
高
齢

社会福祉法人マーヤ

マーヤの家伏山
専門学生～社会人

高
齢

社会福祉法人　成和会

菊水苑喜志の郷
小学生～社会人

高
齢

特別養護老人ホーム

かんなびのさと
専門学生～社会人

高
齢

社会福祉法人　富田林市社会福祉協議会

デイサービスセンター　かがりの郷

高
齢

社会福祉法人　富田林市社会福祉協議会

喫茶かがり
小学生～社会人

高校生～社会人
（40歳まで）

高
齢

社会福祉法人　悠生会

ケアハウス　ゆう
小学生～社会人

幼
児

社会福祉法人　光久福祉会

梅の里保育園

幼
児

富田林市立

川西幼稚園
大学生

ケアハウス　ゆう

社会福祉法人大阪府障害福祉事業団

相談支援センターあーる

社会福祉法人　四天王寺福祉事業団 特別養護老人ホーム

幼
児

社会福祉法人　凛優会

富貴の里保育園
専門学生～社会人

障
が
い

社会福祉法人大阪府障害福祉事業団

相談支援センターあーる
不問

障
が
い

高校生～社会人

障
が
い

障
が
い

社会福祉法人　四天王寺事業団

わくわく富田林

社会福祉法人　富翔会

つじやま作業所

在宅配食サービス事業

富田林市社協登録ボランティアグループ

Ｖ
団
体

トンボ

専門学生～社会人

障
が
い

自律センターつじやま

社会福祉法人　四天王寺福祉事業団

四天王寺　悲田富田林苑
専門学生～社会人

喫茶なごみ四天王寺　和らぎ苑

中学生～社会人
Ｖ
団
体

専門学生～社会人

在宅ボランティアグループ　にんじん

Ｖ
団
体

小学生～社会人

専門学生～社会人

富田林市社協登録ボランティアグループＶ
団
体

富田林市社協登録ボランティアグループ

Ｖ
団
体

富田林市社協登録ボランティアグループ

富田林市社協登録ボランティアグループ

傾聴ボランティア　またあした

Ｖ
団
体

富田林市社協登録ボランティアグループ

りすの会
小学生～高校生

朗読ボランティアグループ　くさぶえ

富田林市社協登録ボランティアグループＶ
団
体

専門学生～社会人

小学生～社会人

Ｖ
団
体

富田林市社協登録ボランティアグループ

小学生～社会人
富田林点訳サークル

富田林市社協登録ボランティアグループＶ
団
体

小学生～社会人
拡大写本　ゆめの会

Ｖ
団
体

富田林市社協登録ボランティアグループ

とんだばやしおもちゃ病院
小学生～社会人

富田林市

梅の里２丁目地区福祉委員会
小学生～社会人

富田林市

富田林市献血推進協議会
小学生～社会人

社会福祉法人　悠生会

①協力施設・団体（プログラム数：２８件）

②夏祭り等の単発活動（プログラム数：４件）

そ
の
他

富田林市社会福祉協議会

委
員
会

リハビリプラザ富田林

小学生（５年生）
～社会人

高
齢

小学生・中学生

伏山台校区福祉委員会
専門学生～大学生

四天王寺　悲田富田林苑 かんなびのさと

委
員
会

小学生～社会人
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活動内容 知的、身体障がいを抱える利用者の方の日中活動（軽作業、

歩行活動、余暇活動）をサポートしながら共に活動等する。 

利用者さんに寄り添ってボランティアしていただける方を希望

します。 

 

【施設紹介】 

■就労支援継続Ｂ型 

 就労継続支援Ｂ型では、主に生産活動を中心に行い、就労に必要な知

識および能力の向上を目指し活動を行っています。  

■生活介護 

 主に利用者の情緒面の安定、健康面の維持向上を目指す活動としての軽作業（金具の組

み立て、アルミ缶つぶし）等の作業活動や、石川河川敷沿いでの歩行活動を中心に利用者

個々に合わせた活動を行っています。 

【施設地図】 

 

 

 

 

 

 

施設名 
社会福祉法人 富翔会  障がい福祉サービス事業所 

わくわく富田林 

活動場所 富田林市川面町２－５－１９ 

交通アクセス 近鉄長野線喜志駅下車 徒歩２０分 

公共交通機関ご利用の場合 

喜志駅より金剛バスに乗り河南橋下車３分 

日程 ７月１日～８月３１日 

月～金曜／１０時～１５時３０分 

対象 高校生～社会人 

持ち物 弁当・上履き・動きやすい服装 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCYU_DlVDQQAw0CU3uV7/SIG=14ebfpiab/EXP=1429949844/**http:/pancos-sozai.com/wp-content/uploads/%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E3%81%AE%E8%BF%8E%E3%81%88.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCYU_DlVDQQAm0CU3uV7/SIG=1258gho72/EXP=1429949844/**http:/motoki-y.sakura.ne.jp/illust/angel/004.gif
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【施設紹介】 

障害者の働く場として「安心、安全、環境保全」をテーマに「竹炭」と「竹酢液」の生産を中心

に行います。 

労働が中心の施設ではありますが隣に生活施設があることからトイレ等の身辺介助にかかわる

設備については同様の改良を行い誰もが使いやすい設備となっています。またこの施設の完成に

よって「ＡＣつじやま」としての生活・労働といったトータルな地域サポートセンターとしての

役割を発揮していきます。 

 

【施設地図】 

 

 

 

○ 金剛駅から 3番のりば 「寺池台まわり」のバス(約 5分)で寺池台 3丁目下車 

 バス停から徒歩 15分 

○ 滝谷不動駅から徒歩 20分 

施設名 
自律センターつじやま 

つじやま作業所 

活動場所 富田林市廿山２０－７ 

交通アクセス 南海高野線金剛駅寺池台３丁目バス停下車 徒歩１５分 

日程 ７月１日～９月３０日 

月～金曜／１０時～１６時 

※８月１２日～８月１６日は活動ありません。 

対象 中学生～社会人 

※体験前（当日、朝３０分程度）に事前オリエンテーションの

参加が必要 

持ち物 昼食代３３０円（弁当も可）・上履き・動きやすい服装 

日程によっては、プールもあり（参加可能な人） 

活動内容 障害をもっている人達が、グループに分かれて作業をしていま

す。また、散歩やリラクゼーション、創作活動も行っており、

それらのお手伝いをお願いします。 

ココ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW26BEkxVtkYAUkSU3uV7/SIG=13hluv3l4/EXP=1431135233/**http:/www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/kenkou/kokoro/d012944_d/img/001.png
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【施設紹介】 

自然と歴史のある富田林市に位置し、近隣には商業施設も隣接し生活しやすい場所に

あります。 

 私たちは利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されることを

目的に、事業展開しています。障害児入所支援（医療型障害児入所施設）・障害福祉サ

ービス（療養介護）・障害児者医療型短期入所・障害福祉サービス（生活介護）・歯科診

療所（障害児者の歯科・摂食嚥下及び一般歯科）・外来診療（小児科・内科・外科・整

形外科）・発達外来、そして介護や福祉などのご相談に応じる相談窓口を用意していま

す。 

 困り事や不安なことがございましたらまずはご相談ください。お待ちしています。 

 

【施設地図】 

 

施設名 
社会福祉法人四天王寺福祉事業団 

四天王寺 和らぎ苑 

活動場所 富田林市向陽台１－３－２１ 

交通アクセス 近鉄長野線富田林駅富田林病院バス停下車 徒歩５分 

日程 平成２７年８月２２日（土）９時３０分～１７時 

対象 専門学生～社会人 

持ち物 上履き・動きやすい服装 

活動内容 ご利用者の車椅子を押していただき、ご利用者と一緒に夏祭り

を楽しんでいただいたり、祭り後の後片付けなどです。 

☆色々な活動を通して、ご利用者の方々と共に笑顔の輪を広げ

ましょう！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdCnGkjRV0ncA1XOU3uV7/SIG=13al1410h/EXP=1429595206/**http:/stat.ameba.jp/user_images/20120819/18/bac358py/54/c3/p/o0415033312143912716.png
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施設地図 

 

 

 

 

 

施設名 
社会福祉法人 四天王寺福祉事業団 

四天王寺 悲田富田林苑 

活動場所 富田林市向陽台１－３－２０ 

交通アクセス 近鉄長野線富田林駅向陽台１丁目下車 

または、南海高野線金剛駅富田林病院前下車 徒歩３分 

①日常活動への参加 

日程 ７月１日～８月３１日 

月～金曜／１０時～１７時 

対象 専門学生～社会人 

持ち物 弁当・上履き・動きやすい服装・エプロン 

活動内容 盲重複障害者の方を対象とした施設です。日中活動や食事等、

一日の生活に沿ってお手伝いしていただきます。 

②夏祭り等単発行事への参加 

日程 ８月９日（日）１０時３０分～１５時 

対象 高校生～社会人 

持ち物 上履き・動きやすい服装 

活動内容 盆踊りの準備・清掃とご利用者様の介助を少し手伝っていただ

きます。一緒に盆踊りを盛り上げていきましょう。 
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施設名 

相談支援センターあーる 

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 

地域生活総合支援センター「ゆう」 

①プログラム 

活動場所 週末のおでかけ余暇活動（プラン内容により異なります） 

日程 ７月１２日（日）・９月１３日（日） 

９時～１７時（希望するプランにより異なります） 

対象 不問 

持ち物 希望するプランにより異なります。 

支給されるもの 近鉄富田林駅から活動場所までの交通費 

その他（希望するプランにより異なります） 

活動内容 【社会参加促進活動ぼーけんじまとは？】 

障がいのある人々の社会参加を支援する余暇活動です。主に知的障がい

のある人々を対象としています。 

 

【どんな活動をしているの？】 

障がいのある人の自立・ 社会経験・対人関係等を目的とした支援をお

こないます。 

★外出活動や教室もの 

 原則第 2日曜日 

10名程度の小グループで活動します。 

 

【こんなボランティアさんを大募集】 

★集合から解散まで障がいのある人たちと一緒に楽しむボランティア 

★移動時や目的地での見守りや声掛けなどをお願いします 

 

【活動助成】 

★集合場所（富田林駅）から解散場所までの交通費等につきましては、

助成させていただきます。 

★原則、昼食代は自費となります。 
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施設名 

相談支援センターあーる 

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 

地域生活総合支援センター「ゆう」 

②プログラム 

活動場所 すばるホール 

交通アクセス 近鉄長野線「川西」駅下車 徒歩８分 

日程 ７月２６日（日）・８月３０日（日）・９月２７日（日） 

９時～１７時 

対象 不問 

持ち物 参加費７００円（昼食代） 

支給されるもの 近鉄富田林駅から川西駅までの交通費 

活動内容 【社会参加促進活動ぼーけんじまとは？】 

障がいのある人々の社会参加を支援する余暇活動です。主に知的障がい

のある人々を対象としています。 

 

【どんな活動をしているの？】 

障がいのある人の自立・ 社会経験・対人関係等を目的とした支援をお

こないます。 

 

★ふりーすぺーす 

 原則第 4日曜日 

パーティー形式で、ゲームなどを通した活動をしています。 

 

【こんなボランティアさんを大募集】 

★集合から解散まで障がいのある人たちと一緒に楽しむボランティア 

★移動時や目的地での見守りや声掛けなどをお願いします 

 

【活動助成】 

★集合場所（富田林駅）から解散場所までの交通費等につきましては、

助成させていただきます。 

★原則、昼食代は自費となります。 
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施設名  

富貴の里保育園 地域子育て支援センター 

活動場所 富田林市小金台１－１４－１５ 

交通アクセス 近鉄長野線富田林駅小金台２丁目バス停下車 徒歩２分 

日程 7月 16日（木）・21日（火）・23日（木）・8月 27日（木） 

9時～13時 

対象 専門学生～社会人 

持ち物 昼食代（250円）・上履き・動きやすい服装 

活動内容 保育士を目指して勉強中の学生さん、「子育て支援」に関心をお

持ちの方、子ども達のかわいいい笑顔に癒されたい方、大歓迎

です。 

支援センターでは 「こんなことをしているんだ！」と知って

頂ける機会にもなり、一人でも多くの方のボランティア体験を

お待ちしています。給食のおいしさも是非体験してください。 

子育て事業に参加し、対象児もしくは対象児の兄弟（姉妹）の

保育をフォローしていただきます。 

 

 

 

施設地図 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

      

                                               

      

                                                      



夏のボランティア体験プログラム 受入れ協力団体一覧 

 

 

 

施設地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
富田林市立 

梅の里保育園 

活動場所 富田林市梅の里１丁目２－５ 

交通アクセス 近鉄長野線喜志駅下車 徒歩１０分 

日程 7月 1日～９月３０日 

１０時００分～１６時００分  

対象 高校生～社会人(40歳まで) 

募集人数 男女不問 ２～５人 

持ち物 上履き・動きやすい服装 

支給されるもの 給食 

活動内容 保育園児と楽しく遊んだり、日常の活動に参加して頂きたいで

す。 

市
民 
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施設地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
富田林市立 

川西幼稚園 

活動場所 富田林市新家１丁目３番２号 

交通アクセス 近鉄長野線「川西」駅下車 徒歩５分 

日程 ７月 1日～７月１８日  及び ９月１日～９月３０日 

８時３０分～１５時３０分  

対象 大学生 

募集人数 男女不問 ４人 

その他 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

持ち物 弁当・上履き・動きやすい服装 

活動内容 幼児の園生活での支援活動や園内外の環境整備等の補助 

市
民 
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施設名 社会福祉法人悠生会 
ケアハウス ゆう 

活動場所 富田林市新家２丁目１４－５０ 

交通アクセス 近鉄長野線川西駅下車 徒歩１５分 

① 日常活動への参加 

日程 ７月１０日～８月３０日 

月～日曜日／１０時～１５時３０分 

対象 小学生～社会人（シニア含む）（小学生は保護者同伴） 

持ち物 上履き・動きやすい服装・タオル・水分補給になるもの 

支給されるもの おやつ 

活動内容 行事やクラブの手伝い、高齢者の話し相手をお願いしたいです。 

行事には、そうめん流し・音楽セラピー・朗読・花火等があり

ます。クラブでは、手芸・習字・歌唱等があります。 

②夏まつり等単発行事への参加 

日程 ８月２８日（金）１３時～１５時３０分 

８月２９日（土）１３時～２０時３０分（希望時間でＯＫです） 

対象 高校生～社会人（シニア含む）（小・中学生は２９日のみ） 

持ち物 上履き・動きやすい服装・タオル・水分補給になるもの 

支給されるもの おやつ・夏祭りの屋台の食事 

活動内容 夏祭りの準備・屋台の手伝いや片付け、入居者や来客者の見守

りや話し相手をお願いしたいです。 

 

施設地図 
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夏のボランティア体験プログラム 受入れ協力団体一覧 

 

 

施設名 社会福祉法人富田林市社会福祉協議会 
喫茶かがり 

活動場所 富田林市南大伴町４－４－１ 

交通アクセス 近鉄長野線富田林駅大伴バス停下車 徒歩５分 

日程 ７月２７日～８月７日の内 火・木・金曜日 

１３時～１５時３０分 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

持ち物 上履き・動きやすい服装 

活動内容 コミュニティセンター内の喫茶のお手伝い（接客・片付け等） 

活動を通して会館利用者との交流を楽しんでください。 

 

 

施設地図 
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施設名 
特別養護老人ホーム 

       かんなびのさと  

活動場所 富田林市甘南備２１６番地 

交通アクセス 近鉄長野線「富田林」駅下車  コロニーセンター前      

徒歩１０分 

日程 ７月１日～９月３０日 

月～金／１０時～１７時 

対象 専門学生～社会人 

募集人数 男女不問 4.5人 

持ち物 動きやすい服装 

活動内容 お話相手や、園芸、散歩等余暇活動のお手伝いをして頂きたい

と思います。自然あふれた場所で、ゆったり温かい交流を増や

していければと思いますので、ご連絡お待ちしています。 

②夏祭り等の単発活動への参加 

日程 ７月３１日 

対象 専門学生～社会人 

募集人数 男女不問 １０人 

持ち物 動きやすい服装 

活動内容 施設内で夏まつりを行います。模擬店や盆踊りでご利用者様に

楽しい時間を過ごして頂きたいと思っています。模擬店やご利

用者様の付き添い等で手伝って頂けたら大変助かります。 
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施設名 社会福祉法人富田林市社会福祉協議会 
喫茶かがり 

活動場所 富田林市南大伴町４－４－１ 

交通アクセス 近鉄長野線富田林駅大伴バス停下車 徒歩５分 

日程 ７月２７日～８月７日の内 火・木・金曜日 

１３時～１５時３０分 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

持ち物 上履き・動きやすい服装 

活動内容 コミュニティセンター内の喫茶のお手伝い（接客・片付け等） 

活動を通して会館利用者との交流を楽しんでください。 

 

 

施設地図 
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夏のボランティア体験プログラム 受入れ協力団体一覧 

 

 

施設名 社会福祉法人成和会 きくすいえんきしのさと 
  菊水苑喜志の郷 

活動場所 富田林市桜井町２－１８３５ 

交通アクセス 近鉄長野線喜志駅下車 徒歩１０分 

日程 ７月１日～８月３１日 

月～土曜／９時～１８時 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

持ち物 昼食代（４００円）・上履き・動きやすい服装 

活動内容 認知症高齢者グループホーム入居者との話し相手、レクリエー

ションへの参加等を通して高齢者と触れ合っていただきます。 

【施設紹介】 

菊水苑喜志の郷は、地域密着型施設として平成 19年 11月に開設いたしました。1階は施

設への通いが中心の小規模多機能型居宅介護、2・3階はグループホームとなっております。

「家庭により近い環境をめざします」「自分らしさを大切にします」「地域に根ざしたホー

ム作りに努めます」を理念として、地域の中でその人らしく暮らせるように支援していき

ます。 

 

【施設地図】 
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夏のボランティア体験プログラム 受入れ協力団体一覧 

 

【施設の紹介】 

認知症により、ご自宅での生活が困難になり介護を必要とされる方がご利用で

きる施設です。季節ごとの行事や、地域との交流も積極的に行っています。ご

利用者さまがご自身のペースで穏やかに過ごして頂けるようお手伝いさせて頂

いています。 

 

【施設地図】 

 

 

 

 

施設名 
社会福祉法人マーヤ 

マーヤの家伏山 

活動場所 富田林市伏山２－２－８ 

交通アクセス 南海高野線金剛駅下車 徒歩１０分 

日程 ７月２日～８月３１日 

火曜以外／１４時～１７時 

対象 専門学生～社会人 

持ち物 上履き・動きやすい服装 

活動内容 高齢者の話し相手。レクリエーションへの参加や散歩、日常生

活のお手伝いなどをお願いします。 
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施設名 リハビリプラザ富田林 

活動場所 富田林市高辺台１-７-１８ 

交通アクセス 南海 金剛駅下車 南海バス「高辺台２丁目」下車徒歩５分 

日程 ７月２０日～７月３１日、８月１０日～１５日 

月～土曜／１０時～１６時 

対象 小学生、中学生（保護者同伴） 

持ち物・服装 弁当・動きやすい服装 

活動内容 高齢者との話し相手、レクリエーションへの参加等を通して高

齢者と触れ合っていただく。 

 

【施設紹介】 

一人でも多く利用者様を「自立」または、「現状維持・向上」へ向けて療法士と連携し、

マシントレーニング・スリングセラピー、そして個別訓練・個別評価を実施させていきま

す。マシントレーニング・スリングセラピーを中心に介護予防・自立支援・介護軽減を目

指す介護サービスです。 

【施設地図】 
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夏のボランティア体験プログラム 受入れ協力団体一覧 

 

グループ名 
社協登録ボランティアグループ 

トンボ 

活動場所 富田林市総合福祉会館（富田林市宮甲田町９－９） 

日程 ７月９日・９月１０日 木曜／１３時～１５時３０分 

対象 専門学生～社会人  

募集人数 女性２～３名 

活動内容 介護用品（薬入れやハンドクッションなど）の製作や服の修繕

やゴム入れ替え等の活動を通して、障がい者・高齢者へのお手

伝いをしています。 

 

【団体紹介】 

介護用品の製作や修理等をさせてもらっています。編み物や洋裁・ 

手芸のできる方、一緒に活動しませんか。 

 

 

 

グループ名 
社協登録ボランティアグループ 

おもちゃ病院 

活動場所 

 

① ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ｢かがりの郷｣（富田林市南大伴４丁目４－１） 

② 富田林市市立金剛公民館（富田林市高辺台２丁目１－２） 

日程 

 

 

７月５日・８月２日・９月６日・・・・・上記① 

７月１９日・８月１６日・９月２０日・・上記② 

日曜／９時～１２時 

その他条件 壊れたおもちゃの持参歓迎します 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

活動内容 

 

 

 

おもちゃの修理をするボランティアです。 

「工具」を見るだけで目を輝かせる子供さんもたくさんいます。

修理で回復すれば充分よろこばれます。この機会に体験してみ

ませんか。 

 

【団体紹介】 

動かない、鳴らないおもちゃ、また。思い出いっぱいのおもちゃにもう一度命を吹き込み、 

この使い捨ての時代におもちゃの修理を通して、物を大切にする心を子どもや親に少しで

も伝わるよう、無償修理活動を行っています。エコロジー活動の一環でもありますが、心

の教育の一環でもあると思いながら活動しています。 
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【団体紹介】 

在宅での認知症高齢者・障がい者（児）等を抱えている方の生活向上に 

寄与することを目的とした在宅ボランティア活動です。また、会員の研 

修や相互の親睦・交流も大事にしています。 

 

 

 

【団体紹介】 

在宅の高齢者を訪問し、相手の心に寄り添いながら、悩みや不安感の 

整理がつくようしっかり傾聴し、共に喜びや楽しみを共感できるよう 

活動しています。 

 

グループ名 

富田林市社協登録ボランティアグループ 

在宅ボランティアグループ「にんじん」 

活動場所 富田林市総合福祉会館（富田林市宮甲田町９－９） 

日程 ７月１日～９月３０日 

第３木曜日/１０時～１６時 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

募集人数 男女不問 多数 

その他条件 グループでの参加歓迎 

持ち物 昼食代２００円、動きやすい服装 

支給される物 食事（２００円で昼食とおかし） 

活動内容 高齢者を対象にミニデイサービス『しあわせの日』を実施して

おります。 

その日を楽しく過ごしていただけるよう、昼食もおやつもボラ

ンティアの手作りで、毎月違ったレクリエーションを取り入れ

るなど、バラエティーに富んだ内容をメンバー一同用意してお

ります。 

グループ名 
富田林市社協登録ボランティアグループ 

傾聴ボランティア「またあした」 

日程 ９月１７日（木） １２時４５分～１３時３０分 

対象 専門学生～社会人 

※体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

募集人数 男女不問 ４人 

持ち物 動きやすい服装 

活動内容 レクチャー及び現会員と同行による、かがりの郷での傾聴ボラ

ンティアを体験します。 
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グループ名 社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会 

在宅配食サービス事業 

活動場所 富田林市総合福祉会館（富田林市宮甲田町９－９）から出発します。 

日時 ７月１日～９月３０日 

月曜～金曜／９時～１２時（祝日は除く） 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

※体験前に事前オリエンテーション必要 

持ち物 動きやすい服装 

活動内容 市から委託を受けた配食サービス事業で、高齢の方や自力で調

理ができない方のために、配食ボランティアさんが見守り訪

問・安否確認を兼ねて、ご自宅までお弁当をお届けします。お

一人暮らしや高齢世帯の方も安心です。 

体験では車に同乗していただき、ボランティアさんと一緒にご

利用者さんのお宅へお弁当を配達します。ぜひ、この機会に体

験してみて下さい。 

 

グループ名 
社協登録ボランティアグループ 

富田林点訳サークル 

活動場所 富田林市ボランティアセンター（富田林市甲田） 

交通アクセス 近鉄長野線川西駅下車 徒歩１５分 

日程 ７月１日～９月３０日 

毎週月曜日／１１時～１２時 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

募集人数 男女不問 ７名 

持ち物 筆記用具 

活動内容 点訳の主流となっているパソコンを使っての点字入力を体験

し、校正・点字プリントまでを講習します。 

 

【団体紹介】 

主な活動は市からの依頼で、定期刊行物（広報・議会だより）を点訳し、市と希望者に発

送しています。その他、個人からの依頼があれば、福祉広報・小説・説明書等をできる限

り希望通りに点訳します。活動はボランティアセンターで、毎週月曜日と翌月の広報点訳

のために、月末の４～５日間行います。 

現在は全てパソコンで点字入力を行っており、入力に限っては自宅で行うこともあります

が、校正・点字印刷に関してはボランティアセンターで行います。特に校正は慎重に行い、

正確な情報をお届けするよう最低３回点訳者以外が交代でチェックします。 

また近年、小・中学校から福祉体験授業の依頼が増えてきており（昨年は小学校４校・中

学校１校）、福祉に対するお話や白状体験、生徒各自が実際に点字版で点字を打つ指導も行

っています。 
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グループ名 社協登録ボランティアグループ 

拡大写本ボランティアグループ「ゆめの会」 

活動場所 富田林市総合福祉会館（富田林市宮甲田町９－９） 

日程 ９月８日（火）１０時～１２時 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

活動内容 弱視児童・生徒のための拡大教科書をパソコンを使って製作し

ています。 

 

【団体紹介】 

社協主催の“拡大写本って何”の受講生がその意思を継承して、平成１８年９月に活動を 

開始しました。まだまだ、拡大写本の存在は十分には知られていません。必要としている 

子ども達はもちろんのこと、存在すら知らずにあきらめてしまっている 

子ども達、保護者の方々、そして現場の先生方にも知って欲しいと考え 

ています。製作過程は大変な労力と工夫を要します。それでも、「ああで 

もない。こうでもない…。」と言いながら、みんなで頑張って作業してい 

ます。そんな『ゆめの会』で一度体験してみてください。 

 

 

【団体紹介】 

平成１２年に結成して、今では月に８か所の老人施設に歌や踊りを楽しんでいただく活動

をしています。また、年に１回お芝居の披露もしています。 

お年寄りの笑顔がみんなの活動の原動力となっています。その度に 

「また一生懸命練習しよう」と次への取り組みに向けて、気持ちも 

新たに頑張っています。そんな『りすの会』で一緒に活動してみませんか。 

グループ名 
社協登録ボランティアグループ 

りすの会 

活動場所 柳生苑・けあぱる・錦織荘・かがりの郷デイサービス 

美原ホットスプリング・コーリン 

交通アクセス 各施設により異なります。 

日時 各施設により異なります。お問い合わせください。 

時間：１４時１０分～１５時 

対象 小学生～大学生（小学生は保護者同伴） 

持ち物 動きやすい服装 

活動内容 「なつめろで楽しく」という形で、ナツメロと踊り２・３曲で

訪問しています。お年寄りとも長い付き合いになり、私たちの

訪問を喜んでもらっています。 

錦織荘へは、それ以外に毎週土曜日午後ホットタオルたたみの

お手伝いをしています。 
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グループ名 
富田林市社協登録ボランティアグループ 

富田林市朗読ボランティアグループ「くさぶえ」 

活動場所 富田林市宮甲田町９番９号総合福祉会館 

日程 ８月７日（金） １０時～１２時 

対象 小学生（５年生以上）～社会人（小学生は保護者同伴） 

募集人数 若干名 

その他条件 親子での参加歓迎 

持ち物 筆記用具 

活動内容 視覚障がい者のために、新聞や週刊誌の情報をテープに録音し

ます。自分の声を録音したり、その場でパソコンに取り込む編

集体験をしてみませんか(^o^) 

 

【団体紹介】 

わたし達は、毎月視覚障がい者（リスナー）の方へ、定期的にテープを作成し発送したり、

図書館より依頼を受けて録音図書の制作をしたり、対面朗読もしています。 

グループ名は、わたし達の朗読の声が、目の不自由な方々に美しい草笛の音色のように届

いて欲しいとの願いをこめて名付けました。 

 

 

 

グループ名 
社協登録ボランティアグループ 

喫茶ボランティア「なごみ」 

活動場所 富田林市総合福祉会館（富田林市宮甲田町９－９） 

日程 ７月１日～９月３０日 

月・水・金／１０時～１５時 

※８月１０～１４日は活動ありません。 

対象 専門学生～社会人 

持ち物 弁当・履きやすいスリッパ 

活動内容 お客様に飲み物を作って運びます。お客様とも仲間とも、いつ

もいつも話がはずみ、笑い声がたえません。 

また、料理の話はいつもお昼のお弁当の時に話し合います。そ

れをヒントにして夜の食事の献立を考えます。一緒に活動体験

をしてみませんか(^o^) 

 

【団体紹介】 

総合福祉会館にて喫茶店を開いています。毎週、月・水・金の１０時～１５時までが活動

時間です。利用者の皆様に“ホッ”と一息、心から和み楽しく雑談していただけるように

『なごみ』と名付けました。 
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【団体紹介】 

福祉委員会とは、地域で行う小地域ネットワーク活動の「主体」です。「支援を

必要とする方」は、地域の一住民であり、住民同士の支え合いは住民が主体と

なって展開していく必要があります。福祉委員会は住民同士の支え合いのため

の「組織」であり、社会関係・人間関係の希薄化が顕著となっている中で、意

識的に組織（＝福祉委員会）を作ることが、小地域ネットワーク活動を形成す

る基礎となるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
 

梅の里２丁目地区福祉委員会 

活動場所 梅の里２丁目自治会集会場 

交通アクセス 近鉄バス９６さつき野北線 梅の里東バス停下車 徒歩４分 

日程 ７月１０日、９月１１日（金） １０時～１１時３０分 

対象 小学生～社会人 

その他条件 子供好きの人（小学生は保護者同伴） 

持ち物 動きやすい服装 

活動内容 「住みよい街つくり」活動の一環として、自治会・幼稚園の協

力のもと、最近若い世代の方々の転入が徐々に増加傾向にある

ため、福祉委員会として「子育て支援」を行っています。 

目的としては、①幼児期のうちに、集団活動や友達作りへの興

味をもっていただく。②親同士の友達を作り、子育てアドバイ

スや各種相談等の支援活動を行っています。③幼稚園児とのグ

ランドゴルフやＰＬ病院による健康講座を実施しています。 

福祉委員会の活動を、この体験プログラムの期間に体験してみ

ませんか？ 
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【団体紹介】 

伏山台福祉委員会は、学校を中心に活動しているため、幼稚園・小学校のＰＴ

Ａの方々との交流があり、地域と小学校のつながりの強い活動ができています。

平成２１年からは、各団体・地域の方々がひとつになれる『地域ふれあい祭』

を始め、毎年テーマを決めてイベント性を出し、たくさんの模擬店を出店し、

子どもから大人まで集える祭りにしました。また、月１回０歳～２歳までの子

声やスタッフの想いでどんどん活動を広げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
 

伏山台小学校区福祉委員会 

活動場所 伏山台小学校 

交通アクセス 南海高野線「金剛」駅下車 徒歩１２分 

日程 ７月１日、８月５日、９月２日 

第一水曜日/９時～１２時（子育てサロン） 

７月１１日（土）/１０時～１３時（そうめん流し） 

対象 専門学生～大学生 

募集人数 男女不問 ３名 

その他条件 子ども好きの人 

活動内容 子育てサロンでは、お遊戯や創作活動をしています。 

そうめん流しでは、小学生とふれあいながらのお手伝いをして

いただきます。また、かき氷の提供も行いますので、そちらの

お手伝いもお願いします。 
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施設地図 

 

施設名 
社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会 

富田林市献血推進協議会 

活動場所 エコール・ロゼ 南駐車場 

交通アクセス 南海高野線「金剛」駅下車 

南海バス中央センター前バス停下車 徒歩１分 

日程 ７月４日（土）①１０時～１２時 ②１３時～１５時 

※時間は①②の範囲で１時間程度でも可能です。 

対象 小学生～社会人（小学生は保護者同伴） 

※グループの参加大歓迎 

募集人数 男女不問 ①１０名 ②１０名 

持ち物 動きやすい服装（街頭のため）・帽子・タオル 

支給されるもの お茶・献血ＰＲ品 

活動内容 献血とは輸血や血液製剤製造のために無償で血液を提供するこ

とです。日本では日本赤十字社が全て手がけており、提供され

た血液は感染症の検査の後、各医療機関等へ提供されます。 

今回の体験では、夏の献血キャンペーンのお手伝いとして、街

頭でポケットティッシュ等の配布と『献血へのご協力お願い』

の声かけを一緒に手伝っていただきます。 

市
民 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%B8%E8%A1%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2%E8%A3%BD%E5%89%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E6%9F%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuME8YrTlVRC8A61qU3uV7/SIG=1323ggo7s/EXP=1429929624/**http:/www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/soumu/fkhk/2007/0707/image/kenketsu.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuME8YrTlVRC8A51qU3uV7/SIG=12suf4ssl/EXP=1429929624/**http:/www.city.toyama.toyama.jp/etc/pr/mag/130105/pages/images/4-01.jpg

