
.

その他条件：小学生は要保護者付添

⑥夏祭りの準備、後片づけ
社会福祉法人みささぎ会藤井寺特別養護老人ホーム

日　時：7月31日～8月2日　9時～17時

持ち物：上履き・動きやすい服装・タオル

支給される物：昼食

支給される物：昼食

⑦利用者様との交流
社会福祉法人みささぎ会藤井寺特別養護老人ホーム

日　時：7月1日～9月30日　月～土
10時～17時

持ち物：上履き・動きやすい服装・タオル

平成27年度

ボランティア体験プログラム

活動先一覧

①納涼祭の準備と片付け
高齢者ケアセンターつどうホール

日　時：8月14日～8月16日　9時～16時

持ち物：上履き・動きやすい服装

支給される物：食事

②利用者様との交流
デイルーム藤井寺

日　時：7月1日～9月30日　月～土
9時～16時30分

持ち物：弁当・動きやすい服装

⑤お話や創作活動のお手伝い
社会福祉法人邦寿会どうみょうじ高殿苑

日　時：7月1日～8月31日　月～土
9時から17時

持ち物：弁当・上履き・動きやすい服装
タオル

④乳幼児見守りのお手伝い
つどいの広場ふじいでら

日　時：7月1日～9月30日　月～金
10時～15時30分

祝日、お盆休み期間は除く

持ち物：上履き、動きやすい服装

③障害者の方と作業を通してのふれあ
い

社会福祉法人しゅらの郷福祉会あゆみ

日　時：7月1日～9月30日　月～金

8月13日～8月16日を除く

連絡先：藤井寺市社会福祉協議会　TEL:072－938－8220
        Ｅ-mail：fureai＠silver.ocn.ne.jp

持ち物：弁当・昼食代360円・上履き
動きやすい服装

10時～15時30分　
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日　時：7月1日～9月30日

連絡先：藤井寺市社会福祉協議会　TEL:072－938－8220
        Ｅ-mail：fureai＠silver.ocn.ne.jp

日　時：9月13日(日)
12時～16時30分

持ち物：弁当・上履き・動きやすい服装

⑨お話し相手・クラブ活動参加・シーツ交
換

社会福祉法人好老会ひかり・第二ひかり

10時～18時15分

持ち物：弁当・上履き・動きやすい服装

⑩敬老祝賀会スタッフ
社会福祉法人好老会ひかり・第二ひか

り

持ち物：動きやすい服装

⑫利用者様との交流
藤井寺市障害児障害者ふれあい支援セン

ター
日　時：7月25日～8月31日

10時～18時　　7月30日除く

持ち物：弁当・上履き・動きやすい服装

日　時：8月27日(木)一日のみ

持ち物：弁当・上履き・動きやすい服装

⑧夏まつりの準備
ケアホーム春日丘

日　時：7月1日～9月30日　月～金
13時～17時

⑪利用者様との交流
社会福祉法人飛笑障害者地域生活支援センターわっと
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ボランティア体験プログラム一覧(藤井寺市内）

番
号

種
別

施設・団体名
活動場所
交通機関

活動日時
募集対象・人数／日

その他条件
必要な持ち物
支給されるもの

活動内容
参加者へのメッセージ

1 高 高齢者ケアセンターつどうホール
小山３－１５１－１

近鉄南大阪線藤井寺駅下車
徒歩２５分

8月14日～8月16日
9時～16時

高校生・専門学生・大学生
5人/日

上履き・動きやすい服装
食事支給

毎年恒例の納涼祭の準備と片付けに沢山の人員が
必要です。元気な学生さんの姿を見てご利用者様も
大変喜ばれると思います。

2 高 デイルーム藤井寺
岡１－２－１９

近鉄南大阪線藤井寺駅下車
徒歩８分

7月1日～9月30日
月～土

9時～16時30分

専門学生・大学生・社会人
2人/日

弁当・動きやすい服装
利用者様とのコミュニケーションやレクリエーションの
参加と、リハビリや趣味クラブでの職員の補助等を
して頂きたいです。

弁当・昼食代360円・上履き
動きやすい服装

4 児 つどいの広場ふじいでら
小山９－１－１６

近鉄南大阪線藤井寺駅下車
徒歩12分

7月1日～9月30日
月～金

10時～15時30分
祝日、お盆休み期間は除く

中学生・高校生・専門学生
大学生・社会人

5人/日
上履・動きやすい服装

乳幼児と保護者が集う施設で、見守りのお手伝い。
あなたの特技を活かしたイベントの企画も大歓迎!!
可愛い子ども達に癒されますよ!

3 障
社会福祉法人しゅらの郷福祉会

あゆみ

津堂３－２８６－５
近鉄南大阪線藤井寺駅下車
近鉄バス大正橋南詰下車徒歩5

分

7月1日～9月30日
月～金

10時～15時30分
8月13日～8月16日を除く

専門学生・大学生・社会人
2人/日

・弁当・上履き・
動きやすい服装

タオル

デイサービスのご利用者とのお話や創作
活動のお手伝いを通して、コミュニケーショ
ンを図ってもらいます。

6 高
社会福祉法人みささぎ会
藤井寺特別養護老人ホーム

藤井寺４－１１－７
近鉄南大阪線藤井寺下車

徒歩10分

7月31日～8月2日
9時～17時

高校生・専門学生・大学生
社会人・その他
10人/日

・上履き・動きやすい服装
・タオル
昼食支給

ＰＬ花火の日に屋上で行う夏祭り（星まつ
り）の準備、後片づけや販売のお手伝いを
お願いします。　グループでの参加歓迎

5 高
社会福祉法人邦寿会
どうみょうじ高殿苑

道明寺３－２－２
近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩2分

7月1日～8月31日
月～土

9時～17時00分

小学生（要・保護者付添）
・中学生・高校生・専門学生

大学生・社会人
3人/日

・上履き・動きやすい服装・
タオル
昼食支給

デイサービスセンターにて利用者様のお
話相手や食事の配膳・下膳、レクリエー
ションの補助、館内清掃等お願いします。

8 高 ケアホーム春日丘
春日丘２－１８－２０

近鉄南大阪線藤井寺駅下車
徒歩10分

8月27日
高校生・大学生

1人/日
・弁当、上履き
動きやすい服装

夏祭りの簡単な準備。誘導等して頂けたらと思いま
す。一緒に歌ったり踊ったりと楽しんで頂けたらご利
用者様も喜ばれると思います。

7 高
社会福祉法人みささぎ会
藤井寺特別養護老人ホーム

藤井寺４－１１－７
近鉄南大阪線藤井寺下車

徒歩10分

7月1日～9月30日
月～土

10時～1７時

高校生・専門学生・大学生
社会人・その他

2人/日

・弁当、上履き
動きやすい服装

お話し相手・レクリエーションやクラブ活動
の参加・シーツ交換
グループ・親子での参加歓迎

10 高
社会福祉法人好老会
ひかり・第二ひかり

惣社２－５－１５
近鉄南大阪線土師ノ里駅下車

徒歩１３分

９月１３日
１２時３０分～１６時３０分

高校生・専門学生・大学生・社会
人

１０人/日

・弁当、上履き
動きやすい服装

施設の最大のイベント（敬老祝賀会）のスタッフとし
て（ゲームコーナー・屋台コーナー・簡単な介助補助
等）
グループ・親子での参加歓迎

9 高
社会福祉法人好老会
ひかり・第二ひかり

惣社２－５－１５
近鉄南大阪線土師ノ里駅下車

徒歩１３分

7月1日～9月30日
10時～1８時１５分

高校生・専門学生・大学生・社会
人

８人/日

・動きやすい服装
障害をお持ちの方が、憩いの場として過ご
す施設です。絵画や手芸など、色々な行
事を行っています。気軽にご参加ください。

12 障
藤井寺市障害児障害者
ふれあい支援センター

北岡１－２－８
市民総合会館別館３階

近鉄南大阪線藤井寺駅下車
徒歩７分

7月25日～8月31日
10時～18時
7月30日除く

大学生
・弁当、上履き
動きやすい服装

障害特性を持たれる利用者様と日中、楽しく支援し、
時にともに遊んで頂けると幸いです。
児童・成人と両方に対応している施設です。

11 障
社会福祉法人飛笑

障害者地域生活支援センターわっと

岡２－１２－６　進和ビル３階
近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩５分

7月1日～9月30日
月～金

1３時～1７時
8月13日～8月15日除く

小学生（要・保護者付添）
・中学生・高校生・専門学生

大学生・社会人
２人/日


