
№ 種別 施設・団体名 受け入れ可能期間 活動内容 募集対象者・人数 持ち物 
活動場所 

交通機関 

1 高齢者 社会福祉法人 ふくふく会  

グループホーム みやび 

7/22（日） 

13 時～16時 30分 

夏祭りの模擬店のお手伝い

をお願いします。 

模擬店の食べ物、支給します。 

専門学生・大学生 

社会人・その他 

男女不問  5 人 

上履き 西浦 2-1844-1 

古市駅下車 徒歩１５分 

7/29（日）・8/26（日） 

10 時～16時 

カフェのお手伝いを参加できる時間帯で  

お願いします。お昼をまたいでお手伝いして

くださった方には昼食を提供します。  

専門学生・大学生 

社会人・その他 

男女不問  1～2 人 

8/26（日） 

16 時～18時３０分 

流し素麺大会の準備・お手

伝いをお願いします。 

素麺を食事として支給します。  

専門学生・大学生 

社会人・その他 

男女不問  2 人 

2 高齢者 社会福祉法人 恵和会 

特別養護老人ホーム 

河原城苑 

7/1～9/30 

水曜日 

14 時 30分～16時 

定期的に外出活動をしています。

利用者様 3～5 人ずつドライブや外食に

出掛ける際のお手伝いをお願いします。  

専門学生・大学生 

社会人 

男女不問  2 人 

動きやすい服装 

 

河原城 927 

羽曳野市循環バス利用 

河原城苑前下車 徒歩 3分 

3 高齢者 医療法人祐青会 

グループホーム 

くすのき苑 

7/2～9/28 

月曜日～金曜日 

 

利用者様と楽しい時間を過ごす。

話し相手やレクリエーション、

外出の手伝い。昼食支給。   

中学・高校・専門・

大学生・社会人 

男女不問 ２人 

上履き 

動きやすい服装 

 

古市 5-5-13 

古市駅下車 徒歩８分 

4 高齢者 阪本織布株式会社 

ぶどうの家 

7/2～9/29 

月曜日～土曜日 

(時間帯・曜日は、相談可) 

高齢者の方々の日常生活のお手伝い

及びレクリエーションのお手伝いを

お願いします。 

小・中学・高校生 

専門・大学生・社会人 

その他 男女不問 

上履き 

動きやすい服装 

 

駒ヶ谷 404 

駒ヶ谷駅下車 徒歩すぐ 

５ 高齢者 (㈱)メディケア・リハビリ 

リハビリプラザ 

7/2～9/29 

月～土 

１３時～１５時 

デイサービスでのレクリエ

ーションの手伝い・厨房の

手伝い・利用者さんへおや

つの提供 

専門学生 

大学生 

社会人 

動きやすい

服装 

近鉄南大阪線恵我之荘駅 

近鉄バス野村下車徒歩５分 

６ 障がい者 放課後等デイサービス 

ほほえみ 

7/2～9/29 

月曜日～土曜日  

お昼の時間帯が助かります 

夏休み中は子どもたちが朝から

来られています。様々な支援を

行っています。交通費要相談。  

小・中学・高校生 

専門・大学生・社会人 

男女不問 

動きやすい服装 

 

島泉 2-3-13 

高鷲駅もしくは恵我ノ荘駅下車 

徒歩１０分 

７ 高齢者 玉手箱 8/1～9/30 

第 2 木曜日 

14 時～１5 時 

「たんぴ野」で高齢者の方々と

一緒に、楽しく歌いましょう。楽器を

演奏できる方、大歓迎です。  

小・中学・高校生 

専門・大学生・社会人 

男女不問 歌に興味のある方 

楽器（ある人） 野 66-2 

恵我之荘駅下車 

丹比壮病院循環バス利用可 



８ 高齢者 羽曳野市傾聴 

楽花生 

7/1～9/30 

(時間帯・曜日は、相談) 

 

高齢者施設を訪問し、入居

者の方々のお話を聴きま

す。 

中学・高校・専門・

大学生・社会人 

男女不問 

上履き 活動日時により異なる。 

９ 高齢者 

障がい者 

コスモス 7/2～9/28 

月曜日～金曜日 

(時間帯は、相談) 

ティッシュの空箱と綿 100％の生地を

利用して高齢者や障がい者の方々の

身体をキレイにする為の布づくりです。  

小学生 

中学生 

なし 誉田 4-1-1 羽曳野市役所

別館２階 ボランティアセンター 

古市駅下車 徒歩 7分 

10 高齢者 会食サービス・あじわい 

 

7/18（水） 

8 時 30分～14時 30分 

6５歳以上の独居高齢者対象の

まごごろ弁当を作る。 

食器や調理具の洗浄あり。 

高校生・専門学生 

大学生・社会人 

その他 女性 1人 

エプロン・上履き 

三角巾・マスク 

昼食代３００円 

誉田 1-4-4 

羽曳野市民会館 調理室 

古市駅下車 徒歩７分 

11 高齢者 ＳＡはびきの 

歌体操同好会 

 

7/2～9/30 

練習日 第１・第３月曜日 

13 時～１5 時 

練習に参加して、別日に施

設で活動体験をしていただ

きます。 

小学３年生以上（要保護者付添）

社会人 

男女 各 5人 

動きやすい服装 

 

誉田 4-1-1 羽曳野市役所

別館２階 健康ライフ訓練室 

古市駅下車 徒歩 7分 

12 高齢者 羽曳野ＩＴサポート会 7/5～9/20 

第１・第２・第３木曜日 

１３時３０～１６時３０分  

「やさしいパソコン教室」を  

受講されている方にパソコンを

教えます。 

専門学生・大学生 

社会人・その他 

男女不問 ３人 

上履き 誉田 1-4-4 

羽曳野市民会館 

古市駅下車 徒歩７分 

13 児 童 子育てサロン   

たかわし 

7/3(火)・８/8(水)・9/11(火)  

10 時～１２時 30分 

7/3：七夕飾りをつくろう 

8/8：水あそび 

9/11：ふうせんであそぼう  

不問 動きやすい服装 

 

島泉 1-16-6 

島泉幼稚園内 

高鷲駅下車 徒歩 10分 

14 児 童 子育てサロン   

はびきがおか 

7/4(水 )・9/5(水 ) 

10 時～１２時 30分 

7/4：七夕祭り製作・ 

   ブラックシアター 

9/5：金魚すくい 

専門学生・大学生 

男女不問 

動きやすい服装 

 

羽曳が丘西 2-5-1ＭＯＭＯプラザ  

古市駅もしくは藤井寺駅下車 

近鉄バス 羽曳が丘西２丁目バス停 徒歩 1 分 

15 児 童 おしゃべりサロン 

古市 

7/3(火)・9/4(火) 

10 時～１２時３０分 

7/3：七夕まつり 

9/4：人形劇鑑賞会・ 

アートバルーン 

不問 動きやすい服装 

 

古市 4-2-9 

支援センターふるいち古市複合館内 

古市駅下車 徒歩 10分 

16 保育園 羽曳野市社会福祉協議会 

あおぞら保育園 

7/1～9/30(8/13～8/18 除く)  

月曜～金曜日 

９時～１６時 

保育士の指示に従って園児たちと

一緒に遊んだり、保育援助を

お願いします。給食支給。 

高校・専門・大学生  

社会人 男女不問 

※要検便(実費) 

上履き 

動きやすい服装 

 

古市 2-2-27 

古市駅下車 徒歩１０分 

7/28（土） 

１７時～２０時 

夏祭りを開催する際の出店

の準備や片付けを含むお手

伝いをお願いします。 

高校・専門・大学生  

社会人（５０歳まで） 

男女不問 ３～４人  



 

17 保育園 羽曳野市社会福祉協議会 

ベビーハウス社協 

7/1～9/30 

月曜日～金曜日 

９時～１２時 

※事前オリエンテーション要参加 

子どもたちと一緒に遊んだ

り、保育補助、雑用、掃除

等をお願いします。 

大学生・その他 

(保育・幼児教育課程) 

※要検便(実費) 

 

動きやすい服装 

着替え・帽子

スニーカー・タオル 

高鷲 9-2-17 

高鷲駅下車 徒歩２分 

18 高齢者 生きがいサロン３号館 7/1～9/30(8/10～8/１7 除く)  

１０時～１５時 

木曜・金曜 

介護予防教室の利用の方々

とのコミュニケーションを

図る。 

高・専・大学生・社会人  

男女不問 ３～5 人 

お弁当・上履き 

動きやすい服装 

古市 1541-1 

古市駅下車 徒歩２５分 

19 高齢者 生きがいサロン５号館 7/2～9/28(7/6、8/13～8/17除く)  

火曜・水曜・木曜・金曜 

10 時～１５時 

介護予防教室の利用の方々

とのコミュニケーションを

図る。 

高校・専門・大学生  

社会人・その他 

木曜・金曜 小・中学生 可 

男女不問 

昼食代(410～600円)  

上履き 

動きやすい服装 

野 640-1 恵我之荘駅下車 

近鉄バス 野村バス停 徒歩２分 

20 高齢者 生きがいサロン６号館 7/2～9/28(8/1０～8/16 除く)  

水曜・木曜・金曜 

９時～１５時 

お元気な高齢者の方とクイ

ズやゲームを通してコミュ

ニケーションを図る。 

中学生・高校生 

専門・大学生・社会人 

女性 ４～５人 

水曜・木曜のみ昼食代(410 円)  

上履き 

動きやすい服装 

羽曳が丘 3-1-13 古市駅下車  

近鉄バス 羽曳が丘３丁目バス停  

徒歩３分 


