
小学３～６年生　保護者同伴の場合：見学可
中学生　　　　　　保護者同伴の場合：見学可 大人 小学４～６年生

①７月２５日（火）１０：００～１１：３０　千代田公民館 ８月１０日（木）　１４：００～１５：３０
①７月２４日（月）　１０：００～１２：００ ②８月２５日（金）１０：００～１１：３０  三日市公民館　 キックス４階創作工房
②８月　７日（月）　１０：００～１２：００ 各８名 １０名
障がい者福祉センター「あかみね」 無料 ボランティアセンター １００円（材料費）
各３名(パソコンが使える人） 運動しやすい服装・ズボン・運動靴 １０名 汚れてもよい服装
無料 無料
筆記用具 飲み物（お茶）

ＮＰＯ法人森林ボランティアトモロス

小学３～６年生      保護者同伴必要：体験可
小学生  夜間につき保護者同伴必要：体験可 中学生
中学生  夜間につき保護者同伴必要：体験可
高校生～大人 ①７月２９日（土）　９：００～１２：００ 中学生 ８月１９日（土）　１０：００～１１：３０
①７月２６日（水）　１９：００～２１：００ ②８月　５日（土）　９：００～１２：００ キックス４階創作工房
②８月　２日（水）　１９：００～２１：００ ①８月１９日（土）　１３：３０～１４：３０ １０組：２０人（２人１組）
各１０名 各２０名 費用） 無料 ②９月１６日（土）　１３：３０～１４：３０ １組１０００円（材料費・資料代）
ボランティアセンター 滑り止め付き軍手・水分（多い目に） 各１０名　場所）キックス多目的スタジオ エプロン・ハンカチ・お盆
無料 無料　　　持物）お茶など 絵具が乾くまで約８時間必要（色が混ざる可能性あり）

道具・ヘルメットは準備します　雨天中止 運動しやすい服装　その他）鳴子は貸出します（無料）

小学１～２年生　保護者同伴必要：体験可 小学１～６年生
中学生　保護者同伴の場合は体験・見学可 小学３～６年生　保護者同伴の場合は体験可 中学生
高校生～大人 ７月３１日（月）　１４：００～１５：３０ ８月２０日（日）　１０：００～１４：００ 高校生～大人
①７月３０日（日）　１３：００～１７：００ ノバティながの南館３階多目的ホール キックス４階食工房・創作工房 ①８月２１日（月）　１３：３０～１４：３０
②８月２０日（日）　１３：００～１７：００ ２０名 ２３名　　保護者同伴の場合、要参加費 ②８月３０日（水）　１３：３０～１４：３０
各２０名　場所）キックス多目的スタジオ 無料 ５００円（昼食にざるそばが付きます） 市民公益活動支援センター「るーぷらざ」
３００円（資料代） 筆記用具・定規 作品持ち帰り用袋、水筒 １０名
お茶・あれば楽器（ハーモニカ・笛・打楽器・三味線・尺八 汚れてもよい服装 汚れてもよい服装 無料
・ご詠歌用の鉦、鈴など）　なければ貸出します（無料） そばアレルギーの方はご遠慮ください

小学１～３年生　 保護者同伴の場合は見学可　 小学５～６年生
①８月２日（水）　１０：００～１１：３０　 中学生 小学４～６年生
②８月４日（金）　１３：３０～１５：００ 高校生～大人 大人

高校生～大人 キックス３階中会議室AB
７月３１日（月）　１０：００～１２：００ 各３０名 ８月２１日（月）　１３：３０～１５：３０ ８月２２日（火）　１０：００～１１：３０　
ボランティアセンター １００円（材料費・資料代） ボランティアセンター キックス３階会議室２
１０名 無料 マジック又は色えんぴつ、はさみ、 ５名 １０名
筆記用具 セロハンテープ 無料 無料費用）

★

服装）
注意）

費用）

毎年小学校で上演している環境紙芝居を声優になっ
たつもりで読んでいただきます
環境の話しに関心を持ってもらえたらと思います

費用）

日時）

定員）

13

河内長野リサイクル市場市民の会要約筆記サークル「葉月」
16

持物）

は小学生が対象のプログラムです

7

小学１～３年生  保護者同伴必要：体験・見学可

高校生～大人

小学４～６年生  保護者同伴の場合：体験・見学可

日時）

定員）

場所）
費用）

持物）

6

1

日時）

5

映像に字幕を付ける体験

のぞいてみよう！点字の世界　　　

映像に字幕を入れる体験

　　　　　 　　　ＮＰＯ法人地域生活ネット
　 　　　　　　　ゆっくりっくかわちながの字幕サークル

童謡及び民謡等を通じてボランティア活動に参加しよう

古典音楽研究会

対象）

場所）

9

4
市民の力で森づくり　間伐体験・クラフト体験

牛乳パックで作る「ペン皿」

注意）

定員）
費用）

服装）

対象）

定員）

対象）

日時）

定員）

河内長野点訳サークル

中学生
小学４～６年生

　　　点字の基礎を学ぶ、点字で封筒作り
　　　パソコンを使って点字を打ってみる
　　　点字でイラスト入り名刺を作ろう！

幼児（４歳以上）～小学生  保護者同伴必要：体験・見学可

美加の台第10緑地（中学校傍）

　三味線・尺八の音色を聞き民謡等を体感する

★

対象）

3

場所）

軍手・カッターナイフ・ペットボトル（２ℓまたは１．５ℓ）
・水筒

ガラス絵具を使ってフォトフレームに絵を描こう手話を体験してみましょう

日時）

対象）
日時）

定員）
費用）

高校～大人
対象）

手話サークル　「さくらんぼ」

大学生と一緒に楽しいおもちゃ作りをしませんか？
ほかにお楽しみもあります❣

対象）

ＮＰＯ法人はぴえる

★

親子工作会(クロモジの木とかまぼこ板による）

河内長野の地場産業としてのつまようじの材料（クロ
モジの木）と、かまぼこ板を使う親子工作会

費用）
服装）

持物）

ガールスカウト大阪府第２７団
10

ペットボトルで作ったプランターで作物を育ててみよう！

手話サークル　てのひら

小学１～３年生　保護者同伴必要：体験可

はぐクラブ

いきいき歌体操河内長野

手話をはじめてみませんか

定員）

持物）

場所）

かわちながの消費者協会

たのしい工作　「パタパタ」

ＴＯＹクラブ

日時）

費用）

日時）

定員）
費用）

11
よさこいソーラン鳴子おどり

2
歌体操

みんなのよく知っている歌を唄い、深呼吸・指体操
をして、体操をします！！

8

帽子・長袖・長ズボン・滑りにくい靴

定員）

対象）

12

14

★

小学１～６年生　 保護者同伴必要：体験可　

親子で創作・体験フォトフレームにステンドグラス風の
絵を描いて作品を作ります

は中学生が対象のプログラムです

は高校生、大学生、大人が対象のプログラムです

★

15

服装）
持物）

とびだすブンブンゴマ！？（伝えるおもちゃ作り）

対象）

環境紙芝居で声優体験　

場所）
定員）

日時）

場所）

　　　手話や指文字の表し方
　　　あいさつ、自己紹介を手話で表す

対象） 幼児(４歳以上)～小学３年生 保護者同伴必要：体験可

中学生
高校生～大人

小学１～２年生

持物）

話を聞いて、その場で要約を書いて伝えることを体験
する

対象）

七望流天野会

　　　鳴子体験

小学３～６年生

絵
え

や色
いろ

が変
か

わっていくよ！どんなのできるかな？

使用済み牛乳パックを利用することで、環境問題に
関心を持とう

高校～大人

保護者同伴必要：体験・見学可

話を要約し、書いて伝えよう！

日時）

８月４日（金）　１３：３０～１５：３０

日時）

場所）
日時）

アクティブシニアくすのき塾河内長野

場所）

★

場所）
定員）
費用）

定員）
場所）
費用）

費用）
持物）

対象）

費用）
服装）
持物）

対象）

聴覚障がい者を知り、手話を体験する

対象）
日時）

日時）

間伐体験・クラフト体験

持物）

場所）
定員）

費用）
服装）

場所）

定員）

対象）
対象）

日時）

場所）

日時）

★

場所）

ペットボトルで作ったプランターに二十日大根を植えます
ペットボトルの再利用と作物を育て収穫する喜びを体験

定員）
費用）
持物）
注意）

定員）

・電話がつながりにくい場合がございますが、ご理解よろしくお願いします。 
・間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう、ご注意ください。 

申込みは、７月５日（水）から実施日の１週間前まで。 申込先：るーぷらざ ☎  ０７２１－５３－８１００  開館時間：午前９時～午後９時（火曜日休館）・午前９時～午後５時３０分（土日祝） 



小学１～２年生  保護者同伴必要：体験見学可
高校生～大人 小学３～６年生  
①８月２３日（水）　②２４日（木）　③２５日(金） 中学生  
いずれも　９：００～１１：３０　 高校生～大人
大阪南医療センター ８月２４日（木）　１３：００～１５：００
各３名 キックス３階和室
無料

小学１～３年生    大人
小学４～６年生　　
中学生　　　　　　　　 ８月３１日（木）　１０：００～１２：００
高校生～大人 キックス３階大会議室
８月２７日（日）　１３：１５～１６：００ ７０名
キックス３階和室 無料
３５名 筆記用具
３００円(材料費）

小学１～３年生    
小学４～６年生　　
中学生　　　　　　　　 ９月２５日（月）　１０：００～１１：００　
高校生～大人 寺ヶ池公園花壇
９月２３日（土）　１３：１５～１６：００ １０名
キックス３階和室 無料 　　　　　　
３５名 手袋・お茶・帽子・タオル
３００円(材料費） 汚れてもよい服装

　　　　

大人

９月２８日（木）　１０：００～１２：００
キックス３階大会議室
７０名
無料
筆記用具

服装）

場所）

かわちながの健康推進ネットワーク

費用）

野菜栽培の勉強会

菜園クラブ

19
くらしの中で日本の美を楽しむ

持物）

持物）

日時）

21

対象）

医療センターで車イスのお手伝いや院内のご案内
等、病院に来られた方のお手伝いをしていただきます

病院でお手伝いしてみませんか？

★

18

　　　講師：柴田伸雄氏（学芸員）
　　　体験：花・茶の湯・自然治癒力を活かす健康法

大阪南医療センターボランティア「みなみ」
17

対象）中学生

場所）

20

場所）

費用）

花づくりボランティア“花の精”

対象）

対象）

花壇の手入れ、他

大人

寺ヶ池公園花壇の管理作業

大根・プチヴェール他

定員）

保護者同伴の場合：体験可

日時）

日時）
場所）

２０名　　　費用）無料

持物）

持物）

野菜栽培の勉強会

着物を着て、日本舞踊を１日体験しませんか

　　　着付をして日本舞踊を１日体験

菜園クラブ

華帆会

費用）

浴衣・たび
浴衣がない場合は準備します・たびは靴下を持参

保護者同伴必要：体験可
保護者同伴の場合：体験可
保護者同伴の場合：体験可

定員）

対象）

定員）

定員）

22

★

対象）

日時）

日時）

　　　講師：関西健康センター　岸 輝雄氏
　　　体験：花・茶の湯・食・体操・自然治癒力を活かす

かわちながの健康推進ネットワーク

生活改善で真の健康に！気軽に出来る健康法

場所）
定員）
費用）

保護者同伴必要：体験可

保護者同伴の場合：体験可

定員）
費用）

23

いちご他

対象）

日時）
場所）

定員）
費用）

日時）
場所）

申込みは、７月５日（水）から実施日の１週間前までです。 申込先：るーぷらざ ☎  ０７２１－５３－８１００ （火曜日休館） 

・電話がつながりにくい場合がございますが、ご理解よろしくお願いします。 
・間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう、ご注意ください。 

    

 
 

参加される方は、｢市民公益活動補償制度」に基づく 
保険が適用されます。 
（同伴の保護者の方も保険適用の対象となります。） 

 
 
開催期間７月１日～９月３０日 
 

申込み①るーぷらざのプログラム 
         ７月５日（水）から実施日の 
         ７日前まで（先着順） 
         平日：午前９時～午後９時（火曜日は除く） 
         土・日曜及び国民の祝日： 
     午前９時～午後５時３０分 
         電話で受付いたします。 

   ②河内長野市社会福祉協議会のプログラム 

      各プログラムの体験希望日の 

    １０日前までに電話または 

    申込書の提出をお願いいたします。 

     （平日：午前９時～午後５時３０分） 
 

申込み・問合せ先 
   ①るーぷらざのプログラム 

    河内長野市立市民公益活動 

    支援センター「るーぷらざ」 

    〒586-0025 河内長野市昭栄町8-12 

    0721-53-8100 
     ②河内長野市社会福祉協議会のプログラム 
    河内長野市社会福祉協議会 

      〒586-0041 河内長野市大師町26-1 

    0721-65-0133 
共催 
河内長野市 
河内長野市立市民公益活動支援センター「るーぷらざ」 
社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会 

注意：午前７時の時点で暴風・大雨警報のどちらかが発令されていたら、その日の事業は中止となります。 

シールがもらえます  

くろまろ認定 

「ボランティア活動体験プ
ログラム」は子どもから大
人まで、どなたでも参加で
きます。ボランティアに関
心があるけれど、なかなか
“きっかけ”がないという
方々のために、さまざまな
ボランティア活動の中から
自分に合いそうなものを選
んで参加できるプログラム
です。ボランティア初心者
も経験者も大歓迎！新しい
出会いや気づき、学び、感
動、そしてたくさんの笑顔
が、この夏を特別なものに
してくれるはずです！ 



　■「大学生」には、専門学校生、短大生を含みます。

　■条　件 　　　【子】：子ども向け　

　　　　　　　 　【グ】：グループでの参加歓迎

　　　　　　　 　【親】：親子での参加歓迎

　　　　　　　 　【オ】：事前オリエンテーションへの参加　

　　　　　　　 　【検】：検便検査やその他健康診断の結果を提出

　　　　　　 　　【×】：学校の課題等による参加不可

　■持ち物 　　　【弁】：弁当　　

　　　　　　 　　【￥】：費用

　　　　　　 　　【上】：上履

　　 　　　　　　【服装】：動きやすい服装

　　　　　　 　　【タ】：タオル

プログ
ラム 施設・団体名、 活動内容、 ▼受入期間、曜日、時間 持ち物／

番号 活動場所（交通機関） 参加者へのメッセージ ▼募集対象、人数　▼条件 支給されるもの

A1

特別養護老人ホーム
寿里苑
▽小山田町４４８－２／
河内長野駅または千代
田駅よりバス、福祉セン
ターあかみね下車徒歩
１分

地域の方もご参加頂ける大き
な夏祭りです。祭りの模擬店
のお手伝いをしながら、当施
設も知って頂けると嬉しいで
す。

▼8月5日（土）　▼小学生（5年生
以上・保護者同伴）中学生以上の
学生と社会人、男女可多数▼
【グ】【オ】（社協）【その他】体調の
悪い方は不可

【服装】【タ】スニー
カーなどの外靴／
食事(食券)

A2

社会福祉法人　天聖会
デイサービスセンター
翠浩苑
▽松ヶ丘中町1454-1／
滝谷駅下車徒歩5分

デイサービス利用者との交
流、レクリエーション活動の補
助、食事の配下膳等、簡単な
作業のお手伝いをお願いしま
す。

▼7月1日～9月30日、月～土、9
時～16時▼高校生以上の学生と
社会人、男女可1～2人▼【オ】（社
協）

【弁】【上】【服装】
【タ】／特になし

Ａ3

社会福祉法人　天聖会
ケアハウスオーパス
▽松ヶ丘中町1454-1／
滝谷駅下車徒歩5分

ケアハウス入居者との交流、
レクリエーション活動の補助、
食事の配下膳等、簡単な作業
のお手伝いをお願いします。

▼7月1日～9月30日、月～土、9
時～16時▼高校生以上の学生と
社会人、男女可1～2人▼【オ】（社
協）

【弁】【上】【服装】
【タ】／特になし

Ａ4-1

入居者の方への話し相手等、
日常のボランティアをお願い
致します。

▼7月1日～8月31日、9時～18時
▼大学生、社会人、男女可３人▼
【オ】（社協）【その他】（個人情報
保護法に関する同意書提出要）

【弁】【上】【服装】
【タ】／特になし

Ａ4-2

毎年恒例の納涼祭のボラン
ティアです。お気軽に参加して
下さい。

▼8月27日（日）、10時30分～16時
▼大学生、社会人、男女可10人▼
【オ】（社協）
【その他】（個人情報保護法に関す
る同意書提出要）

【服装】【タ】／食事
(屋台)

A5-1

介護老人保健施設
生登会 てらもと総合
福祉センター
▽小山田町１７０１－１
／千代田駅よりバス、
東峯口下車徒歩すぐ

日常生活内での高齢者介助、
コミュニケーションを中心とし、
生活内においての必要な家事
援助活動(洗い物等)。

▼7月1日～9月30日、月～土、9
時～16時30分※日、祝は不可▼
大学生、社会人、男女可６人▼
【オ】（社協、施設）

【弁】【上】【服装】
【タ】／特になし

A5-2

月1回大レク(催し物)や夏祭り
の飾りつけや、模擬店の準
備、売り場での活動。

▼7月1日～9月30日、水、9時～
16時30分※日、祝は不可▼大学
生、社会人、男女可８人▼【オ】
（社協、施設）

【弁】【上】【服装】
【タ】／特になし
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介護老人福祉施設
慈恵園 希望の丘
▽あかしあ台２－６－１
５／千代田駅よりバス、
貴望ヶ丘下車徒歩３分
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▼受入期間、曜日、時間
▼募集対象、人数

番号 活動場所（交通機関） 参加者へのメッセージ ▼条件 支給されるもの

B1

地域活動支援センター
こころッと(にぎわいプラ
座)
▽本町１２－１８／河内
長野駅下車徒歩２分

障がい(主に精神)のある方々
と一緒に卓球を楽しんでいた
だきたいです。継続してご参加
いただけると嬉しいです。

▼7月1日～9月30日、(木)、1３時３
０分～１５時３０分、※月一回(不
定)一ヶ月前の２０日前後に日にち
が決定される。▼社会人、数人可
▼【グ】【オ】（社協）

【服装】【タ】／公共
交通機関の交通費

Ｂ2

社会福祉法人つばさの
会　フレッシュながの
▽小山田町３７９－１あ
かみね分館１Ｆ／河内
長野駅または千代田駅
よりバス、神社前下車
徒歩２分

内職作業、印刷作業、調理、
バザー、お菓子作り、誕生会、
交流会など。

▼7月1日～9月30日、月～金、10
時～15時30分※8月10日～8月18
日除▼大学生、社会人、男女可1
人▼【オ】（社協）

【弁】【服装】【タ】/
特になし

B3

ファクトリーくすくす
▽小山田町３７９－１あ
かみね分館２階／河内
長野駅または千代田駅
よりバス、福祉センター
あかみね下車徒歩１分

封入作業などの軽作業や清
掃を利用者と一緒に行いま
す。

▼7月1日～9月30日、月～金、10
時～16時、※8月11日～8月15日
除▼小学生以上の学生(小学生は
要相談、保護者同伴)と社会人、
男女可2人▼【オ】（社協）【×】

【弁】【上】【服装】
【タ】／特になし

B4-1

障がい者支援施設でのデイ
サービス事業（クラブ・教室）の
活動補助。
８月９日(水)・９月３日(日)のイ
ベント補助。

▼7月3日～9月29日
①月曜日=グランドゴルフ(12：45
～15：00)、②火曜日=カラオケクラ
ブ(13：00～15：00)、③水曜日=イ
ベント：８月９日(10：00～15：00)、
④木曜日=エンジョイくらぶ(10：30
～11：30)、⑤日曜日=イベント：9月
３日(10：00～17：00)⑥日曜日=ヨ
ガ教室(10：00～11：00)月１回→日
程変更あり、
※受け入れできない期間①７月１
７日～８月２８日休み、②第５週目
休み、④第４、５週目休み▼高校
生以上の学生と社会人、男女可3
人▼【オ】（社協）

【弁】【服装】【タ】／
特になし

B4-2

障がい者の方々と生産・レク
活動を行う。（授産品作成・喫
茶コーナーの運営や軽スポー
ツ・創作活動・カラオケ等）

▼7月3日～9月29日、月～金、10
時30分～15時※祝祭日除、▼小
学生(保護者同伴)、中学生以上の
学生と社会人、男女可4人▼【オ】
（社協）

【弁】【服装】【タ】／
特になし

B5

ライフサポート
あおぞら
▽楠ヶ丘４３－１／三日
市町駅より徒歩１５分

水耕ハウス内で野菜の管理を
利用者と一緒に行う。また、収
穫した野菜を袋に詰めて出荷
まで一連の作業を行う。

▼9月1日～9月30日、月～金、10
時～15時▼高校生以上の学生、
男女可2人▼【オ】（社協）

【弁】【上】【服・タ】
／特になし

C1

長野保育園
▽古野町２－１４/河内
長野駅下車５分

保育の補助 ▼7月1日～9月30日、月～金、9
時～17時▼高校生以上の学生、
女3人／【オ】（社協、施設）【検】

【上】【服装】【タ】エ
プロン／食事

C2

高向保育園
旭ヶ丘３４－１４／河内
長野駅よりバス、旭ヶ丘
口下車徒歩５分

通常保育の保育補助、食事介
助等をお願いしようと思ってい
ます。

▼7月1日～9月30日、月～金、9
時～17時▼大学生、社会人、男女
可3人▼【オ】（社協）【検】

【\】昼食代300円
【上】【服・タ】／特に
なし

C3

美加の台保育園
美加の台１-３５-７／美
加の台駅下車徒歩１５
分

乳児・幼児それぞれにおける
保育の違いを体験してもらうこ
とができます。

▼7月1日～7月31日、月～土、9
時～17時▼中学生以上の学生と
社会人、男女可8人▼【グ】【オ】
（社協、施設）【検】(乳児の場合の
み)

【弁】【上】【服装】
【タ】／特になし

D1

救護施設　みなと寮
▽河合寺４２３－１／河
内長野駅よりバス、葛
の口下車徒歩１０分

日常の活動への参加 ▼7月1日～9月30日、月～金 、10
時30分～16時▼大学生と社会
人、男女可３人▼【オ】（社協）【検】

【上】【服・タ】【￥】
昼食代350円／特
になし

持ち物／

市立障がい者福祉セン
ター「あかみね」
▽小山田町３７９－１６
／河内長野駅または千
代田駅よりバス、福祉
センターあかみね下車
徒歩１分

プログ
ラム

施設・団体名、 活動内容、
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