
小学生から参加できます！

※１～９は１年生以上、10は４年生以上、
11は５年生以上から参加できます。

小学生から参加できます！

平成 27 年度

ボランティア体験プログラム

活動先一覧

平成 27 年度

ボランティア体験プログラム

活動先一覧

  ブナ愛樹クラブ（和泉葛城山）

和泉葛城山のブナ林を守る活動です。山野

草の観察、植栽地の下草刈り、人工林での

間伐をしましょう。

日　時：７月１日～９月30日（８月12日～18日、９月

　　　　19日～20日除く）９時～16時

持ち物：動きやすい服装（長そで・長ズボン）、

　　　　タオル、すべり止め付手袋、弁当

支給されるもの：道具、ヘルメット

１

きしわだプレーパーク（野田町）

日　時：７月４日・９月５日　土　18時～20時45分
　　　　　　（イブニングプレーパーク・食事付)
        ７月12日・９月27日　日　９時～15時30分
                     (プレーパーク・軽食付）
持ち物：動きやすい服装、着替え、飲み物、
　　　　軽食（７月12日・９月27日のみ）

子どもたちの冒険遊び場・プレーパークで、

自分のしたいこと、やりたいことを一緒に

楽しみましょう。

４

特別養護老人ホームいなば荘（稲葉町）

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～金（土・日は応相談）10時～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装

支給されるもの：食事

その他条件：小学生は保護者付添が必要

高齢者とお話しをしましょう。

まずはやってみようかなと思う気持ちで！３

五風会保育園（岸城町）

日　時：７月１日～９月30日（８月14日・15日、９月

　　　　19日除く）月～土　８時30分～13時

持ち物：上履き、動きやすい服装、タオル、水筒など

　　　※アクセサリー・ピアス・フード付服は厳禁。

支給されるもの：給食、名札

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

小さい子と触れ合いましょう。着替え、散歩、

プール、生き物の世話や掃除など。２

こころの居場所（野田町）

日　時：７月18日　土　14時～16時

持ち物：動きやすい服装

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

ちょっと心がしんどい人もありのままで自

由に過ごせる場。スタッフとして一緒に楽

しみましょう。
７

みんなのOKハウス（小松里町）

日　時：７月18日・８月15日・９月19日　

　　　　いずれも土　13時～15時

持ち物：上履き、動きやすい服装

　　　　※貴重品は持って来ないでください。

その他の条件:体験前にオリエンテーションあり

世代を超えて地域の誰もが楽しめる居場所

作りを月１回開催しています。一緒に楽し

いプログラムを作りましょう。
８

麦踏みファンズ（野田町）

日　時：７月26日　日　13時30分～16時

その他条件：小学生は保護者付添が必要

　　　　　　親子での参加歓迎！

休耕地で体験型学びの場として麦を育てて

います。麦わらの整理作業の後、麦わらで

ホタルかごを作りましょう。

５

就労継続支援Ｂ型事業所 オーロラ（堺町）

日　時：７月１日～９月30日　

　　　　月～金　10時～15時

持ち物：動きやすい服装、昼食代250円、スリッパ

作業所で働く心の病がある人の仕事の応援

をし（軽作業）、交流しましょう。６
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ハンドインハンドきしわだ（野田町）

日　時：７月１日～９月30日

　　　　毎週火　13時～16時

持ち物：動きやすい服装

その他条件：小学生は保護者付添が必要

木工道具を使って片手用爪切りを作りまし

ょう。高齢者や障害者が日常生活で使う便

利な道具をつくる体験をします。
10

デイサービスセンタ―萬寿園（尾生町）

８月には、納涼会や地蔵盆を開催します。

その他の日も盛りだくさんのレクリエーシ

ョンがあります。

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～金　13時～16時（9時からも可）

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当(午前～参加時）

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

11

中学生から参加できます！

※小学生から参加できる１～11と、以下の

　12～21のプログラムに参加できます。

中学生から参加できます！

ふれあい朝陽デイサービスセンター（下野町）

高齢者とふれあい、一緒に楽しい時間を過

ごしましょう。お話しが好きな人が多いで

す。

日　時：７月１日～９月30日（７月７日～11日除く）

　　　　月・火・木・金・土　10時～15時

持ち物：上履き、動きやすい服装、昼食代450円

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

12

やすらぎ東光デイサービスセンター（別所町）

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～金　９時～16時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装、昼食代450円

高齢者とお話しをしたり、簡単なお手伝い

をしましょう。
13

ニッケふれあいセンター下松（額原町）

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月・火・木・金・土　９時～17時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

高齢者との交流やレクリエーションのお手

伝いをしましょう。15

９

サービス付き高齢者向け住宅ポポロ・スタージュ岸和田（春木宮川町）

日　時：７月１日～９月30日　　　　　

　　　　月～日　13時30分～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装

住宅に暮らす人とイベントに参加したり、

掃除などの環境整備のお手伝いを通じ、喜

ばれる生活支援をしましょう。

グループホームアムール岸和田（池尻町）

日　時：８月１日　土　14時～17時30分

グループホームに暮らす高齢者と久米田池

祭りに参加しましょう。
14

4



通所リハビリセンター ゆうパル（尾生町）

レクリエーションの参加やお手伝いをお願

いします。お話ししたり、おやつの準備も

一緒にしましょう。

日　時：７月１日～９月30日（８月14日・15日除く）

　　　　月～土（祝日除く）　13時30分～16時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装

その他条件：実務研修を兼ねての参加は不可

17

グループホームやすらぎ（尾生町）

日　時：７月１日～９月30日（８月９日～16日除く）

　　　　月～金　13時～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装

その他の条件：体験前にオリエンテーションあり

認知症高齢者が少人数で生活しています。

お話しをしたりレクリエーションに参加し

ましょう！笑顔があれば大丈夫です。

18

就労継続支援Ｂ型事業所 アーチエンタープライズ（土生町）

日　時：７月１日～８月31日

　　　　月～金　10時～15時

持ち物：動きやすい服装

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

軽作業(ゴムはめ・箱詰め・袋詰め）を一緒

にしましょう。19

地域子育て支援団体　ここからKit（野田町）

日　時：７月６日・8月17日　

　　　　いずれも月　９時30分～12時30分

持ち物：動きやすい服装

いつでも誰でもが気軽に立ち寄れる空間づ

くりを目指しています。月に１度のお楽し

みイベントのお手伝いをしましょう。

20

蜻蛉池公園夢の森つくり隊（三ヶ山町）

日　時：７月５日・26日、８月２日・23日、９月13日

　　　　・27日　いずれも日（７月５日と８月２日は

　　　　子ども向けのイベント）　10時～15時

持ち物：弁当、動きやすい服装

竹林整備や遊歩道づくりなどの里山を守る

活動と子ども向けのイベント開催していま

す。一緒に活動しましょう。

16

日　時：７月１日～９月30日（７月21日、８月13日～

　　　　15日除く）月～金　10時～16時　

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

　　　　※貴重品は持って来ないでください。

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

OKハウス・OKハウス友（小松里町）

高齢者とお話したり、散歩をしたり、一緒

に楽しい時間を過ごしましょう。21
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※小・中学生から参加できる１～21と、以　

　下の22～38のプログラムに参加できます。

高校生から参加できます！高校生から参加できます！

デイサービスＡＱＵＡ（沼町）

日　時：７月１日～９月30日（８月13日～15日除く）

　　　　月～土　８時30分～17時00分

持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

高齢者とお話しをしたり、リハビリのお手

伝いをしましょう。22

デイサービス愛の家（尾生町）

日　時：７月１日～９月30日（８月13日～15日除く）

　　　　月～土　８時30分～17時00分

持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

高齢者とお話しをしたり、リハビリのお手

伝いをしましょう。23

恵デイサービス岸和田（土生町）

25

日　時：７月１日～８月31日

　　　　月～土　９時～17時

持ち物：動きやすい服装

支給されるもの：昼食

色々な人生経験を持つ高齢者が心ひとつに

し楽しめるデイサービスです。一緒に楽し

みましょう。

デイサービスセンター凛花苑（下野町）

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～土　８時50分～20時10分の間

持ち物：動きやすい服装

支給されるもの：食事、交通費実費（1000円まで）

高齢者とのお話しや、創作・体操の補助や

レクレーションを一緒に楽しみましょう。24

介護老人保健施設　岸和田徳洲苑（三田町）

日　時：８月２日　日　12時～17時

持ち物：上履き、動きやすい服装

支給されるもの：食事

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

　　　　　　学校の課題による参加は不可

夏祭りスタッフとして、準備や片づけをし

たり、高齢者とのコミュニケーションを楽

しみしましょう。
26

岸和田特別養護老人ホーム（藤井町）

日　時：７月26日　日　10時30分～15時

持ち物：上履き、動きやすい服装

支給されるもの：昼食

夏祭りの露店の準備・後片づけ・お手伝い、

高齢者の手引きなどを一緒にしましょう。27

岸和田障害者共同作業所（西之内町）

日　時：７月31日～９月30日（８月12日～16日除く）

　　　　月～金　９時～15時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装

　　　　プール時はタオル、水着

支給されるもの：昼食

作業所で働く障害者の仕事の応援や見守り、

プールや外出も一緒に行きましょう。28

五風会保育園（岸城町）

日　時：７月４日　土　16時～20時

持ち物：動きやすい服装、エプロン

　　　※食品も扱うこと、子どもが安心する服装、

　　　　身だしなみを心がけてください。

支給されるもの：食事、飲み物、交通費実費（500円まで）

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

保育園で行われる夕涼み会での盛り上げ隊！模

擬店・花火のスタッフとして活躍しましょう。29
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ＮＰＯデイサービスよりあい倶楽部岸和田（磯上町）

日　時：７月１日～９月30日（９月19日～21日除く）

　　　　月～土　９時30分～16時30分

持ち物：動きやすい服装、昼食代400円

その他の条件：体験前にオリエンテーションあり

高齢者、障害者とデイサービスでの生活を

体験。グループ・親子での参加歓迎！33

そうせい春木（春木本町)

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～日　９時30分～15時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

高齢者とお話ししたり、レクリエーション

のお手伝い、散歩の付き添いなどをしまし

ょう。

35
めだか保育園（土生町）

日　時：８月４日～８月31日(８月13日～15日除く）

        月～金　９時～17時

持ち物：昼食代300円・服装はＴシャツ・ジャージ・

　　　　エプロン・三角巾・スニーカー

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

手遊び・リズムや、給食のお手伝い、外遊び、

オムツ交換、園舎の掃除をしましょう。30

天神山保育園（天神山町）

小さな子と楽しく遊びましょう。身の回り

のことをするお手伝いやプール遊びも一緒

にしましょう。

日　時：７月13日～８月31日（８月10日～14日除く）
　　　　月～金　９時～17時
持ち物：動きやすい服装・上履き・箸・エプロン・
　　　　三角巾
支給されるもの：昼食
その他条件：女性のみの募集
　　　　　　体験前にオリエンテーションあり

31

天神山保育園（天神山町）

日　時：７月４日　土　13時～20時

持ち物：動きやすい服装・上履き・箸・エプロン・

　　　　三角巾

支給されるもの：昼食

その他条件：女性のみの募集

　　　　　　体験前にオリエンテーションあり

夕涼み会でお店（ゲーム・食べ物）などの

手伝い。子どもたちと笑顔の触れ合いを楽

しみましょう。

32

リビングほしがおか（荒木町）

日　時：７月１日～９月30日(８月10日～16日除く）

　　　　月・水・金・日　午前９時～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装

地域住民の憩いのたまり場として運営して

いる喫茶コーナーのお手伝いをしましょう。34

そうせい土生（土生町)

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～日　９時30分～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

高齢者とお話ししたり、レクリエーション

のお手伝い、散歩の付き添いなどをしまし

ょう。

37

そうせい土生（土生町)

日　時：７月26日　日　10時～15時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

年に一度の夏祭りを職員と一緒に盛り上げ

ましょう！38

そうせい春木（春木本町)

日　時：７月21日　火　12時30分～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

年に一度の夏祭りを職員と一緒に盛り上げ

ましょう！36
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就労継続支援Ｂ型事業所 あゆみ作業所（下池田町）

日　時：７月１日～９月30日　

　　　　月～金　10時～15時

持ち物：昼食代220円、上履き、動きやすい服装

障害を持つ仲間と職員が協力しながら作業

に取り組んでいます。一緒に参加してみま

しょう。

45

※小・中・高生から参加できる１～38と、

　以下の39～46のプログラムに参加できま

　す。

専門学生・大学生
　　　　　から参加できます！

専門学生・大学生
　　　　　から参加できます！

ＮＰＯデイサービスあおぞら（磯上町）

日　時：７月１日～９月30日　

　　　　月～日　10時～16時

持ち物：動きやすい服装

支給されるもの：昼食

高齢者とお話をしたり、レクリエーション

に参加しましょう。
40

ＮＰＯデイサービスよりあい倶楽部忠岡（忠岡町）

日　時：７月１日～９月30日　　　　　　　　　　　

　　　　月～木　10時～16時30分

持ち物：動きやすい服装

支給されるもの：昼食

その他の条件：学校の課題などによる参加は不可

高齢者とお話をしたり、レクリエーション

に参加しましょう。41

リーブルデイサービス岸和田（土生町）

日　時：７月１日～９月30日　　　　　　　　　　　

　　　　月・水　９時30分～16時30分

持ち物：昼食代630円、上履き、動きやすい服装

デイサービス内での見守りやお手伝いです。

高齢者とお話しながら交流しましょう。42

特別養護老人ホーム　いなば荘（稲葉町）

日　時：８月20日・21日　木・金　17時～20時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装

支給されるもの：食事

盆踊りのお手伝い。準備・出店・片づけな

どを一緒にしましょう。39

第三岸和田作業所（山直中町）

43

日　時：９月３日～９月４日

　　　　木～金　３日の８時～４日の18時頃

持ち物：動きやすい服装

支給されるもの：旅行中の食事

その他の条件：18歳以上の健康な方

障害のある人の一泊旅行の付添いをお願い

します。一緒に楽しく過ごしましょう。

岸和田支援学校（土生町）

日　時：①７月13日～15日　月～水　９時30分～12時
　　　　②９月２日～４日　水～金　９時30分～12時
持ち物：上履き、動きやすい服装
その他条件：オリエンテーションの参加が必要（下記）
　　　　　　①７月８日15時30分～17時　
　　　　　　②８月26日13時30分～15時

肢体不自由の子どもたちの学校です。子ど

もの介助の仕方、車いすの押し方を学んだ

後、学習場面でのお手伝いをしましょう。

44

児童デイサービス　ばらの木（中井町）

日　時：７月21日～８月31日　

　　　　月・水・木・金・土　10時～18時30分

持ち物：弁当、動きやすい服装

障害を持つ子どもと公園散策やゲームを楽

しんだり、プール利用時の着替えのお手伝

いなどをしましょう。

46
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   岸和田学園（三田町）

児童養護施設に暮らす小学生の夏休みの宿

題 (貯金箱作り )を一緒にしましょう。

日　時：８月11日～12日　火・水　10時～15時

持ち物：上履き、動きやすい服装（多少汚れても

　　　　いいもの）

支給されるもの：食事、交通費（上限800円）

47

社会人から参加できます！社会人から参加できます！

※１～48の全てのプログラムに参加で

　きます。

元気でレッツゴー久米田池（岡山町）

日　時：７月１日～９月30日　

　　　　月～土　９時～16時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装

支給されるもの：昼食（終日参加の場合）、交通費

　　　　　　　　実費（上限1000円）

高齢者とお話したり、散歩をしたり、囲碁

や将棋の相手をして、一緒に楽しく過ごし

ましょう。
48
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