要相談

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝとなる催物や利用
者様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、行事
開催時のお手伝い。

申込・問合せ 


