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施 設 名 活動場所 交通機関 活動期間 募集対象(人数)
条件

活動内容／参加者へのメッセージ

1 老
（社福）西谷会
地域密着型特別養護老人ホーム憩〜江坂〜
認知症高齢者グループホーム憩〜江坂〜

江坂町2－14－22 （御堂筋線）江坂～（徒歩）1０分
7月１日～7月31日（月・水・金）
10時〜15時

中学生以上(4名/日)
事前オリエンテーションの参加が必要

お話し相手、散歩など外出支援への同行、洗濯たたみなど日常生活上の軽作業、ラジオ体操など
レクリエーションへの参加。

2 老
（社福） みらい福祉会
特別養護老人ホーム　みらい
デイサービスみらい

山田北5－13
（阪急千里線）山田～（徒歩）10分 7月１日～９月3０日（月～土）

９時〜16時

高校生以上(６名/日）
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

ご利用者様の話し相手、食事の配膳、下膳、お茶だし等。

3 老 （社福）大阪キリスト教女子青年福祉会
シャロン千里デイサービス

古江台３－９－３
（阪急千里線）北千里～（徒歩）5分

7月１日～９月30日（月～土）
（8月14日～16日以外）
9時30分〜16時30分

専門学生以上(２名/日)
老人デイサービスセンターを利用する方にお茶出しや配膳、入浴後のドライヤーかけ、歌や体操
ゲーム等のレクリエーションの参加。

4 老 吹田特別養護老人ホーム　高寿園 山手町１－１－１
（阪急千里線）豊津～（徒歩)10分 ８月20日（土）

15時〜21時

高校生・専門学生・大学生（3名/日）
グループでの参加歓迎
事前オリエンテーションの参加が必要

地蔵盆(夏祭り）を当園にて実施するときの夜店のお手伝いをして下さい。

5 老
（社福）こばと会
グループホーム　たんぽぽ

山田東２－３１－５ （モノレール）万博記念公園〜（徒歩)12分
7月1日～９月3０日（月～土）
１０時〜1５時

小学生以上(5名/日）
小学生以上向け体験プログラム
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

入所されている人たちのお話相手や日常のお手伝いをしていただきます。

6 老 （社福） こばと会
特別養護老人ホーム　いのこの里

山田西１－２６－２７
（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）南千里～
（阪急バス）亥の子谷（徒歩)2分

7月１日～９月3０日（月～金､日）
9時〜15時

高校生以上（２名/日）
ホームで生活されているお年寄りとのコミュニケーションや日常生活のお手伝い、直接介助は行
いません。

南高浜町２２－７ （阪急京都線）相川～（徒歩）5分
7月１日～９月3０日
10時〜16時

中学生以上
（2名/日）

認知症高齢者と一緒に家事や散歩、ゲーム、お喋りなどして一緒に楽しみませんか？

千里南公園(津雲台1丁目） （阪急千里線）南千里～（徒歩)10分
9月17日(土) 9時〜16時(前日準備）
9月18日(日)9時〜16時

小学生以上
（４人/日）

よっといで祭に焼き鳥の屋台で参加します!炭火焼です。興味のある方歓迎。パネル展示も予定し
ています。

8 (社福）藍野福祉会
特別養護老人ホーム　青藍荘

7月１日～９月3０日（月～土）
9時〜15時30分

特別養護老人ホームでのレクリエーションの手伝い、利用者さんとの話し相手となってコミュニ
ケーション活動に参加していただきます。

9 (社福）藍野福祉会
青藍荘デイサービスセンター

7月１日～９月3０日（月～土）
9時〜15時30分

デイサービスセンターの利用者様とのコミュニケーション活動を中心に参加していただきます。
レクリエーションの補助もあります。

11 老 （ＮＰＯ）ライフサポートりぼん
デイハウスりぼん

山田東４－１５－１２
プリマベーラB2

（阪急千里線・モノレール）山田～（徒歩）
８分

7月１日～９月３０日(月～土)（8月1３日
～15日除く）8時45分〜17時45分
(時間は午前・午後でも可）

小学生以上（２名/日）
デイサービスをご利用される高齢の方とのコミュニケーションやお体が不自由な方への介助、レ
クリエーションのお手伝いなど。

12 老
（NPO)生活ネットワーク虹
街かどデイハウスいずみ

泉町５－２５－１１ （阪急千里線）豊津～（徒歩）1分
7月1日～９月30日(水・木・金)
9時30分〜16時30分

中学生以上(3名/日) 介護を受けていない高齢者が日帰りで利用され運動機能向上や認知症予防をしています。自力通
所が出来る方の介護予防の為の施設です。お話し相手などをしていただきます。

13 老
（社福）恩徳福祉会
介護老人福祉施設　メルヴェイユ吹田

岸部南1－4－24
（阪急京都線）正雀〜（徒歩）2分
（ＪＲ京都線）岸辺〜（徒歩）5分

7月1日～9月30日
9時〜18時

専門学校以上(2〜3名/日) コミュニケーションやレクリエーションの補助、簡単な掃除等。又、食後の下膳は可能。

14
テルウェル西日本(株）
ケアポート大阪西吹田センター
グループホームやすらぎ

7月１日～９月30日（月～金）
10時〜16時30分

高校生以上(女性２名/日) 認知症入居者様との日常会話およびレクリエーションへの参加をお願いします。

15
テルウェル西日本(株）
ケアポート大阪西吹田センター
デイサービスひばり

7月１日～９月30日（月～土）
13時〜15時

中学生以上(２名/日) 通所される高齢者の方の作品作りのお手伝いやお話し相手、見守りの補助をお願いします。

16 老 医療法人秦山会　介護老人保健施設　千里 山田北5－14
（阪急千里線・モノレール）山田～（徒歩）
10分

7月25日(月）・28日（木）・29日(金）
10時〜12時30分

高校生以上(女性２名/日)
介護体験

通所デイケアを利用されているご利用者様とのお話し相手やお茶出し等をしながら介護体験をし
ていただきます。

17 老
(社福）秀明会
特別養護老人ホームあす〜る吹田

岸部中2－7－12 （ＪＲ京都線）岸辺駅〜（徒歩）10分
7月24日(日）
10時〜16時

専門学生・大学生(10名/日） 屋台のお手伝いや盆踊りを職員、利用者の方と一緒に踊っていただける方を募集しています。

7月１日～９月30日（月〜金）
9時30分〜16時

中学生以上(２〜３名/日）
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

レクリエーション活動への参加や昼食の配膳・下膳、洗濯たたみや清掃など、入居者さんの日常
生活をお手伝いしていただきます。

８月中の日曜日
13時30分〜20時の間で要相談

中学生以上(10名/日）
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

夏祭りの会場準備、入居者さんのへの付き添い、夜店のお手伝い等を行って頂きます。準備だけ
付き添いだけの短時間でも結構です。

千里山西2―13－2 （北大阪急行）緑地公園～（徒歩）5分
7月1日～9月30日
8時30分〜1７時30分

高校生以上（制限なし/日）
グループでの参加歓迎

デイサービスセンターで日常の活動への参加をお願いします。

吹田市立千里第三小学校
千里山西２－１３－１

（北大阪急行）緑地公園～（徒歩）10分 9月25日(日）
10時〜16時

高校生以上（制限なし/日）
グループでの参加歓迎

デイサービスの利用者参加の運動会のお手伝い・補助など。

老

7月１日～９月30日
(第２・第４金のみ)
13時30分〜1５時30分

小学生以上（８人/日）
隔週で金曜日に実施している『音楽サークル』の補助と簡単な準備・片付けです。楽しい活動な
ので、お気軽にご参加ください。

８月6日(土）
11時〜15時

小学生以上（１５人）
毎年恒例の夏祭りの屋台で、簡単な調理と販売のお手伝いです。楽しい活動なのでお気軽にご参
加ください。

佐竹台2－3－1

老

出口町１７－３３

（阪急千里線）南千里～（徒歩)８分

10

老
（阪急千里線・ＪＲ京都線）吹田～
（阪急バス）竹谷～（徒歩）５分

20 （社福）成光苑
吹田竜ヶ池ホーム

老

老 グループホーム「あい」

Ｈ28年度　ボランティア体験プログラム受け入れ可能施設一覧表（吹田市版）

18

19

(社福）寿楽福祉会
特別養護老人ホーム　寿楽荘

(社福）寿楽福祉会
寿楽荘千里山西デイサービスセンター

高校生以上（2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要
グループでの参加歓迎

高齢者の方とのお話しや手芸、将棋、囲碁、麻雀などの趣味活動、卓球や体操などの運動などに
一緒に参加してください。

7

7月１日～９月3０日(月～土）
9時〜15時15分

（阪急千里線）吹田・豊津～（徒歩）10分

（JR京都線・阪急千里線）吹田～（阪急バ
ス）吹田第二中学校前 下車すぐ

（北大阪急行)緑地公園〜（徒歩)10分

岸部北4ー９－３

原町３―２１―２５

老

（社福）松柏会
特別養護老人ホーム　エバーグリーン

江坂町4―20―1 専門学生以上(3名/日)

1
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施 設 名 活動場所 交通機関 活動期間 募集対象(人数)
条件

活動内容／参加者へのメッセージ

中の島グラウンド
中の島町6－1

（ＪＲ京都線）吹田駅〜（徒歩）15分
7月1日～9月30日（金）
17時〜19時

ソフトボールを楽しく一緒にしていただきたいと思っています。

吹田市立吹田第二小学校
泉町3－１5－１8

（ＪＲ京都線）吹田駅〜（徒歩）10分
7月1日～9月30日（水）
18時30分〜20時

ソフトバレーボールを楽しく一緒にしていただきたいと思っています。

７月１日〜９月３０日（月〜金）
（8月13日〜15日除く）9時３０分〜16
時３０分

障がい者の方と一緒にパン作りをしてもらいます。

７月１日〜8月３1日（月〜土）
（8月13日〜15日除く）9時〜20時の間
で要相談

児童の放課後デイサービスセンターで一緒に遊んでいただきます。

泉町5－9－6 （阪急千里線）吹田～（徒歩)10分 7月23日（土）10時〜15時 専門学生以上（2名/日）
精神障がい者地域活動支援センターのイベント（流しそうめん大会）のお手伝いをしていただき
ます。

藤白台小学校校庭
藤白台3－3－1 （阪急千里線）北千里～（徒歩)10分 8月4日（金）5日（土）17時〜21時 専門学生以上（3名/日）

藤白台地区の夏祭りで精神に障がいがある利用者に人達と一緒に焼きそばやかき氷の販売などし
ていただきます。

北千里駅改札前集合
古江台4－2 （阪急千里線）北千里～（徒歩)10分

7月16日・8月20日・9月17日すべて
（土）

専門学生以上（2名/日） 地域の資源ゴミ回収を精神に障がいがある利用者の人達と一緒に行っていただきます。

24 障 さつき障害者作業所 出口町１9－1 （阪急千里線）吹田～（徒歩)10分
7月1日～9月30日（月〜金）
（8月15日〜17日除く）
10時〜16時

専門学生以上（1名/日） 知的障害者の施設です。作業活動、散歩等のボランティアさんを募集しています。

25 障
NPO法人障害者児見守りの場わかば

津雲台4－3－3－2 （阪急千里線）南千里～（徒歩)15分
7月25日〜8月31日（月〜日）
9時〜17時

専門学生以上(2名/日）
障害のある子どもたちの放課後や休日の居場所及び活動を提供している。長期休暇はプールや遠
足も行っている。

26 障 さつき福祉会第二さつき障害者作業所 山田西2－13－8
（阪急千里線・モノレール）山田～（徒歩）5
分

７月１日〜9月３０日（月〜金）
（8月13日〜15日除く）8時30分〜17時

中学生以上(3名/日)
事前オリエンテーションの参加が必要

障害者とのコミュニケーションや仕事、日中活動の簡単な補助をしていただきます。

７月１日〜９月３０日（月〜金）
（7月21日・22日/8月15日〜17日除
く）10時〜16時

高校生以上(６名/日）
障がい者の日中活動を支援しています。軽作業の補助、散歩、取り組みの支援、昼休み喫茶コー
ナー手伝い等、様々です。

９月１7日（土）15時〜19時30分 高校生以上(20名/日)
地域にひらかれた祭りです。利用者が祭りを楽しめるように一緒に過ごし、祭りスタッフとして
ゲームコーナー、模擬店等の手伝い等。

28 児 旭ヶ丘学園 朝日が丘町１－５ （ＪＲ京都線）吹田駅〜（徒歩）10分
8月8日〜8月20日（月〜金）
（8月12日・13日除く）
9時〜16時

中学生・高校生・専門学生・大学生
（2名/日）

保育補助などのお手伝いをしていたたきます。

29 児 （社福）博光福祉会　彩つばさ保育園 千里丘北１－１４
（モノレール）宇野辺〜（徒歩）
１０分or（JR京都線）千里丘～（徒歩）15
分

7月1日～9月３0日（月～土）
（8月１3日～15日除く）
7時〜19時

中学生・高校生・専門学生・大学生(4
名/日) 保育補助。（クラスの中に担任と入り子どもと遊んだり、掃除などの雑用をしていただきます）

30 児 （社福）吹田若竹会
南山田みどり保育園

長野東26－11 （ＪＲ京都線）千里丘〜（徒歩）15分
7月１日～８月5日（月〜金）
9時〜17時３０分

高校生以上(2名/日)
１〜５才児の乳幼児と一緒に遊んだり、食事、排せつ、着脱等の手伝いを行ってください、プー
ル遊びもあります。

31 児 （社福）耕心会
吹田くすのき保育園

南吹田５－２０－７ （御堂筋線）江坂〜（徒歩）10分
８月1日〜８月3１日（月〜土）
（８月１４日〜１６日除く）
9時〜17時３０分

高校生、専門学生、大学生（２名/日） 乳幼児との活動及びそれに付帯する作業を行ってもらいます。

32 児 （社福）愛の園
あやめ保育園

津雲台4－9－1
（阪急千里線）（モノレール）山田〜（徒
歩)7分

7月25日～9月３日（月～金）
（8月１0日～16日除く）
９時〜１７時

高校生以上(3名/日)
事前オリエンテーションの参加が必要
検便検査必要・麻疹の予防接種確認要

保育園児と一緒に遊んだり、食事や着脱の援助をしていただきます。室内清掃や、環境整備もし
ていただきます。

33 児 （社福）藍野福祉会
千里ニュータウン保育園

佐竹台２－３－１ （阪急千里線）南千里～（徒歩)7分
７月25日～8月26日（月～土）
9時〜16時

高校生以上
(３名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

夏季期間の保育設定内容に参加し、昼食終了までの間の活動に参加する。

34 児 幼保連携型認定こども園
千里山やまて学園

山手町２－１７－２２ （阪急千里線）豊津～（徒歩）10分
7月１日～９月3０日（月～金）
（8月１2日～１６日除く）
9時〜16時

中学生以上（３名/日） 日常の保育補助をしていただきます。

7月11日〜8月27日（月〜土）
（7月28日〜30日除く）
9時〜17時

中学生・高校生・専門学生・大学生
（３名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

保育園の日常のクラスに入って、園児の園生活を共に体験したり援助したり、一緒に遊んで交流
を図っていただきます。

7月9日（土）
15I時〜19時

高校生・専門学生・大学生
（4名/日）
グループでの参加歓迎
その他（夕涼み会スタッフとして）

夏祭り（夕涼み会）のスタッフとして、園児保護者の遊びのコーナーを担当します。

36 児 千里聖愛保育センター 竹見台１－２－１ （阪急千里線）南千里～（徒歩)７分
７月19日～9月2日（月～金）
8時30分〜17時

専門学生・大学生(２名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

子どもたちと一緒に遊んで下さい。

37 児 保育園千里山キッズ 千里山竹園１－２４－１２ （阪急千里線）千里山～（徒歩)10分
7月1日～9月30日（月～金）
9時〜17時

中学生以上(6名/日）
グループでの参加歓迎

子供たちと保育園での生活をともに行う。子どもたちとの時間を楽しく遊ぶ。

38 児 （社福）成光苑　きりん夜間愛育園 長野東13－5 （JR京都線）千里丘〜（徒歩)5分
７月１日～９月30日（月〜金）
（8月10日～16日除く）
9時〜17時

小学6年生以上
中学生・高校生・専門学生・大学生・社
会人(3名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

日常保育の保育補助、掃除などへご参加下さればと思います。

（社福）のぞみ福祉会　のぞみ工作所21

千里万博公園１２－２７

認定こども園もみの木千里保育園

22

23

（社福）コミュニティキャンパス

障

27

障

児

専門学生以上（3人/日）

吹田市立障がい者支援交流センター
あいほうぷ吹田

（阪急千里線）山田〜（徒歩)15分

山田北5－15

小学５年生以上(小学生は保護者同伴)
（4名/日）

（阪急千里線）吹田〜（徒歩）5分

（阪急千里線）（モノレール）山田～
（徒歩）10分

障

障
（社福）のぞみ福祉会
地域活動支援センターシード

35

寿町1－6－10

2
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施 設 名 活動場所 交通機関 活動期間 募集対象(人数)
条件

活動内容／参加者へのメッセージ

39 児 （社福）大阪キリスト教女子青年福祉会
シャロン千里 　こども館

古江台３－９－３ （阪急千里線）北千里～（徒歩)5分
７月6日～９月28日(水)
14時〜18時

高校生以上(２〜３名/日）
小学生が中心の子ども達が自由に過ごすフリースペースです。遊び相手としてかかわってくださ
い。

40 他 子育て広場 　こすもすの家 山田南３０－１８－３０２
（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）山田～
（阪急バス）山田南～（徒歩）１分

7月１日～９月20日（月～土）
（8月11日～14日除く）
10時〜16時＊土は第１，３のみ14時まで

小学生以上（3名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要
子ども向け体験プログラム
親子での参加歓迎

乳幼児の遊びの見守り、話し相手と活動によりスタッフの簡単な手伝い、整理整頓などを行って
もらいます。

41 他 子育てCOCOステーション 千里山西１－４０－１２
海原ビル２階

（阪急千里線）千里山～（徒歩)１分
7月1日～９月30日（月･水･金）
（7月18日除く）
９時〜16時

中学生、高校生、専門学生、大学生
(２名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

子どももおとなも誰もが自分らしくいられる居場所を一緒に作りませんか？興味のある人、子ど
もが好きな人、ぜひ来てみてください。

42 他 (社福)みなと寮　救護施設 千里寮 古江台６－２－８ （阪急千里線）山田～（徒歩)５分
7月1日～8月31日（月～金）
10時30分〜1９時(要相談）

専門学生・大学生以上(２名/日）
心身上、その他の理由により日常生活全般に援助を必要とする方に健康で文化的な生活が送れる
ように必要な援助を行っています。

7月2日（土）
13時30分〜16時30分

中学生以上（5名／日） 「いきいきサロン」で、高齢者と子どもの交流を目的とした七夕飾りを一緒に作ります。

7月19日（火）
10時30分〜11時30分

高校生以上（5名／日） 子育てサロンの運営と行事の補助のボランティアです。親子のクラフトのサポートをします。

44 他 吹三地区福祉委員会
吹田歴史文化まちづくりセン
ター　浜屋敷
南高浜町6－21

（JR京都線・阪急千里線）吹田or
（阪急京都線）相川～（徒歩）10分

7月19日・8月１6日・9月20日(火）
9時〜12時

高校生以上（5名／日）
グループでの参加歓迎

地域の就園前の親子が集う子育てサロンです。地区福祉委員会がボランティアで楽しく過ごせる
場を作っています。

45 他 山三地区福祉委員会
亥の子谷コミュニティセン
ター　2階ホール
山田西1－26－20

（阪急千里線）南千里～（阪急バス）亥の子
谷～（徒歩）１分

7月28日・8月25日・9月15日(木)
10時〜11時30分

小学生以上（3名／日） 子育て中の親同士が気楽に集い、情報交換しながら子育てを楽しむ活動のお手伝いです。

7月1日〜9月30日(水）
13時30分〜16時30分
(8月1日〜31日を除く)

小学3年生以上（3名／日） 地域住民の交流集いの場として開催しているふれあいティーサロンで、飲み物の注文や配膳、片
づけなどを行う。

７月12日・９月13日（火）
10時〜12時

小学3年生以上（5名／日） 2歳以下の赤ちゃんとその保護者が集い、保育園の指導を受けて赤ちゃん体操や絵本をみたり、
親どうしの交流の場で一緒に遊んだりしていただきます。

48 他 吹二地区福祉委員会 吹二地区公民館
泉町3－15－29

（阪急千里線）吹田～（徒歩)10分
７月12日・９月13日（火）
10時〜12時

小学生以上（要相談/日） 地域住民が交流できる場として、月１回、ティーサロンを開いています。参加費１００円で、ど
なたでも参加できます。

49 他 西山田地区福祉委員会 西山田地区集会所
山田西2－10－1

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）山田～
（阪急バス)山田体育館前バス停～（徒歩）５
分

7月１日〜9月30日（木）
（8月11日〜15日除く）13時〜17時

専門学生以上（３名／日） 高齢者向けのサロン活動への参加です。話し相手、お茶の接待、準備や片付けなど。

50 他 山手地区福祉委員会
吹田市立総合福祉会館５階
（大広間）
出口町19－2

（阪急千里線）豊津～（徒歩)10分
７月４日・８月１日（月）
９時30分〜11時30分

中学校・高校生・専門学生・大学生
（３名/日）
子ども向け体験プログラム
学校の課題などによる参加は不可

山手地区福祉員会で月１回子育てサロンです。季節に合わせたクラフトや遊びなどで一緒に遊ん
でいただきます。

７月13日・27日（水）
10時〜12時

専門学生以上（4名／日） 高齢者を対象とした地区福祉委員会活動の「いきいきサロン」への参加です。

７月13日・８月１０日（水）
10時〜12時

高校生・専門学生・大学生（4名／日） 幼児と親を対象とした地区福祉委員会活動の「子育てサロン」への参加です。

７月20日・８月17日・9月21日（水）
10時30分〜12時

子育て中の親の情報交換や仲間づくりを目的に開催している子育てサロンです。一緒に楽しい時
間を過ごしませんか？

７月22日・9月23日（金）
13時30分〜15時

地域の高齢者の方のいこいの場として開催しているサロンです。お茶を飲みながらお話しやゲー
ムで楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

　

51 他

46

43

他 東佐井寺地区公民館
五月が丘西5－1

片山地区福祉委員会 朝日が丘児童センター
朝日が丘町15－1

（JR京都線）吹田～（徒歩）7分

五月が丘地区にお住いの65歳以上の方との「ふれあい」を促進するため、気軽にお話しのできる
場の提供と仲間づくりを行っています。

7月25日・9月26日（月）
13時30分〜15時

高校生・専門学生・大学生（3名／日）

52 佐井寺地区福祉委員会他

佐井寺地区公民館
佐井寺南ヶ丘1－1
高齢者いこいの間(公民館併
設）

（JR京都線）吹田〜（（阪急バス）上山手総
合運動場（徒歩)3分

五月が丘地区福祉委員会

千一地区福祉委員会 千一コミュニティセンター
原町2－12－2

（JR京都線）吹田〜（徒歩)15分

小学生以上（２名／日）

47 桃山台地区福祉委員会 桃山台市民ホール
桃山台2－5－5

（阪急千里線）南千里or（北大阪急行）桃山
台～（徒歩)10分

他

他

（阪急千里線）吹田～（阪急バス）
佐井寺北～（徒歩）５分

中の参加申込書を記入し、窓口に申し込みをしてください。 
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