
夏のボランティア体験プログラム２０１６
Let's challenge!“ちょっと”ボランティア

岸和田市社会福祉協議会　ボランティアセンター

ＴＥＬ ０７２－４３０－３３６６
Ｅ－mail vc@syakyo.or.jp

参加ガイド参加ガイド



 

参加までのながれ 

 

１．まずは事前説明会に参加 
 

１ページの事前説明会の日程からご都合のいい日を申し込んでください。 

申込は、電話のほか、岸和田市社会福祉協議会ホームページのボランティア 

センターの申込フォームからもできます。 
 

２．参加するプログラムを選ぶ 
 

   ３～９ページのプログラム一覧から、参加したいプログラムを選んでください。 

どこを選んだらいいかわからない場合は、ボランティアセンタースタッフが 

お手伝いさせていただきます。 
 

３．申込書に必要事項を記入する ※参加申込書は最終ページにあります 

 

１ヶ所だけではなくて、いろいろな施設や団体などで活動できます！ 

※高校生以下の方は、保護者の同意書が必要です。 説明会に参加する前 

に、同意欄だけ保護者の方に署名、捺印してもらっておくとスムーズです。 
 

４．申込書を、ボランティアセンターに提出 
 

※希望日が近い場合は、できるだけ早めに提出して下さい。 

※郵送でも受け付けさせて頂きますが、その場合は、こちらから決定通知を 

送らせて頂くため、返信用封筒のご用意をお願いします。封筒の表に、    

住所・氏名を記入し、８２円切手を貼ったものを同封してください。 
 

５．参加決定通知を受け取り、活動先と連絡をとる 
 

決定通知書を受けとったら、参加日の 10 日前までに、活動先の施設やボラン 

ティアグループと連絡を取って時間、持ち物を確認してください。場所や行き方 

についても、確認をしておいてください。 
 

６．いよいよボランティア体験へ！ 
 

活動日までに１２～１４ページの「必見！ボランティア体験成功法」をよく読ん 

で、いい体験ができるように準備しましょう。 
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ボランティア体験プログラムは、

夏の期間を利用してボランティア活動体験ができる企画です。

ボランティアしてみたかったけど

なかなかきっかけがつかめなかった人も、

この機会に参加してみませんか？

申込期間：９月10日（土）

※ボランティアセンターまで電話、メールでお申込ください。

　申込には事前説明会への参加が必要です。　　

岸和田市社会福祉協議会　ボランティアセンター

ＴＥＬ ０７２－４３０－３３６６
Ｅ－mail vc@syakyo.or.jp

★時間は13：30～14：30（※は19：00～20：00）

   福祉総合センターにて

●市内の高齢者・障害者・児童施設など、51のプログラム

　から活動先を選べます！

●期間中、１施設につき１～３日間で　都合のよい日に　

　申込できます。

①まずは、参加申込！

　事前説明会の参加希望日を

　お知らせください。

②事前説明会へ参加し、

　活動先を決めましょう。

▲

７月１日（火）

 ～９月30日（火）

▲実施
期間

７月１日（金）

 ～９月30日（金）

■事前説明会日程

　６月→23日(木)※

　７月→５日(火)※、14日(木)、16日(土)、22日(金)、28日(木）

　８月→５日(金)、９日(火)※、12日(金)、21日(日)、25日(木）

　９月→６日(火)、10日(土）

夏のボランティア体験プログラム２０１６夏のボランティア体験プログラム２０１６

小学生から参加ＯＫ！
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＋ ＋ ＝
気になること

ほっとけないこと

好きなこと

得意なこと

興味のあること

これまでの

体験や経験

あなたらしい

ボランティア活動

発　見

ボランティア体験プログラムでは、
こんな活動ができます！

活動先はさまざま。

あなたがやってみたいこと、好きなことから活動先を選んでみてください。

高齢者、障害がある人のための施設

や保育園でいろいろな人とふれあい

ながらイベントやふだんのくらしの

お手伝いができます。

ふれあう

つくる

ボランティアと一緒に、地域での居

場所づくりや、癒しの小物づくり、

障害がある人も使いやすい道具づく

りなどの体験ができます。

まもる

里山や森で自然とふれあいながら楽

しく環境保護活動ができます。

ささえる

市民の皆さんのボランティア活動を

支えるボランティアセンターの運営

スタッフとして裏方の活動ができま

す。

ささえる

ふれあう

まもるつくる
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小学生から参加できます！

※１～８は１年生以上、９は４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 28 年度

ボランティア体験プログラム

活動先一覧

平成 28 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13日～16日除く）

　　　　第１日・第３土・第４木　９時～16時

持ち物：動きやすい服装（長そで・長ズボン）、

　　　　タオル、弁当、水筒

支給されるもの：道具、ヘルメット、手袋

１

幼保連携型認定子ども園五風会（岸城町）

日　時：７月１日～９月30日（８月13日・15日、９月

　　　　17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16日、９月10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。

６

５

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、

お話相手や外出の付添いをスタッフと一緒

に楽しみましょう。

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。３

市民活動ステーションコラボラ（野田町）

日　時：８月21日　日　９時～16時

持ち物：動きやすい服装、弁当

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

あらゆる分野の市民活動者が集う交流イベ

ントの準備、運営等のお手伝いを通して、

新しい出会いや発見をしましょう。

７

日　時：７月１日～９月30日　月・火・木・金　

　　　　９時30分～15時30分

持ち物：上履き

支給されるもの：食事

個別活動を重視しているデイサービスです。

手芸や散歩、パソコン使用の見守り等、楽

しく交流しましょう。

８

結屋岸和田デイセンター（作才町）

日　時：７月１日～９月30日　第２・４水

　　　　15時45分～17時30分

持ち物：上履き、エプロン

作業所が、地域の方が気軽に立ち寄ってお

しゃべりするカフェに大変身！一緒に接客

を楽しみませんか？

４

NPO 法人あゆみ　あゆみ作業所（下池田町） 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。
９
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OKハウス・OKハウス友（小松里町）

日　時：７月１日～９月30日（７月18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。

その他の条件:体験前にオリエンテーションあり

施設を利用されている方々のお話相手や散

歩、趣味や特技を活かして楽しい時間を過

ごしましょう。
10

特別養護老人ホーム萬寿園（尾生町）

７月は縁日、８月は納涼会、９月は敬老会

等行事盛りだくさんです。その他音楽療法

士によるレク等、ぜひ体験してください。

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～金　９時～16時（半日でもOK）

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１～９と、以下の

　10～21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。あなたの「笑顔と元気」を

待っています。

日　時：７月１日～９月30日（９月16日・17日除く）

　　　　月・火・木・金・土　９時30分～15時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装、昼食代400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～日　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

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

16

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。

17

グループホームアムール岸和田（池尻町）

日　時：８月６日　土　15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
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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～９月30日

　　　　月～金　10時～15時

持ち物：動きやすい服装、上履き、弁当

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。18

NPO法人あゆみ　あゆみ作業所（下池田町）

日　時：７月１日～９月30日　

　　　　月～金　10時30分～15時

持ち物：昼食代420円、上履き、動きやすい服装

障がいを持っている・いない、という垣根

を越えて一緒に作業体験してくださる方の

参加、大歓迎です！

20

地域子育て支援団体　ここからKit（野田町）

日　時：７月１日～９月30日　月・水・木・金　

　　　　10時～16時（金は13時～16時）

持ち物：動きやすい服装、終日の場合は弁当

いつでも誰でも気軽に立ち寄り自由に過ご

せる居場所です。親子での参加者が多いで

す。一緒に楽しく過ごしましょう。

19

※小・中学生から参加できる１～21と、以　

　下の22～41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、1日のサービスを

スタッフと一緒に行いましょう。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、1日のサービスを

スタッフと一緒に行いましょう。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

募集対象者：高校生、専門学生、大学生のみ

若い学生のみなさんに来ていただき、利用

者との会話やふれあいを楽しんでほしいと

思います。

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

放課後子ども教室わくわく山北（岡山町）

日　時：７月１日～９月30日（８月10日・17日除く）

　　　　毎週水　14時40分～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装

元気いっぱいの子どもたちと、体育館内で

ボール遊びや昔遊びを一緒にしましょう。21
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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　10時～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

毎日の生活の中でお手伝い頂けることはた

くさんあります。まずはやってみようかな

と思う気持ちで！

27

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

　　　　月～土　８時30分～17時30分

持ち物：動きやすい服装

支給されるもの：食事

高齢者とのふれあいや会話などで交流し、

楽しく過ごしましょう。28

介護老人保健施設　岸和田徳洲苑（三田町）

日　時：８月７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

デイサービスセンター・フジイ（藤井町）

日　時：７月１日～９月30日（９月16日～18日除く）

　　　　月～土　９時～17時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

将棋、マージャンの相手やお話相手、散歩

の付添いなどを一緒にしましょう。29

幼保連携型認定子ども園五風会（岸城町）

日　時：７月２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。30

めだか保育園（土生町）

日　時：７月１日～７月29日(７月14日～18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。31

天神山保育園（天神山町）

日　時：７月日　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。

33

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

のお手伝いやプール遊びも一緒にしましょ

う。

日　時：７月11日～８月31日（８月12日～16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

32
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中央保育園（北町)

日　時：７月１日～９月30日

　　　　月～金　９時～17時

持ち物：昼食代300円、上履き、動きやすい服装、

　　　　エプロン、三角巾

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

子どもたちとのふれあいを通して保育士の

仕事を体験しましょう。34

岸和田障害者共同作業所（西之内町）

日　時：７月１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。38

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。41

ビスケット（大阪府立少年自然の家）

日　時：７月２日～３日　土～日　

　　　　２日10時～３日16時

持ち物：動きやすい服装、その他別途案内

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

小学生たちと１泊２日で自炊やキャンプフ

ァイヤーをし、お風呂や就寝の時間も一緒

に楽しく過ごしましょう。

39

蜻蛉池公園夢の森つくり隊（三ヶ山町）

日　時：７月３日・10日・24日、８月７日・28日、９

　　　　月11日・25日　いずれも日（７月３日と８月

　　　　７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。

40

この花こども園（春木旭町)

日　時：７月１日～９月30日（８月12日～16日除く）

　　　　月～金　９時～17時

持ち物：上履き、動きやすい服装、コップ、お箸

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

小さな子どもたちの笑顔と触れ合いながら、

楽しい時間を過ごしましょう。36

城東保育園（三田町)

日　時：７月４日～８月31日

　　　　月～金　９時～12時

持ち物：上履き、動きやすい服装、着替え

その他条件：女性のみの募集

保育者と一緒に、３～５歳の子どもたちの

プール遊びの見守りをしましょう。35

この花こども園（春木旭町)

日　時：７月16日　土　16時30分～19時30分

持ち物：上履き、動きやすい服装

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

夕涼み会ちの模擬店のお手伝いを通して、

子どもたちと触れ合い、楽しい時間を過ご

しましょう。

37
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※小・中・高生から参加できる１～41と、

　以下の42～49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！

岸和田デイサービスセンター・ハルキ（磯上町）

日　時：８月１日～８月31日　　　　　　　　　　　

　　　　月・水・土　９時～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

その他の条件：体験前にオリエンテーションあり

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。44

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　　　　　　　　　　　

　　　　火・水・木　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。43

特別養護老人ホーム　いなば荘（稲葉町）

日　時：８月24日・25日　水・木　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。地域の老人会のみなさ

んも参加されてにぎやかになります。準備

・出店・片づけなどを一緒にしましょう。

42

岸和田支援学校（土生町）

日　時：７月８日～８月２日

　　　　月～金　８時30分～12時30分

持ち物：上履き（スリッパ以外）、動きやすい服装

支給されるもの：飲み物

その他条件：体験前にオリエンテーションあり　　　　

肢体不自由の子どもたちの学校です。校内

学習環境である花壇・畑の整備や、授業や

行事の際のお手伝いをしましょう。

48

児童デイサービス　ばらの木（別所町・中井町）

日　時：７月21日～８月31日　

　　　　月～土　10時～18時

持ち物：動きやすい服装

支給されるもの：昼食

その他条件：学校の課題などによる参加は不可

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

ぽけっと（土生町）

日　時：７月１日～９月30日（８月13日～15日）　

　　　　月～土　９時～18時（時間は応相談）

持ち物：弁当（終日参加の場合）、動きやすい服装

支給されるもの：交通費全額

障害を持つ子どもと公園などでの遊びのフ

ォローや、室内でのリラックスした時間を

一緒に過ごしましょう。

47

岸和田支援学校（土生町）

日　時：８月２日　火　８時30分～12時30分

持ち物：上履き（スリッパ以外）、動きやすい服装

支給されるもの：飲み物

その他条件：体験前にオリエンテーションあり

　　　　　　

肢体不自由の子どもたちの学校で行う夏祭

りで、ヨーヨー釣り、的当て、くじ引き等

の準備やお手伝いをしましょう。

49

岸和田デイサービスセンター・ハルキ（磯上町）

日　時：８月４日　木　13時～16時

持ち物：上履き、動きやすい服装、弁当

その他の条件：体験前にオリエンテーションあり

３施設のデイサービスが合同で行う盆踊り

大会に参加しましょう。45
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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13日～14日　土・日　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）

50

社会人から参加できます！社会人から参加できます！

※１～51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～金　９時～16時

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。
51
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まずはお気軽にご連絡ください！まずはお気軽にご連絡ください！

ＮＰＯ法人の相談

市民活動ステーション

ボランティア保険受付

講座の開催

 市民活動 の

　ことならなんでも！

ＮＰＯ法人の相談

講座の開催

ボランティア保険受付

例えば・・・こんな「困った」ありませんか？

やりたいことがある！仲間を募集したい

ひとり暮らしで寂しい　話相手がほしい

※お話を伺い、他の公的サービスが使え
　る場合はそちらを紹介します。

「公的なサービスは使えない」と言われた
　　どうしたらいいんやろ

応援求む！は、ボラセンへ　応援求む！は、ボラセンへ　

例えば・・・こんな「困った」ありませんか？

やりたいことがある！仲間を募集したい

ひとり暮らしで寂しい　話相手がほしい

※お話を伺い、他の公的サービスが使え
　る場合はそちらを紹介します。

「公的なサービスは使えない」と言われた
　　どうしたらいいんやろ

！ の想いが

ボランティアの出発点

例えば・・・こんな「好き」がボランティアに

人とふれあうのが好き 福祉施設・病院で話を聴く

子どもが好き 子どもの施設訪問

自然が好き 里山・ブナ林など環境保全

パソコンが得意 視聴覚障害者をパソコンでサポート

日曜大工が趣味 高齢者・障害者が使いや
すい道具を作る

あ～困ったぁ
 　なんとかしたいねん

チャレンジしたい！
 　一緒にがんばって
　　 くれる人おれへん？

あ～困ったぁ
 　なんとかしたいねん

なんとかなれへん？
なんとかなれへん？なんかしたい！

なんかしたい！
ボラセンボラセン

岸和田のまちを
　     元気にしたい
岸和田のまちを
　     元気にしたい ！

誰かの役にたちたい誰かの役にたちたい ！

趣味・特技を活かしたい趣味・特技を活かしたい！

岸和田市社会福祉協議会　ボランティアセンター

岸和田市ボランティアセンター岸和田市ボランティアセンター

開館日：月～土（水・日・祝を除く）午前９時～午後５時
場　所：岸和田市立福祉総合センター２階　
　　　　　岸和田市野田町１－５－５

電　話：０７２－４３０－３３６６（来所の際はなるべく事前にご連絡ください）

施設利用者の笑顔をふやしたい施設利用者の笑顔をふやしたい

ココ

南海本線岸和田駅下車徒歩３分

ボランティアセンターは、 ボランティアしてみたい人、 応援がほしい人両方の相談窓口です。

お一人おひとりのお話をじっくり聴かせていただき、 活動先や応援できる方をご紹介します。

ボランティア相談
ボランティア相談

情報紙「ボランティアだより」発行
情報紙「ボランティアだより」発行

市民活動ステーション

　　　　　開催　　　　　開催
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夏のボランティア体験プログラム２０１６ 事前説明会資料 

 

「ボランティア」って？？ 
 

岸和田市ボランティアセンター 

１．ボランティアってどんなことでしょうか？ 

●あなたのイメージする「ボランティア」は・・・？ 

●社会福祉用語辞典によると・・・ 

『現代社会で起こっている様々な問題や課題に対し、個人の自由な意思によって、

金銭的対価を求めず、社会的貢献を行い、連帯を生み出そうとする人々を指し

ている。』 

 

●もう少しかみくだいてみると・・・ 

  ①ボランティアは “自分・発”！ 

⇒“Volunteer”の語源“Volo（ウォロ）”は英語で“Will”。 

⇒ひとりひとり自分で選ぶ。だから自由で多彩、しかも柔軟。 

⇒平等でなくてもいい。「あなただけのために」 
 

   ②ボランティアは “開いて”、“つながる”こと 

⇒生活の一部（趣味や特技、関心など）を「開く」ことから始まります。 

「奇特な人」ではありません。 

⇒いろいろな人との「出会い」から活動が広がります。 
 

③ボランティアは “元気”と“笑顔”が原動力 

⇒誰かの「元気」や「笑顔」が次の活動へ向かわせる。 

 

２．活動する上で大切にしたいことは？ 
 

●「共感」でつながる。 

 ●相手の立場に寄り添って、よきパートナーに。 

 ●お互い笑顔で「支えあう」。「助けられる」だけの人はいない。 

 ●無理せず、家内安全、健康第一で。  

 

岸和田市社会福祉協議会 

イメージキャラクター 
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「ボランティア体験プログラム２０１６」参加にあたって 

必見！ボランティア体験成功法 
 

 

①ボランティア体験する前に・・・ 
 

 

    ○今の気持ちを確認しましょう 
       「なぜ参加したいと思ったのか」「こんなことにチャレンジしたい」「こんな

ことが楽しみ」という『根っこ』を自分の中で確認してみましょう。 

 

     ○ボランティア体験する施設や団体について知りましょう 
       体験する施設・グループについて、インターネットなどで調べてみましょう。 

せっかくの機会ですから、社会福祉の今の動きや仕組みにも目を向けてみて 

はいかがでしょう？ 

 

     ○活動に必要な基本事項について確認しましょう  （重要！！） 
        体験の日程・時間、服装・交通機関、必要経費、食事、オリエンテーション

などの基本的なことについて確認しておきましょう。 

遅刻・無断欠席や、施設に迷惑をかけてしまった場合、今後、全ての人の  

ボランティア体験を断られる場合があります。 

あなただけの問題ではありません。十分注意して下さい。 
 

     ○不安なことや心配なことは相談しましょう 
        体験に関する不安なことや心配なことは、まずボランティアセンターで相談

してください。ボランティアコーディネーターが皆さんの体験を精一杯お手伝

いさせてもらいます。 
 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 
 

 

      ○相手の生活を尊重しましょう 
        施設はそこで暮らす人にとって生活の場であり、大切な居場所です。 

相手が何を望んでいるか、相手の立場に立って考えることが大切です。逆に 

相手の自立を損なうような過剰なかかわりにも注意してください。 

 

○プライバシーを守りましょう 

体験で知り得た個人のことはすべてプライバシーです。そうした個人情報は

絶対に外に漏らしてはいけません。施設での話の内容や質問内容にも十分配慮

しましょう。常にそこに暮らしている人の立場に立ち、尊重することが何より

も大切です。 
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○社会人としてのマナーを守りましょう 

社会福祉施設はたくさんの人の利用する場所です。いったん施設の中に入る

と、学生でも社会人として見られます。また、施設内には身体的に弱い方も  

いますので、清潔な服装や身だしなみをこころがけてください。 

また、健康面には特に注意をして、体調が悪いのに無理をして体験に行かな

いようにしてください。 
【注意点】 

・ 気持ちのいい挨拶・返事は、とても大切です。 

・ 健康管理には十分気をつけましょう。まずはあなたが元気でいることが何より大切です。 

（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは迷わず早めに相談してください。） 

・ 携帯電話の電源は必ずＯＦＦに。 

・ ボランティア体験に必要のないものや貴重品は持っていかないで下さい。 

・ 動きやすい服装で行きましょう。暑い季節なので帽子やタオル、飲み物は必須です。 

ノースリーブやミニスカートなど身体露出のあるものは禁止。 

サンダルやぞうり等も適しません。 

・ 身だしなみは清潔で相手に好感をもたれるよう気をつけてください。 

（アクセサリーは禁止。ぶしょうひげや過度の化粧・香水に気をつける。爪や髪にも注意。） 

 

○わからないことはスタッフに確認しましょう。 

体験できる内容は施設やグループによって違います。施設にはそれぞれの 

方針がありますし、対象者へのサポートの内容や方法も違います。 

迷ったときには、どうすればいいか必ずスタッフに確認してください。 

しかし、指示を待っていたのでは思ったような体験ができないこともあり 

ます。チャレンジしてみたいこと、希望は事前に伝えましょう。 

また、受け入れスタッフは日々の業務の多忙な中でも、できるだけいい体験

をしてもらえるよう準備してくれています。感謝の気持ちをもって体験して 

ください。 

 

○相手との「関係づくり」を大切にしましょう 

相手との「関係づくり」はボランティア体験においてとても大切です。 
自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

また、何か頼まれごとをしても、できないこと、知らないことははっきり  

伝えて、必ずスタッフに確認してから行動しましょう。 
 

○施設のスタッフや先輩ボランティアから話を聴きましょう 

実際の体験を通して視野を広げることで、福祉への理解や、人をサポート  

する仕事への理解も深まるはずです。 

 

○自分の「気づき」を大切にしましょう 

ボランティア体験では、心に余裕を持ち、感受性豊かに自分で「感じる」こと

が大切です。そして想像とは違った点をもとに自分の「価値観」について気づき

を深めてください。 
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③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返りましょう 

自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、文章にまとめてみま 

しょう。 

また他の施設でのボランティア体験した人と、話をすることも大切です。 

体験後は、参加者交流会に参加しましょう。 

体験を一緒に振り返り、感じたことについて話し合うことでいろいろ発見が

あるはずです。 

 

○他の活動もしてみませんか？？ 

あなたはこの活動でどんなことが楽しかったですか？これからどんなこと

をしていきたいと思いますか？この活動を原動力に、他の活動にもチャレンジ

してみませんか？ 

ぜひボランティアセンターにお越しください。お待ちしています。 
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申込上の注意 

ボランティア体験プログラム 参加申込書 
フリガナ  

住 所 

 

〒       ― 
氏 名 

(男・女) 

電話番号 

自宅  

   －    － 
携帯  

   －    － 

Ｅメール 

アドレス 

※識別が難しい字にはフリガナをお願いします。（数字のゼロとアルファベットのオーなど）          
＠ 

勤 務 先 

学 校 名 
 参加経験 

体験プログラムの参加は 

初めて ・ 2 回目以上 

区分 
 

該当するもの

に○をつけて

ください 

学生の方 

小学生（  年）・中学生 

高校生   ・  専門学生 

大学生（短大生も含む ） 

課題での参加 

（ボランティア体験学習 ・ 職場研修等） 

 

はい ・ いいえ 

学生以外

の方 

20 歳未満   ・   20～29 歳   ・   30～39 歳 

40～49 歳   ・   50～59 歳   ・   60 歳以上 

このプログラム

を何でお知りに

なりましたか 

社会福祉協議会 ・ 口コミ ・ 学校  

ホームページ (府社協 ・ 市町村社協 ・ その他      ) 

広報紙(名称：             ) 

その他(                )     該当するものに○をつけてください 

参加動機  

参
加
を
希
望
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 

プログラム番号 施設・団体名 活動希望日 

①    

②    

③    

④    

同意書 

※高校生以下の方は、保護者の方の参加についての了承をお願いします。 

 

ボランティア体験プログラムに            が参加することを同意します。 
 

保護者名               ㊞ 

 

 

 

○ この参加申込書をコピーしてご記入ください。 

○ 活動希望日の１０日前までには必ずお申込ください。 

○ 複数のプログラムを同時に申し込むことができます。 

○ 郵送の場合は、この申込書と８２円切手を貼った返信用封筒（返信先記入のもの）を提出してください。 

NEC-PCuser
取り消し線
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