
ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 
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枚方市ボランティアセンター 

枚方版 

体験プログラム 
２０１７年この夏、心の世界を広げよう！ 

実施期間 

 

申込期間 

 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容
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場所 場所

対象 対象
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日時 日時
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対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

1

　上履き　動きやすい服装 (昼食・交通費は支給)

　中学生～社会人

　弁当、上履き　動きやすい服装

　中学生～社会人

2

3

   昼食代上履き　動きやすい服装

　高校生～社会人

　社会福祉法人バルツァ事業会　

　７月１日～９月３０日(日は除く）　10:00～17:00

　社会福祉法人　秀美福祉会　アイリスデイサービスセンター

　７月１日～９月３０日　8:30～17:30

　社会福祉法人　聖徳園　香里丘デイサービスセンター

　７月１日～９月３０日(日は除く）　9:00～16:30

　春日東町２丁目12-10(ＪＲ津田駅徒歩５分)

　香里ケ丘４丁目17-1（京阪バス新香里徒歩１分）

　高田２丁目40-1(京阪バス野口徒歩5分)

　社会福祉法人　徳風会　特別養護老人ホーム　里仁館

　　　　　　　　ハクジンカイ

　　

　弁当　上履き　動きやすい服装

　小学生(要保護者)   ～社会人

4 　社会福祉法人バルツァ事業会

　７月１7日（月）　10:00～16:00

　高田２丁目40-1(京阪バス野口徒歩5分)

　高校生～社会人

　社会福祉法人　博仁会　さざなみデイサービスセンター

　７月１日～９月３０日(水・日以外）9:30～15:00

　　　　　　　　　　  　ショウトクエン　コウリガオカ

　上履き　動きやすい服装(屋台の食事を支給）

5

　中学生～社会人

　弁当　上履き　動きやすい服装

6

　田口山２丁目5-1(京阪バス山田池団地徒歩5分)

　楠葉並木２丁目20-6（京阪バス　朝日　徒歩２分）

　７月１日～９月３０日(日は除く）　9:30～17:00

　　　　　　　　シュウビフクシカイ

　　　　　　　トクフウカイ　トクベツヨウゴロウジン　リジンカン

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

お話し相手や特技の披露などを通して利用者と触れ合ってい

ただきます。 

入居されている方の話し相手や家事支援のお手伝いをお願

いします。 地域の方に高齢者施設がどのようなところか

知っていただきたいです。 

利用者の生活介助、レクリエーションへの参加、トイレ介

助、食事介助等です。 

特別養護老人ホームに入所されている方の簡単な生活介護

(食事、車いすの移動、整容、レクリエーション)の支援等

です。 

利用者の話し相手、工作やぬり絵など手先を動かすこと

のお手伝い、配茶、配膳、整髪等のお手伝いです。 
毎年７月に開催される夏祭りでの屋台補助や、入居者と

一緒に楽しんでいただけたらと思います。 

特別養護老人ホーム サール・ナート 

特別養護老人ホーム サール・ナート 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 
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対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象 　中学生～社会人

持ち物 持ち物

内容 内容

　上履き　エプロン　動きやすい服装（食事は支給）

　　　　　　 　 ヒラカタシソウゴウフクシカイカン

　社会福祉法人　四天王寺福祉事業団

　7月１日～9月30日（日は除く）　10:00～15:00

　枚方市新町2-1-35（京阪本線　枚方市駅　徒歩５分）

　

8

9

　中学生～社会人

　上履き　動きやすい服装

　夏祭りの前日に、ヨーヨーづくりなどを手伝ってください。

　　　　　　　　　　

　社会福祉法人　バルツァ事業会

　７月１日～９月３０日（日は除く）　9:30～16:30

　高田２丁目40-1（京阪バス野口徒歩5分）

　医療法人 雄久会　グループホーム うららの家

7

　上履き　動きやすい服装(昼食は支給）

　小学５年生（保護者付添）～社会人

　8月4日(金）　14:00～17:00

　村野東町10-35（京阪電車村野駅徒歩１5分）

　　　　　　　　トクフウカイ　リジンカン

　社会福祉法人　徳風会　里仁館デイサービスセンター

　７月１日～９月３０日(日は除く）　9:30～16:00

10

　上履き　動きやすい服装

　中学生～社会人

11

　弁当　動きやすい服装

　専門学生～社会人

12

　8月5日(土）　14:00～20:00

　　　　　　　　ミサトカイ　トクベツヨウゴロウジン　ミサト

　社会福祉法人　美郷会　特別養護老人ホーム　美郷

　７月１日～９月３０日(土日以外）9:00～16:00（三時間以上）

　西招堤町1253（京阪バス牧野高校前徒歩７分)

　　　　　ユウキュウカイ

　村野東町10-35（京阪電車村野駅徒歩１5分）

　夏祭りの準備、出店等のお手伝いです。

　田口山２丁目5-1（京阪バス山田池住宅徒歩５分）

　　　　　ユウキュウカイ

　医療法人 雄久会　グループホーム うららの家

　中学生～社会人

   弁当(４時間以上)　動きやすい服装

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

利用者へのお茶出しや、杖や車いすでの移動の補助、レクリ

エーションのお手伝い等です。職員と一緒に活動していただ

きます。 

高齢者や障害者の話し相手、お茶出し、レクリエーション、

入浴後の整容をお手伝いしてください。 

＊事前オリエンテーションが必要です。 

利用者の方へのお茶出しやレクリエーションのお手伝い、認

知症の方と楽しく過ごしてください。 

＊事前オリエンテーションが必要です。 

主にデイサービスセンターの利用者とコミュニケーションや

介護のお手伝いの体験です。ボランティア団体の活動見学も

していただきます。 

枚方市立総合福祉会館デイサービスセンター 

サール・ナート デイサービスセンター 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

　社会福祉法人　わらしべ会　わらしべ園

　7月１日～９月３０日　毎週土曜日　14：00～15：00　

　長尾荒阪2-3545(ＪＲ長尾駅　徒歩１5分)

　９月２３日（土）9：00～17:00

　長尾荒阪2-3545（ＪＲ長尾駅　徒歩１5分）

　　　　　　　　ワラシベカイ　　ワラシベエン　　　　　　　シンアイ　シンガクジュク　サギョウショ

　社会福祉法人　心愛　心学塾　作業所

　9月16日(土）　9:30～15:00

　大峰元町１丁目21-5（京阪バス　西四辻徒歩１０分

14

　中学生～社会人

　昼食代(1,000円)動きやすい服装（昼食と交通費500円は支給）

15

　昼食代(1,000円)動きやすい服装（交通費500円は支給）

　中学生～社会人

16

　上履き　動きやすい服装

　高校生～社会人

17

　高校生～社会人

   上履き  動きやすい服装

18

　高校生～社会人

   上履き　動きやすい服装

　長尾荒阪2-3545（ＪＲ長尾駅　徒歩１5分）

　　　　　　　　ワラシベカイ　　ワラシベエン

　社会福祉法人　わらしべ会　わらしべ園

　　　　　　　   ワラシベカイ　　ワラシベエン

　社会福祉法人　わらしべ会　わらしべ園

　７月９日 ８月１３日 ９月１０日(第二日曜)13:30～15:30

13

　上履き、エプロン　動きやすい服装（食事は屋台で支給）

　中学生～社会人

　８月２１日（月）～８月２３日（水）　9:30～16:30

　高田２丁目40-1（京阪バス野口徒歩5分）

　
　社会福祉法人　バルツァ事業会

　　　　　　    　シンアイ　シンガクジュク　サギョウショ

　社会福祉法人　心愛　心学塾　作業所

　8月26日(土）　9:30～15:00

　大峰元町１丁目21-5（京阪バス西四辻徒歩１０分）

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

毎年恒例の余暇活動行事で「流しそうめん」をみんなで楽し

みます。設営、調理、飲食、片付けをします。 

土曜余暇活動で「所内レクリエーション」をします。皆で

ゲームをし、昼食.おやつを食べ、楽しみます。 

わらしべ園で月一回行っている外部講師を招いて、ヨガ活動

での補助をしていただきます。 

毎週土曜日に行っている知的障害者柔道での補助をお願い

します。経験者でも未経験者でも大歓迎です。 

わらしべ園ののど自慢大会と食事会で、補助をしていただ

きます。「これぞ、わらしべ」が今年のテーマです。 

＊事前オリエンテーションが必要です。 

夏祭りで屋台のお手伝いや、利用者と一緒に盆踊りの付添い

をお願いします。夏の楽しい思い出作りを一緒にしましょう。 

＊事前オリエンテーションが必要です。 

サール・ナート デイサービスセンター 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 　小学生（保護者付添）、専門学生～社会人 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

20

　長靴   軍手　動きやすい服装

21

   動きやすい服装(汚れてもよい服)

　専門学生～社会人

22

　高校生～社会人

   弁当　上履き　動きやすい服装

23

   弁当または昼食代（330円)　上履き　動きやすい服装

　中学生～社会人

24

　弁当　動きやすい服装

　専門学生～社会人

　　　　　　　　ヒムロホイクエン

19
　社会福祉法人　わらしべ会　わらしべ園

　王仁公園２－２(ＪＲ藤阪駅　徒歩１0分)

　社会福祉法人　わらしべ会　第二わらしべ園

　7月2１日～8月３1日（日は除く）　10：00～15：00　

　長尾荒阪2-3545(ＪＲ長尾駅　徒歩20分)

　　　　　　　　ワラシベカイ　　ワラシベエン 　　　　　  　　 ワラシベカイ　　ダイニワラシベエン

　乳幼児の保育の補助をしてください。

　上履き   動きやすい服装

　高校生～社会人

　社会福祉法人　氷室保育園

　7月1日～９月３０日（土・日は除く）　９：00～1７：00　

　尊延寺６丁目22-5（京阪バス　尊延寺　徒歩3分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒラカタシリツクスノキエン

　社会福祉法人　枚方市社会福祉協議会　枚方市立くすの木園

　7月3日～9月３0日（土、日以外）　10：00～15：00　

　枚方市津田東町2丁目35-1(ＪＲ津田駅　徒歩15分)

　７月１日～７月３日、９月１３日～９月３０日（火・木のみ）

枚方市内の支援学級児童が馬の世話を通して様々なことを学びに

来られます。子どもたちと一緒に楽しく遊んでくださる方を募集

します。

　8月中旬予定

　長尾荒阪2-3545(ＪＲ長尾駅　徒歩１5分)

　　　　　　　　ワラシベカイ　　アトラクト

　社会福祉法人　わらしべ会　アトラクト

　7月１日～９月３０日(土・日以外） 　9：00～16：00　

　なかなかの森　畑　　(京阪バス三之宮神社徒歩３分)

　　　　　　　　ワラシベカイ　　セルプワラシベ

　社会福祉法人　わらしべ会　セルプわらしべ

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

わらしべ園のお盆プログラムに一緒に参加していただきます。

内容は日によって異なりますが、花火等も予定しています。 

畑での収穫やお世話（水やり、草ぬき等）を一緒にお願いし

ます。１時間などの短時間でもＯＫです。無農薬で栽培して

います。 

重度知的障害者の余暇活動（散歩や創作的活動や外出）の

お手伝いをしていただきます。 

主に知的障害者の社会参加を支援する施設であり、屋外、

室内での作業や余暇活動を通して、日中活動の支援を手

伝っていただきます。 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

　東中振1-12-1(京阪本線光善寺駅徒歩12分)　中宮本町1-29（京阪バス中宮住宅前徒歩３分）

25

26

　専門学生～社会人

   昼食代(200円)上履き エプロン 軽装 主食 箸 コップ

(おかず、おやつは支給)

27

　高校生～社会人

　昼食代(300円)　動きやすい服装(食事は支給）

28

　小学生（保護者付添）～社会人

　動きやすい服装(食事は支給）

　　　　　　　　タンポポフクシカイ　 ツクシホイクエン

　社会福祉法人　たんぽぽ福祉会　つくし保育園

　７月１日（土）　15：00～20：00　

　中宮本町1-29(京阪バス中宮住宅前徒歩３分)

　上島東町6-5(京阪本線牧野駅徒歩１５分)

29

　タオル 飲食代 動きやすい服装 (交通費は上限460円支給)

　高校生～社会人

30

　弁当 上履き 動きやすい服装 運動靴 手拭き タオル 帽子

　専門学生～社会人

　8月23日（水）　9:00～17:00 　

　山之上４丁目4-14(京阪バス山之上徒歩３分)

　　　　　　　  ヒムロホイクエン

　社会福祉法人　氷室保育園

　８月５日（土）　16：00～19：00　

　尊延寺６丁目22-5(京阪バス　尊延寺　徒歩3分)

　専門学生～社会人

　７月１日～9月３０日　9：00～17：00　

　　　　　　　 　　　　  マキノホイクエン

　社会福祉法人　上島会　牧野保育園

　7月1日～８月３１日（お盆、土・日以外）　９：30～1７：00　

　上履き　動きやすい服装（食事は支給）

　夏祭りで模擬店の補助をしてください。

　　　　　　　　メグミカイ　ジョウショウジホイクエン

　社会福祉法人　めぐみ会　常称寺保育園

　　　　　　　　タンポポフクシカイ　 ツクシホイクエン

　社会福祉法人　たんぽぽ福祉会　つくし保育園

　　　　　　　　ショウトクエン　ナカブリケイアイホイクショ

　社会福祉法人　聖徳園　中振敬愛保育所

　7月25日～8月23日（８月12日～15日は除く）9:00～17:00 　

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

保育士の仕事を知ってもらうために、保育室に入って、子ど

もと一緒に遊んだり、環境を整えていただきます。 

＊事前オリエンテーションが必要 

0歳児～２歳児までの乳児保育園です。子どもたちとの生活や

遊びをともに過ごしていただけたらと思います。 

＊事前オリエンテーションが必要です。 

子どもたち、保護者と一緒に夏祭りを楽しみ、それぞれの

遊びコーナーのお手伝いをしてもらいたいと思います。 

＊事前オリエンテーションが必要です。 

地蔵盆（夏祭り）の準備と片付けのお手伝い、子どもたち

や地域の方々と交流をしてください。 

日常の保育のなかで、子どもたちと遊んだり、衣服の着脱、

食事の補助等のお手伝いをしていただきます。 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

35

　指定なし

　交通費

36

　なし

　高校生～社会人

　

　 シュワサークル　ヒルガキ

　ラポールひらかた　（京阪本線枚方市駅徒歩５分）

　

　社会福祉法人　まりも会　まりも保育園

　８月26日（土）　13:00～19:00

31

　上履き 着替え 軽装 運動靴 箸 タオル コップ(昼食おやつ支給)

　高校生～社会人

32

   弁当　動きやすい服装

　社会福祉法人　まりも会　まりも保育園

　7月3日～８月25日（土、日は除く）　9:00～17:00

　春日北町4丁目1-7(ＪＲ津田駅　徒歩１５分)

　中学生～社会人

33

　弁当　動きやすい服装

　中学生～社会人

34

　高校生～社会人

　タオル 箸 コップ 動きやすい服装（食事は支給）

　春日北町4丁目1-7(ＪＲ津田駅　徒歩１５分)

　　　　　　　　マリモカイ　マリモホイクエン

  　　　　　　　コウホクカイ　アオギリホイクエン

　社会福祉法人　交北会    青桐保育園

　７月２４日～８月２５日（土・日以外）9:00～17:00

　交北4丁目1247-1(京阪バス田口徒歩８分)

　　　　　　　　イエスカイ　クズハヒカリノコホイクエン

　社会福祉法人　イエス会　くずは光の子保育園

　7月1日～9月30日（日は除く）　9:00～17:00 　

　楠葉朝日1-22-10(京阪バス藤原美咲徒歩５分)

　　　　　　　　マリモカイ　マリモホイクエン

　  エスエーヒラカタ

　ＳＡひらかた　（手作りおもちゃ）

　８月５日・９月９日・９月３０日　10:00～12:00

　伊加賀小学校　京阪本線　光善寺駅　徒歩１５分

　手話サークル　昼柿

　８月１日・８日・２２日・２９日　10:00～12:00

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

＊事前オリエンテーションが必要です。 

日常の保育に参加して、子どもたちの生活を知っていただき

ます。一緒に夏の遊びを楽しんでください。 

保育園での活動を体験していただきます。 

日によって内容が異なります。 

夏祭りのお手伝いをしていただきます。 

おもちゃ作りや子どもの相手、植木や花の手入れ、その他し

ていただけることを相談しながらお願いします。 

初心者の方は、挨拶、日常会話、指文字などを教わってもら

います。手話に親しみを感じてもらえるように、ろうの人達

との交流も予定しています。 

伊加賀小学校での「いきいき広場」にて、小学生と一緒に牛

乳パックを使用したおもちゃ作りをしてください。作り方は

当日指導しますので未経験の方も安心して参加してください。 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



37 　 エスエーヒラカタ

　ＳＡひらかた　（手作りおもちゃ）

日時 　８月２３日　10:00～15:00 日時

場所 　枚方市立教育文化センター　京阪　御殿山駅　徒歩１０分 場所

対象 　高校生～社会人 対象

持ち物 　なし 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容　

　７月１４日・８月２５日・９月８日　13:30～15:30

41

　社会人

　動きやすい服　エプロン　交通費

42

　社会人

　汚れてもいい服　エプロン 交通費

　７月１日～９月３０日（毎週月曜日）　10:00～12:00

　交北3丁目3-10(京阪バス田ノ口団地前徒歩１０分)

　

38

　なし

　指定なし

39

　指定なし

　なし

40

　交通費　エプロン

　社会人（女性）

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　  

　あゆみ　（高齢者、障害者支援）

　７月２０日　８月１７日　９月２１日　10:00～14:00

　西禁野１丁目3-18-101 京阪バス禁野口徒歩２分

　

　  

　あゆみ　（高齢者、障害者支援）

　

　 エスエルジーアオゾラ

　ＳＬＧあおぞら　（手話）

　７月１日～９月３０日（毎週木曜日お盆以外）19:00～20:30

　菅原生涯学習市民センター　ＪＲ長尾駅　徒歩１０分

　

　ロウドク

　朗読ボランティアグループ　「コスモス」

　７月１日～９月３０日（毎週火曜日）　10:00～12:00

　養父東町50-13(京阪本線牧野駅徒歩15分)

　

　  

　あゆみ　（高齢者、障害者支援）

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

「教文子どもサイエンスフェア」に参加しておもちゃ作りを手

伝ってもらいます。小学生と一緒に牛乳パック等を使用して作

ります。作り方は当日指導しますので未経験の方も安心して参

加してください。 

初心者向けの手話レッスンや、サークル員との会話や、ろう

者とのコミュニケーションにもチャレンジしてください。自

己紹介や動機などを話してもらい個別に対応します。 

＊複数回参加していただけることを希望します。 

発声練習や資料を朗読してもらいます。専用の録音機を使っ

て声を録音し、自分の声を聞く体験もしていただきます。講

師によるレッスンも見学していただきます（対象日の午前） 

「明日花作業所」という施設で献立をたてて食材の買い物

をして料理作りをします。作った料理を一緒に食べましょ

う。 

「とうかえで」という施設で職員の指示に従って、手内職

の補助をしてもらいます。具体的にはシールはり、飾り小

物の組み立て等をしてもらいます。 

「おれんじはうす」という施設で職員の指示に従って、手内

職の補助をしてもらいます。具体的にはシールはり、クッ

キーの袋詰め等をしてもらいます。 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

　  

　マキノオモチャライブラリー

　牧野おもちゃライブラリー

　７月２７日・８月２４日・９月２８日　10:00～15:00

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　テンヤクグループ　ノギク

　点訳グループ　「野菊」

　なし

　手話サークル　ひよこ

　7月26日 8月2日.9日.23日 10:00～12:00

　津田北町２丁目25-3(京阪バス津田中学校前徒歩７分)

　指定なし

　筆記用具

48
　ヒラカタチイキカツドウエイヨウシカイ　エイヨウアドバイザー　モエ

　ひらかた地域活動栄養士会　栄養アドバイザー「萌」

　7月12日.13日 8月7日.8日.9日 12:00～15:00

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　中学生以上

　交通費、動きやすい服装　エプロン　三角巾

43

44

　昼食　交通費

　中学生～社会人（女性）

45

　昼食　交通費

　指定なし

46

　指定なし

　ラポールひらかた（京阪本線枚方市駅徒歩５分）

　7月13日.27日 8月10日.31日 9月14日 10:00～12:00

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　あゆみ　（高齢者、障害者支援）

　７月１４日・９月２０日　13:00～16:00

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　

　 マキノオモチャ　ライブラリー

　牧野おもちゃライブラリー

　７月２７日・８月２４日・９月２８日　10:00～15:00

　社会人

   動きやすい服　エプロン  交通費

47
　シュワサークル　ヒヨコ

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

師によるレッスンも見学していただきます（対象日の午前） キーの袋詰め等をしてもらいます。 

難病の方々の交流会（雑草の会）のお手伝いをしてもらいま

す。具体的には会場設営やお茶接待等をしてもらいます。 

７月１４日（金）セラピー、リハビリ等の講演会 

９月２０日（水）カラオケ大会 

年２回（７月、１２月）に開催している手作りおもちゃの

講習会の準備を手伝ってください。パーツごとに作業説明

をします。みんなで手分けして作業します。 

「プレイランド」という子どもの遊び場の運営を手伝ってくだ

さい。具体的には、オリエンテーション、会場設営、受付、子

どもの遊び相手、片付けに参加してもらいます。 

初心者の方には、点訳の基本知識から教えます。そして実際

の点訳を体験してもらいます。点訳の校正も体験していただ

きます。 

津田生涯市民学習センターで指文字や簡単な手話単語、文

章作り、手話歌などのプログラムを体験してもらいます。

ろう者との交流体験もできます。 

ラポールひらかたデイサービスセンターでの料理教室のお手

伝いです。 

利用者とお話ししながら調理してください。 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

日時 日時

場所 場所

対象 対象

持ち物 持ち物

内容 内容

　７月２日　９月３日　10:30～11:30

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　指定なし

　なし

定例会に参加していただき、どじょうすくいや、おてもやんな

どの活動に参加してください。

　交北３丁目１－５２（京阪バス中央図書館前徒歩１０分）

　中学生　高校生

　当日グループのエプロンを着用していただきます。

51
　イキイキウタタイソウハンド

　いきいき歌体操ＨＡＮＤ

　7月28日 8月25日 9月22日　11:00～14:00

49
　 ヒイラギ

　ひいらぎ　（手内職）

　7月19日 9月20日 10:15～11:45

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　指定なし

　はさみ

50
　ナルク　アマノガワクラブ

　NALC 「天の川クラブ」

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　指定なし

　弁当 交通費 白いＴシャツ 黒いズボン

52
　オモチャビョウインヒラカタ

　おもちゃ病院ひらかた　（おもちゃ修理）

　7月27日 8月24日 9月28日　10:00～15:30

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　小中学生と保護者の方、社会人

　弁当 交通費

54
　オオサカフビューティーケアセキジュウジホウシダン

　大阪府ビューティーケア赤十字奉仕団

　７月６日　９月５日　10:00～12:00

　ラポールひらかた(京阪本線枚方市駅徒歩５分)

　大学生(専門学生）以上

　タオル三枚

高齢者向けに行っているハンドケア、ホットケアを通じて、

他人の温もりを感じる体験をしてください。

53
　  

　げんきー　（演芸）

　7月28日 8月2日 13:20～14:30

ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

使用済み切手の整理など、手内職をしながら交流してくださ

い。 

「サンポエムひらかた」というデイサービスセンターでレク

リエーションとおやつ配りの手伝いをしてください。 

デイサービスの利用者と一緒に歌を歌ったり、懐かしい歌に

合わせて動きに無理のない体操などを一緒にしてください。 

認知症予防体操もしています。 

壊れたおもちゃを修理する体験をしてください。どんなふう

に修理されているのかの見学や、おもちゃ修理の診断体験も

できます。 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 



ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

府道 府道 

ラポールひらかた 

至淀屋橋 

至交野 

至京都 

メセナ 

淀 川 

枚方市駅 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 

ボランティア体験プログラム 

2017年 この夏、心の世界を広げよう 

 
 

発行 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 

   枚方市ボランティアセンター 

 

〒573-1191  

枚方市新町2－1－35  

枚方市総合福祉会館（ラポールひらかた）内 

ＴＥＬ 072－841-0181 

ＦＡＸ 072－841-0182 

e-mail volunteer@hirakata-shakyo.net 

ＵＲＬ http://www.hirakata-shakyo.net/vc/ 



ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

 

楽しいボランティアのためのお願い 

 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

 

○自分の気持ちを確認しよう 

ボランティアを有意義に行うために、「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような、「積極的

な動機」を自分の中で確認しておきましょう。 

 

○ボランティア体験する施設・グループについて学習しよう 

体験する施設・グループの特徴について、事前に社会福祉協議会へ問合せしたり、本やインターネット等で

調べておくことで、より有意義なボランティア体験となるでしょう。 

 

○不安なことや心配なことは相談しよう 

体験に関する不安なことや心配なことがあれば、気軽に社会福祉協議会へ相談しましょう。 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

○利用者の生活を尊重しよう 

体験先では、利用者の生活・活動が最優先です。「相手が何を望んでいるか」、相手の立場になって考えるこ

とが大切です。利用者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。 

 

○プライバシーを守ろう（秘密は口外しない） 

体験で知り得た利用者のことなど、個人情報は絶対に外にもらしてはいけません。利用者との話の内容や質

問内容にも十分配慮しましょう。 

 

○マナーを守ろう 

活動先には、職員やスタッフ、利用者など様々な人がいます。マナーを守って、みんなが気持ちよく活動で

きるように心がけましょう。 

また、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 

 

【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談すること。） 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 
利用者との「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。 

笑顔で挨拶を行い、自分の方から積極的に話しかけてみましょう。 

 

○施設のスタッフ、グループのメンバーから話を聞こう 
実際の体験を通して、施設・グループ・スタッフ・利用者のことなどで疑問に感じたことは、自分から積極

的に質問してみましょう。その活動に関する認識が深まり、人を支援する仕事や活動への理解も深まります。 

 

○自分の「気づき」を大切にしよう 
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。ぜひ、様々なこ

とに気づいてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 
 

○体験を振り返ろう 
自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみましょう。また学校の中でも、他の

活動を行った人もいることでしょう。体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでい

ろいろ刺激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識や考え方が深まり、

また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 
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。 

 

 

□「ボランティア活動」とは・・・ 
 

●ボランティア活動は、誰でも参加できる日常的な活動で、周囲の人や社会のために自発性にもとづいて

行うものです。 

●「ボランティア活動の４つの原則」 

①自主性、主体性 ②社会性、連帯性 ③無償性、無給性 ④創造性、開発性、先駆性 

●ボランティア活動の意義・役割 

・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 

 


