
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

平成28年度　ボランティア体験プログラム一覧　　豊中市社会福祉協議会

（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他
事前
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮ

ﾝ

検便
検査

3 高
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
特別養護老人ホーム永寿園とよなか

豊中市新千里南町3-2-122
北大阪急行線桃山台駅から阪
急バス「東泉丘小学校前」バス
停徒歩5分

8月5日（金）
16時～20時

高校生以上、10人/日
グループでの参加歓迎

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

中学生以上
2人／日
課題参加は不可

持ち物：動きやすい服装
支給：食事（連続して4時間
以上のボランティアのみ）

利用者さまのお話し相手、レクリエーション補
助、配膳、下膳などのお手伝いをして下さる
方。

持ち物：動きやすい服装
支給：軽食、飲み物

毎年恒例の入居者様と地域の親子様へ向けた
夜店祭りのお店番をお願いできませんか？懐
かしいイベントが盛りだくさんです♪

7 高
医療法人敬英会　介護付有料老人ホー
ム
幸楽の里　服部緑地

豊中市北条町4-9-5
阪急宝塚線服部天神駅・北大
阪急行線緑地公園駅　各駅よ
り徒歩15分

7月23日（土）
17時～20時

レクリエーション時のサポートやお話し相手、屋
外への散歩やフロア外への移動と見守りなど
の活動。

4 高
豊中市立
介護老人保健施設かがやき

豊中市刀根山元町5-60
大阪モノレール柴原駅下車
徒歩2分

7月1日～9月30日、
月～金（8月10日～
17日は除く）／10時
～16時

2 高
社会福祉法人　愛和会
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　あいわ豊中南

豊中市野田町2-5
阪急宝塚線庄内駅下車
徒歩7分

7月1日～9月30日、
月～土／10時～16
時

高校生以上
2人／日

6 高
社会福祉法人　愛和会
介護老人保健施設　きんもくせい
通所リハビリテーション

豊中市寺内1-1-10
北大阪急行線緑地公園駅下
車
徒歩6分

7月1日～9月30日、
月～土／10時～16
時

1 高 アイボリーデイサービスセンター
豊中市本町3-1-13
阪急宝塚線豊中駅下車
徒歩3分

7月1日～9月30日、
月～土／9時00分
～15時30分

小学生以上
3人／日

持ち物：上履き、動きやす
い服装
支給：昼食

体操、レクリエーション等に利用者様と一緒に
参加して頂き、コミュニケーションを図って頂き
ます。

5 高
社会福祉法人　愛和会
介護老人保健施設　きんもくせい

豊中市寺内1-1-10
北大阪急行線緑地公園駅下
車
徒歩6分

7月1日～9月30日、
月～土／10時～16
時

高校生以上
2人／日

持ち物：動きやすい服装
支給：食事（連続して4時間
以上のボランティアのみ）

持ち物：弁当、動きやすい
服装

レクリエーション（歌や手作業）・お話し相手・入
浴後の整髪、お茶出し等。音楽演奏等趣味を
生かした活動。

持ち物：動きやすい服装
支給：食事（連続して4時間
以上のボランティアのみ）

レクリエーション時のサポートやお話し相手、食
事の準備・片付けやフロア外への移動と見守り
などの活動。

8 高
医療法人敬英会　介護付有料老人ホー
ム
幸楽の里　服部緑地②

豊中市北条町4-9-5
阪急宝塚線服部天神駅・北大
阪急行線緑地公園駅　各駅よ
り徒歩15分

8月1日～8月31日、
月～日／
13時～16時

高校生以上
4～5人/日
グループでの参加歓迎

持ち物：上履き、動きやす
い服装

リクリエーションや行事のお手伝い、流しそうめ
んやかき氷など予定しています。

持ち物：上履き、動きやす
い服装
支給：お弁当・お茶

入居者様とコミュニケーションをとりながら祭り
の雰囲気を楽しんでいただきます。車イスを押
したりもしていただきます。

高校生以上
2人／日

高校生以上
4～5人/日

○

 《所在地＆利用時間》 

〒５６０－００２３ 豊中市岡上の町２－１－１５ 

          （豊中市すこやかプラザ2階） 

電話：６８４８－１０００ ＦＡＸ：６８４８－１００５ 

＊利用時間： 月～金曜日  ９時～17時15分 

【休日：土・日・祝日・年末年始（１２/２９～１/３）】 

この夏、ボラン

ティアを始めてみ

ようかな・・・ 

お申込み・ 

お問い合わせは… 
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（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他
事前
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮ

ﾝ

検便
検査

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

21 高
社会福祉法人諭心会　豊中千寿園
デイサービスセンター豊中千寿園

夏祭り等の単発活動への参加

20 高
社会福祉法人　愛和会
特別養護老人ホーム　豊中あいわ苑
あいわ苑デイサービスセンター

豊中市寺内1-1-10
北大阪急行線緑地公園駅下
車
徒歩6分

7月1日～9月30日、
月～土／10時～16
時

持ち物：上履き・動きやす
い服装
支給：食事（昼食）、交通費
実費

19 高
社会福祉法人　愛和会
特別養護老人ホーム　豊中あいわ苑

豊中市寺内1-1-10
北大阪急行線緑地公園駅下
車
徒歩6分

7月1日～9月30日、
月～土／10時～16
時

高校生以上
5人／日

13 高
特別養護老人ホーム 淳風とよ
なか

豊中市二葉町2-4-5
阪急神戸線神崎川駅下車
徒歩12分

7月1日～9月30日、
火～日／9時～17
時   　 8月7日を除く

高校生以上
5人/日

豊中市庄内宝町1-4-5
阪急宝塚線庄内駅からバス乗
車「寸賀尻橋」又は「庄本」バ
ス停下車徒歩3分

7月1日～9月30日、
日～金／10時～16
時

中学生以上
4人/日
グループでの参加歓迎

10 高 小規模多機能 サラージュ豊中

豊中市庄内宝町1-4-5
阪急宝塚線庄内駅からバス乗
車「寸賀尻橋」又は「庄本」バ
ス停下車徒歩3分

7月1日～9月30日、
日～金／10時～16
時

中学生以上
4人/日
グループでの参加歓迎

高校生以上
3人／日

9 高 グループホーム サラージュ豊中

豊中市庄内宝町1-4-5
阪急宝塚線庄内駅からバス乗
車「寸賀尻橋」又は「庄本」バ
ス停下車徒歩3分

7月1日～9月30日、
月～金／10時～16
時

中学生以上
4人/日
グループでの参加歓迎

持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装

高齢者様のお話し相手や見守り、お食事の配
膳など、簡単なお手伝いをお願いします。（レク
リエーションなども）

高校生以上
5人／日

7月1日～9月30日、
月～金／10時～16
時30分

小学生以上、4～5人／日
子ども（小学生）向け体験
プログラム、グループ・親
子での参加歓迎

豊中市東豊中町6-10-47
「東豊中小学校」バス停下車
徒歩3分

7月25日～8月25
日、月～金（8月13
日～8月15日は除
く）／8時30分～17

中学生以上
20人／日
グループ・親子での参加歓
迎

社会福祉法人淳風会
特別養護老人ホーム 淳風とよ
なかデイサービスセンター②

豊中市二葉町2-4-5
阪急神戸線神崎川駅下車
徒歩15分

9月20日～9月22
日、火～木／13時
～15時45分

専門学生以上
3人/日

入所者の話し相手・散歩・食事の準備・後片付
け・レクリエーションの手伝いなど。高齢者の方
が好きな明るい方。

持ち物：動きやすい服装
支給：食事（連続して4時間
以上のボランティアのみ）

書道・手芸・美術等趣味の活動やカラオケ喫茶
などのお手伝いをして下さる方。また利用者様
への配茶サービスをお手伝い下さる方。

持ち物：上履き、動きやす
い服装、メモ
支給：昼食

高齢者の方とお話ししたり、体を動かす等のお
手伝いをお願いします。気軽に楽しく参加して
頂ければと思っています。

シルバーデイハウス寿
豊中市庄内西町5-11-15
宝塚線庄内駅下車　徒歩10分

持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装

ご入居者のお話し相手として、コミュニケーショ
ン。生活支援のお手伝いとしてお掃除等のお手
伝いと行事の日は行事のお手伝い。

持ち物：上履き、動きやす
い服装（ジーンズ不可）

毎年9月に1週間敬老会を行っています。職員
による出し物と利用者様の表彰式を行っていま
す。

初体験の方でもOKです。勉強している事や特
技を生かして下さい。利用者と共にプログラム
に参加して世代間交流を楽しんで下さい。

18 高
医療法人　豊成会
介護老人保健施設　すずらん

豊中市本町3-1-7
阪急宝塚線豊中駅下車
徒歩3分

8月1日～9月17日、
月～土（8月22日～
8月31日と祝日は除
く）／8時30分～17

○

○

○

○

○

○

○

○

ご入居者、ご利用者の付きそいをし、一緒に屋
台をまわったり、盆踊りをする等、一緒に楽しん
で欲しいと思います。

15 高
社会福祉法人淳風会
特別養護老人ホーム 淳風とよ
なかデイサービスセンター

豊中市二葉町2-4-5
阪急神戸線神崎川駅下車
徒歩15分

8月7日／16時～19
時

専門学生以上
10人/日

持ち物：上履き、動きやす
い服装

年に1回行われる夏祭りでの高齢者の方の付
きそいをお願いします。

14 高
特別養護老人ホーム 淳風とよ
なか②

豊中市二葉町2-4-5
阪急神戸線神崎川駅下車
徒歩12分

8月7日／15時～20
時

高校生以上
20人/日

持ち物：動きやすい服装、
スニーカー等動きやすい靴
支給：屋台の引換券

16 高

持ち物：上履き、動きやす
い服装
支給：昼食・おやつ

持ち物：動きやすい服装
支給：食事（連続して4時間
以上のボランティアのみ）

17 高

持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装

高齢者様のお話し相手や見守り、お食事の配
膳など、簡単なお手伝いをお願いします。（レク
リエーションなども）

11 高
デイサービスセンター サラージュ豊
中

豊中市庄内宝町1-4-5
阪急宝塚線庄内駅からバス乗
車「寸賀尻橋」又は「庄本」バ
ス停下車徒歩3分

7月1日～9月30日、
月～金／10時～15
時

中学生以上
3人/日
グループでの参加歓迎

持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装

ご利用者様のお話し相手や簡単なお手伝い、
運動や体操などにも一緒に参加して楽しんで
下さい。

12 高
特別養護老人ホーム サラージュ豊
中

○
持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装

高齢者様のお話し相手や見守り、お食事の配
膳など、簡単なお手伝いをお願いします。
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（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他
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番
号
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別
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活動場所
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活動日時
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その他条件

32 高

高
NPO法人オリーブの園
街かどデイハウスハーモニー

34

33 高
NPO法人SG博友会
豊泉家ボランティアクラブ④

豊中まつり
阪急宝塚線曽根駅下車　徒歩
10分

8月6日～8月7日、
土～日／15時00分
～21時00分

専門学生以上
3人／日

持ち物：動きやすい服装 子供向け玩具の販売のお手伝いをお願いしま
す。活動時間は相談に応じます。

持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装、筆記用具
支給：飲み物

デイサービス利用されている方の話し相手、レ
クリエーション活動のお手伝い。

小学生以上
5人／日

子供向け玩具の販売のお手伝いをお願いしま
す。

利用者の話相手やレクリエーションの手伝いを
お願いします。高齢者との交流を楽しんでいた
だきたいと思います。

カレー、ヤキソバの販売のお手伝いをお願いし
ます。（都合により商品を変更する場合があり
ます）

持ち物：上履き、動きやす
い服装（ジャージ不可）

持ち物：動きやすい服装
支給：食事

話し相手やレクリエーション、掃除、洗濯、食事
の配膳や下膳などの日常業務のお手伝いをお
願いします。

老健施設及び通所リハビリテーションのご利用
者のお話しのお相手や見守りをお願いします。

カレーの販売、イベント終了後の片づけのお手
伝いをお願いします。（都合により商品を変更
する場合があります）

話し相手・レクリエーション活動の参加・庭の手
入れ・食事の配膳・食器洗い・清掃等、ご利用
者と一緒にかかわりを持って行います。

持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装

31 高
NPO法人SG博友会
豊泉家ボランティアクラブ②

箕面支援学校「納涼祭」
北大阪急行線千里中央駅より
阪急バス乗車「新船場北橋」
下車　徒歩11分

持ち物：動きやすい服装
支給：食事

新田南夏まつり「豊中市立新
田南小学校」
北大阪急行線桃山台駅又は
千里中央駅下車　徒歩20分

7月17日、日／16時
00分～21時00分

NPO法人SG博友会
豊泉家ボランティアクラブ③

専門学生以上
3人／日

持ち物：動きやすい服装

30 高
NPO法人SG博友会
豊泉家ボランティアクラブ①

豊中支援学校「PTAサマーイ
ベント」
阪急宝塚線豊中駅より阪急バ
ス乗車「北緑丘小学校前」下

7月9日、土／10時
00分～14時30分

小学生以上
2人／日

25 高 ピグマリオンヒュッテ上野

豊中市上野東1-16-3
北大阪急行線桃山台駅よりバ
ス乗車「熊野町1丁目」下車徒
歩5分

7月1日～9月30日、
月～日／9時～17
時

22 高
社会福祉法人諭心会　豊中千寿園
特別養護老人ホーム豊中千寿園

豊中市東豊中町6-10-47
「東豊中小学校」バス停下車
徒歩3分

7月25日～8月25
日、月～日（8月13
日～8月15日は除
く）／8時30分～17

23 高
社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団
原田介護予防センター

豊中市原田元町3-13-1
阪急宝塚線曽根駅下車
徒歩13分

中学生以上
20人／日
グループでの参加歓迎

26

24 高 ピグマリオンヒュッテ泉丘

豊中市東泉丘1-2383-2
阪急バス「グリーンハイツ前
（緑地公園」下車徒歩5分又は
「熊野町バス停」徒歩10分

7月1日～9月30日、
月～日／10時～17
時

7月1日～9月30日、
月～土／10時～16
時（8月15日～8月
19日を除く）

小学生以上大学生、高齢
者（社会人不可）

3～4人／日
グループ・親子での参加歓

専門学生以上
5人／日

デイサービスセンターふれあい
庄本

夏祭り等の単発活動への参加

持ち物：上履き・動きやす
い服装
支給：食事（昼食）、交通費
実費

話し相手・レクリエーション活動の参加・庭の手
入れ・食事の配膳・食器洗い・清掃等、ご利用
者と一緒にかかわりを持って行います。

初めての方も丁寧にご指導させていただきます
ので、安心して参加して下さい。高齢者の方と
かけがえのない時間を過ごしましょう。

ピグマリオン豊中桜ノ庄
豊中市庄内栄町2-11-5
阪急宝塚線庄内駅より徒歩15
分

高

専門学生以上
3人／日

29 高

豊中市原田元町2-6-24
阪急宝塚線曽根駅下車徒歩7
分

7月1日～9月30日、
月火水金土／10時
00分～15時00分

社会人以上（60才以上
の方も歓迎）
1人／日

7月16日、土／16時
00分～20時30分

豊中市豊南町東1-1-2
阪急宝塚線庄内駅下車　徒歩
20分

7月1日～9月30日、
月～土／8時45分
～17時15分

小学5年生以上
4人／日
グループ・親子での参加歓
迎

持ち物：上履き、動きやす
い服装（ジャージ不可）

小学生以上
2人／日

○28 高
小学生以上（地域住民
の方ならどなたでも）
5人／日

持ち物：弁当、上履き、動き
やすい服装

27 高
社会福祉法人日光会
介護老人保健施設　二葉園

豊中市二葉町2-5-3
阪急神戸線神崎川駅下車徒
歩13分

7月1日～9月30日、
月～土／9時30分
～17時30分

専門学生以上

5人／日
ご利用者の話し相手がで
きる方

持ち物：弁当、昼食代340
円、上履き、動きやすい服
装

7月1日～9月30日、
月～日／10時～17
時

豊中市庄本町3-1-15
阪急宝塚線庄内駅下車徒歩
20分

7月1日～8月31日、
月～土／8時45分
～16時

持ち物：上履き、動きやす
い服装（ジャージ不可）

デイサービスセンターふれあい
高川

介護予防のメニューに参加、調理補助などを通
して、元気な高齢者と共にいきいき活動する。
介護予防の大切さを学んでもらう。

持ち物：エプロン
支給：食事

3



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

（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他
事前
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮ

ﾝ

検便
検査

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

43
身
知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会
きらら作業所

豊中市新千里北町2-19-1
北大阪急行線千里中央駅下
車
徒歩20分

7月1日～9月30日、
月～金（祝日、8月
11日～8月15日を除
く）／9時30分～16

不問、5人／日
グループ、親子での参
加歓迎

45
身
知
精

38

39
グループホーム入居中の方と近所の公園へ散
歩に出かけます。車椅子を押したり、付き添っ
て歩く簡単で楽しい活動です。

40

41
身
知
精

社会福祉法人　愛和会
多機能型事業所　あすなろ

豊中市寺内1-1-10
北大阪急行線緑地公園駅下
車
徒歩6分

7月1日～9月30日、
月～金／10時～16
時

高校生以上
4人／日

持ち物：上履き、動きやすい服
装
支給：食事（連続して4時間以
上のボランティアのみ）

中学生以上
6人/日
グループでの参加歓迎

持ち物：なし

高
夏祭りでの出店のお手伝いや入居者様と一緒
に参加し楽しんで頂ける方をお待ちしていま
す。

36 高 介護老人保健施設　やすらぎ

豊中市豊南町東2-6-4
地下鉄御堂筋線江坂駅また
は阪急宝塚線庄内駅下車
徒歩15分（病院送迎バスあり）

8月20日（土）
13時～16時

デイサービス　みらい

豊中市上野東1-3-68
阪急宝塚線豊中駅から阪急バ
ス「梅花学園前」バス停下車
徒歩3分

8月5日・8月6日・8
月9日
火金土／13時～15
時

37 高 介護老人保健施設　ロココリハ
豊中市宝山町6-7
阪急宝塚線岡町駅下車
徒歩8分

7月1日～9月30日、
月～日／14時～15
時

高校生、専門学生、大
学生、4人/日
グループでの参加歓迎

持ち物：上履き、動きやす
い服装

入所者様のお話し相手やレクリエーションのお
手伝いをしてくださる方の参加をお待ちしてい
ます。

35 高
持ち物：上履き、動きやす
い服装
支給：おやつ、お茶

夏祭り週間として、楽しい催しものを企画してい
ますので、お祭りムードを盛り上げるお手伝い
をお願い致します。

不問
3人/日

豊中市庄内西町2-3-5
阪急宝塚線庄内駅下車
徒歩3分

中学生以上
3人/日
課題参加は不可

7月1日～9月30日、
月～金（8月11日～
8月17日を除く）／
10時～15時

専門学生以上
2人/日

社会福祉法人　豊中きらら福祉会
クレヨン

豊中市岡上の町2-2-31
阪急宝塚線豊中駅下車　徒歩
5分

知

7月1日～9月30日、
月～金（8月11日～
8月12日を除く）／9
時30分～16時

小学生以上
5人／日
グループ・親子での参
加歓迎

44
身
知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会
きらら作業所②

豊中市新千里北町2-19-1
北大阪急行線千里中央駅下
車
徒歩20分

8月6日（土）
15時～19時

専門学生以上
1～3人／日

介護老人保健施設　ロココリハ
②

豊中市宝山町6-7
阪急宝塚線岡町駅下車
徒歩8分

8月28日（日）
13時～15時

高校生、専門学生、大
学生、4人/日
グループでの参加歓迎

高 ロ・スカーロしばはら　リボーン

豊中市柴原町2-7-15
大阪モノレール柴原駅又は阪
急バス「柴原口」下車　徒歩5
分

7月1日～9月30日、
月～金／13時～16
時　　（1時間程度）

社会福祉法人　あさひ会
あさひ会作業所

42
身
知
精

社会福祉法人　愛和会
障がい者施設　あすなろ
（生活介護）

豊中市寺内1-1-10
北大阪急行線緑地公園駅下
車
徒歩6分

7月1日～9月30日、
月～土／10時～16
時

高校生以上
2人／日

持ち物：昼食代350円、上履
き、動きやすい服装、動きやす
い靴
支給：食事

持ち物：上履き、動きやすい服
装
支給：食事（連続して4時間以
上のボランティアのみ）

持ち物：上履き、動きやす
い服装、昼食代（360円）

持ち物：スニーカーなど動
きやすい靴
支給：食事（夕食としてお弁
当）

持ち物：動きやすい服装
施設内夏祭りの屋台スタッフや利用者様の誘
導・設営作業のお手伝いなど。そのほか希望
があれば相談可。

タオルや部品入れなどの内職作業を行ってい
ます。他にも音楽教室や調理実習・季節に合わ
せた余暇活動などの行事もあります。

小学校で行われている地域のお祭に参加しま
せんか？利用者さんと屋台をまわったりゲーム
をしたり一緒に楽しく過ごしましょう。

障がい者の日中活動の場が4グループあり、そ
の中で創作活動や音楽活動等を利用者さんと
一緒に楽しんで頂きたい。

持ち物：上履き、動きやす
い服装
支給：昼食

利用者の方と一緒に内職や清掃活動をしたり、
話し相手となって頂くことで交流を深めて頂きま
す。

授産活動（主に内職的な作業）の補助や休憩
中にはメンバーさんと共に活動を通じ楽しんで
頂きたい。

持ち物：上履き、動きやす
い服装

クッキー作り・畑作業・内職作業などを一緒にし
ませんか？小学校の空教室を活用した作業所
で、明るいメンバー達が働いています。

4



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

（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他
事前
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮ

ﾝ

検便
検査

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

51 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス③

豊中市上新田4-18-3
北大阪急行線桃山台駅下車
徒歩15分

7月17日、日／15時
～20時30分

専門学生以上
1～2人/日
グループでの参加歓迎

48 障

47 障
NPO法人ハニー・ビー
マイ児童デイサービス そね

豊中市曽根西町3-7-35
阪急宝塚線曽根駅下車
徒歩5分

50 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス②

豊中市上新田4-18-3
北大阪急行線桃山台駅下車
徒歩15分

7月9日、土／15時
～20時30分

豊中市上新田4-18-3
北大阪急行線桃山台駅下車
徒歩15分

7月1日～8月31日、
月～金（8月11日～
8月15日を除く）／9
時～17時

高校生以上
2～3人/日

豊中市服部豊町1-4-25　ソ
フィア服部101
阪急宝塚線服部天神駅下車
徒歩5分

7月1日～8月31日、
月～金／13時～18
時

高校生以上
2人/日
1日のみの体験は不可

持ち物：動きやすい服装
支給：食事

夏祭りの店番などを手伝ってもらうプログラム
です。保育園や地域の子どもたちと一緒に楽し
い時間を過ごしましょう。

○

46
知
精

社会福祉法人　コスモス福祉会
コスモス豊中作業所

豊中市庄内西町1-1-3
阪急宝塚線庄内駅下車
徒歩7分

7月1日～9月30日、
月～金（8月8日～8
月22日を除く）／10
時～15時

高校生以上
2人/日

持ち物：弁当、上履き、動きや
すい服装、汚れてもよい服装、
昼食代（400円）

障がいのある人達の生活・作業の支援になりま
す。主な作業は紙すき、織り物、配布作業で
す。

49 児

52 児
社会福祉法人　あけぼの会
あけぼのひだまり保育園

豊中市柴原2-14-1
大阪モノレール線柴原駅また
は阪急バス「柴原」バス停下車
徒歩5分

7月1日～9月30日、
月～金（8月13日～
8月15日を除く）／9
時～17時

中学生以上
2人/日

女子高校生以上
3人/日53 児

社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのぶんぶん

豊中市長興寺南2-8-16
阪急宝塚線曽根駅下車
徒歩10分

7月1日～8月31日、
月～金（8月13日～
8月15日を除く）／9
時～17時

○○

○

高校生以上
2人/日
1日のみの体験は不可

社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス

専門学生以上
1～2人/日
グループでの参加歓迎

NPO法人ハニー・ビー
マイ児童デイサービス はっとり

○54 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのベビーセンター

豊中市上野西4-5-62
阪急宝塚線豊中駅から阪急バ
ス「春日橋」バス停下車　徒歩
5分

7月1日～9月30日、
月～土（8月13日～
8月15日を除く）／9
時～17時

○ ○

7月1日～8月31日、
月～金／13時～18
時

持ち物：動きやすい服装、エプ
ロン、三角巾もしくはバンダ
ナ、箸、（弁当日のみ弁当）
支給：食事（給食）

中学生以上
4人/日 ○

○

夏祭りの店番などを手伝ってもらうプログラム
です。保育園や地域の子どもたちと一緒に楽し
い時間を過ごしましょう。

持ち物：動きやすい服装
支給：食事

保育園での生活を通して、子どもの育ちを知る
と共に保育士の仕事を体験してもらう活動で
す。

持ち物：動きやすい服装

持ち物：動きやすい服装
支給：食事

持ち物：昼食代300円、動きや
すい服装、エプロン、三角巾、
箸、水筒

0～2歳の乳児の施設です。一人ひとりの生活
リズムに合わせ、ゆったりとした雰囲気・安心出
来る空間を大切に共に生活して頂きます。

持ち物：動きやすい服装、エプ
ロン、三角巾、外靴、帽子、水
筒
支給：食事

0,1,2歳児の子どもたちと遊んだり、生活面のお
世話をして頂きます。子どもが大好きな方をお
持ちしています。

0～2歳児対象の新しい保育園です。元気な子
ども達と一緒に散歩に行ったり食事をしたりし
て、楽しく過ごしてみませんか？

持ち物：動きやすい服装
知的障がい児・発達障がい児等の小学生の放課後
等デイサービス事業所での療育支援、生活支援プロ
グラム等のお手伝いをお願いします。

知的障がい児・発達障がい児等の中高生の放課後
等デイサービス事業所での療育支援、生活支援プロ
グラム等のお手伝いをお願いします。

5



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

（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他
事前
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮ

ﾝ
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検査

番
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活動場所
交通機関

活動日時
募集対象・人数／日

その他条件

手芸をお年寄りと一緒にするために準備を手伝って
いただきます。型をとったり、切ったり簡単な作業で
すので、手芸の好きな方、手伝ってください。

持ち物：動きやすい服装
支給：交通費500円、作品66 他 豊島校区福祉委員会②

稲津会館、服部寿センター、服
部南センター

8月9日～8月23日
／火／13時～17時

高校生
女　4人/日
グループでの参加歓迎

59 児
幼保連携型認定こども園
北丘聖愛園

豊中市新千里北町1-18-1
大阪モノレール・北大阪急行
線千里中央駅下車　徒歩10分

7月1日～8月31日、
月～土／9時～17
時

高校生以上
　3～4人/日

56 児 豊中市立旭丘こども園
豊中市西泉丘1-9-1
阪急バス「熊野町」バス停下車
徒歩3分

60 児
社会福祉法人白鳩会
白鳩チルドレンセンター南丘

豊中市新千里南町3-9-4
北大阪急行線桃山台駅下車
徒歩6分

7月11日～9月9日、
月～金（8月8日～8
月19日を除く）／10
時～16時

高校生以上
女　2人/日

持ち物：上履き、動きやす
い服装、運動靴

こども園の子ども達（0歳児～5歳児）と交流を
深め、保育補助体験をしていただきます。また
園行事にも参加していただきます。

○

中学生以上
要相談/日

持ち物：上履き、動きやす
い服装
支給：お弁当、交通費500
円

持ち物：昼食代（おやつ含む）
500円、上履き、動きやすい服
装、タオル、着替え、帽子

中学生以上
10人/日

○

○

豊島小学校
阪急宝塚線服部天神駅下車
徒歩10分

9月17日（土）／9時
～16時

医療法人廣仁会
よつばほいくえん

豊中市新千里南町2-11-7
北大阪急行線桃山台駅下車
徒歩15分

豊中市西緑丘2-4-1
大阪モノレール線少路駅下車
徒歩15分　または阪急バス
「緑丘」バス停下車　徒歩5分

児
社会福祉法人　神童福祉会
アトリオとねやま保育園

豊中市刀根山4-1-1
阪急宝塚線蛍池駅下車　徒歩
10分

7月1日～8月31日、
月～金／9時～16
時

児

敬老の集いで舞台裏の仕事です。机、いす、太
鼓などを並べて、そして最初と最後に全体の設
置と片付けです。

持ち物：動きやすい服装
ぴよぴよ事業。乳幼児といっしょに遊びながら
保育士と共に健全な発育の手助けを行う。ま
た、育児に悩むお母さんの話も聞く。

63 他 泉丘校区福祉委員会

泉丘コミュニティルーム（泉丘
小学校内）、西泉丘会館（豊中
市西泉丘1-5-5）

7月13日（水）・14日
（木）、9月14日
（水）・15日（木）/10
時～12時

中学生以上
2～3人/日

持ち物：動きやすい服装
64 他 泉丘校区福祉委員会

ピグマリオンヒュッテ泉丘（豊
中市東泉丘1-2383-2）

7月27日（水）、8月
24日（水）／13時30
分～15時

65 他 豊島校区福祉委員会

ぴよぴよ事業。乳幼児といっしょに遊びながら
保育士と共に健全な発育の手助けを行う。ま
た、育児に悩むお母さんの話も聞く。

高校生
男　5人/日

61 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
豊中あけぼの保育園

豊中市城山町1-2-25
阪急宝塚線曽根駅下車　徒歩
7分

8月1日～8月31日、
月～金／9時～17
時

高校生、専門学生、大
学生、2人/日
課題参加は不可

58 児
社会福祉法人　あおば福祉会
おひさま保育園

豊中市夕日丘1-13-15
阪急宝塚線岡町駅下車　徒歩
20分

7月19日～8月31
日、月～金（8月15
日～8月16日を除
く）／9時～17時

小学生以上
3～4人/日

55 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのぽんぽこ保育園

7月19日～8月26
日、月～金（8月13
日～8月15日を除
く）／9時～17時

高校生以上
4～6人/日
課題参加は不可

57

7月1日～8月19日、
月～金／9時～17
時

高校生以上
2人/日

○

○

○

○ ○
持ち物：弁当、上履き、動きや
すい服装、名札、帽子

持ち物：上履き、動きやすい服
装、エプロン、お箸、三角巾、
外靴
支給：食事

0歳児から就学前の子ども達と関わったり、保
育園での様子や保育士の仕事を体験して頂き
ます。たくさんのご参加お待ちしています。

○

○

○
持ち物：上履き、動きやす
い服装
支給：食事

保育園の子どもと共に遊んだり、生活のお世話
をする事にチャレンジしてみませんか？

1～5歳児の乳幼児と一緒に遊んだり、食事、排
泄、着脱等の手伝いを行って下さい。日中の活
動では散歩やプール遊び等もあります。

持ち物：動きやすい服装、
名札
支給：食事

こどもと一緒に遊んだり、食事・排泄・着脱・午
睡等を手伝って頂きます。生後2ヶ月から就学
前までの乳幼児を年齢別に保育します。

○

子どもたちの生活の援助

持ち物：給食代300円、上履
き、タオル、動きやすい服装、
帽子
支給：食事、交通費

子どもの世話を始め、子どもの生活力を支え育
てる仕事の補助。保育室及び園内の環境整
備・清掃。

62
0～2歳の子どもたちの保育を体験していただき
ます。

7月1日～9月30日、
月～金／9時～17
時

小学4年生以上
2人/日 ○

持ち物：昼食代200円、動き
やすい服装、着替え、帽
子、水筒

6


