夏のボランティア体験プログラム２０１８
Let's challenge!“ちょっと”ボランティア

参加ガイド

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

※参加申込書は別紙でお配りしています。

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。

夏のボランティア体験プログラム２０１８

私にできることがある！
誰かの笑顔に出会う夏。
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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、都合のいい時間で気軽に
ボランティア体験ができる企画です。
ファミリーや友達同士での参加も大歓迎！
短時間、土日、夜間の活動もあります。

▲

実施
期間

（火）
７月１日（日）
（火）
～９月30日（日）

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。

※ボランティアセンターまで電話、またはホームページの申込み
フォームから説明会各日程の３日前までにお申込ください。
＜申込には事前説明会への参加が必要です＞

■事前説明会日程
６月→15日(金)、23日(土）、28日(木)※
７月→3日(火)※、14日(土)、26日(木）
８月→3日(金)※、4日(土)、10日(金)、21日(火)
９月→6日(木)、8日(土）

▲
②事前説明会へ参加し、
活動先を決めましょう。

★時間は13：30～14：10（※は19：00～19：40）
福祉総合センターにて

●保育園や高齢者、障害者施設での１日スタッフ体験
●里山や森の環境保護活動
●地域のカフェや癒しの小物作り
●障害がある人も使いやすい道具づくり体験

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
http://www.syakyo.or.jp/volunteer.html

など

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

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。

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！

ふれあう
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。

つくる

まもる

ボランティアと一緒に、地域での居

里山や森で自然とふれあいながら楽

場所づくりや、癒しの小物づくり、

しく環境保護活動ができます。

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。

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。

１年生から参加可

平成 30 年度

ボランティア体験プログラム
活動先一覧

４

地域の居場所でトランプ、オセロ、五目な
らべなど、みんなで一緒に楽しみましょ
う！
楽しいおうち（箕土路町）

日

時：７月６日(金)
８月３日(金)
９月７日(金）
13時30分～17時
持ち物：動きやすい服装、エプロン

１年生から参加可

小学生から参加できます！
※１～12は１年生以上、13～14は４年生以上、
15～16は５年生以上から参加できます。

１年生から参加可

１

５

地域の居場所でトランプ、オセロ、五目な
らべなど、みんなで一緒に楽しみましょ
う！
かふぇてぃえら（下池田町）

日

時：７月18日(水)、９月19日(水）
13時30分～16時
持ち物：動きやすい服装、エプロン

６

食堂ほっこり（下池田町）
日

時：７月９日(月)、23日(月)
８月13日(月)、27日(月)
９月10日(月)、24日(月) 17時30分～20時
支給されるもの：夕食
その他条件：小学生は保護者付添いが必要
グループでの参加歓迎！

乳幼児と触れ合いましょう。着替え、散歩、
２ プール、生き物の世話や掃除など。
時：７月１日～９月30日（８月13日・14日、９月
15日除く） 月～土
８時30分～13時
持ち物：上履き、水筒、エプロン、帽子、水着など
※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(自作物は歓迎）
その他条件：体験前にオリエンテーションあり
7/11,18,25,8/18は市民プールに遠足の予定

作業所で働く人と一緒に軽作業しながら交
流しましょう。心の病は誰にでもなりうる
のに誤解や偏見がつきまといます。何かを
感じとってもらえればと思います。
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、スリッパ、昼食代250円
１年生から参加可

７

幼保連携型認定こども園五風会（岸城町）

３

グループ・親子での参加歓迎！

制作やテーブルゲーム等のレクリエーショ
ンをしながら楽しく交流しましょう。ボラ
ンティア活動の第一歩として気軽に参加下
さい。

グループ・親子での参加歓迎！

誰もがありのままで自由に過ごせる場。
一緒にゲームをしたり気軽に楽しみまし
ょう。
こころの居場所（野田町）

日

１年生から参加可

グループ・親子での参加歓迎！

１年生から参加可

地域の子どもの居場所でワイワイ楽しくご
はんを食べましょう。

１年生から参加可

グループ・親子での参加歓迎！

日

時：7月21日(土)・9月22日(土)
14時～16時
その他条件：体験前にオリエンテーションあり

１年生から参加可

８

グループ・親子での参加歓迎！

様々な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しましょう。
カメラ撮影して下さる方も募集してます。
市民活動ステーションコラボラ（野田町）

結屋岸和田デイセンター（作才町）
日

時：７月１日～９月30日
月～土
10時30分～15時30分
持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

日 時：７月28日(土) ９時～17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

１年生から参加可

グループ・親子での参加歓迎！

地域密着のコミュニティーカフェで喫茶の
お手伝いやお客さんのお話相手をしてみま
しょう。

９

４年生から参加可

13

和泉葛城山の天然記念物ブナ林を守る活動
です。ミニ観察会、植栽地の下草刈り、人
工林での間伐体験をしましょう。
ブナ愛樹クラブ（和泉葛城山）

ほっとリビング 花ちゃん（戎町）

日

時：７月２日～９月27日
月・火
９時30分～14時
水・木
９時30分～13時
持ち物：動きやすい服装
支給されるもの：昼食
１年生から参加可

10

日

時：７月１日～９月27日
第１日・第３土・第４木
９時～15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
用意されるもの：道具、ヘルメット
４年生から参加可

高齢者とゲームやお話しをしたり、簡単な
お手伝いをしましょう。

14

時：７月１日～９月30日
月～金
８時45分～17時
持ち物：動きやすい服装、タオル、飲み物、
昼食代450円
１年生から参加可

11

グループ・親子での参加歓迎！

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。

やすらぎ東光デイサービスセンター（別所町）
日

グループ・親子での参加歓迎！

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(DIYに適した服、長ズボン）
その他条件：小学生は保護者付添が必要

グループ・親子での参加歓迎！

障がいがある方と一緒に簡単な手作業や木
工作品、手芸品を作ってみましょう。
就労支援B型事業所 やんちゃ倶楽部（東ヶ丘町）

日

時：７月３日～９月29日
火～土
13時～15時
持ち物：動きやすい服装

１年生から参加可

12

障がいをもつ利用者さんが内職作業や清掃
作業を丁寧に素早くこなしています。一緒
に体験してみましょう。

５年生から参加可

15

地域の方々の憩いの場で喫茶スタッフとし
て一緒にお手伝いしましょう。
別所町福祉委員会（別所町）

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15分
持ち物：上履き、動きやすい服
支給されるもの：昼食(アレルギーの対応は不可）
その他条件：小学生は保護者付添が必要

日

時：７月11日(水)、25日(水)
８月８日(水)、22日(水)
９月12日(水)、26日(水)
12時～16時
持ち物：動きやすい服装、エプロン
その他条件：体験前にオリエンテーションあり
５年生から参加可

16

地域の子どもから大人まで集う憩いの場で
喫茶スタッフとして活躍しましょう。
おしゃべり喫茶たんぽぽ（上松町）

日

時：７月４日(水)、18日(水）
８月１日(水)、15日(水)
９月５日(水)、19日(水)
13時30分～16時
持ち物：動きやすい服装、エプロン、三角巾

グループ・親子での参加歓迎！

21

高齢者とお話の相手、レクリエーションな
どスタッフのお手伝いをしましょう。
特別養護老人ホーム いなば荘（稲葉町）

中学生から参加できます！
日

※小学生から参加できる１～16と、以下の
17～29のプログラムに参加できます。

時：７月１日～９月30日
月～土
13時30分～17時
持ち物：動きやすい服装、上履き
その他条件：体験前にオリエンテーションあり

グループ・親子での参加歓迎！

17

高齢者と将棋をしたり、お話しをしたり、
簡単なお手伝いをしましょう。短時間でも
大丈夫です。

22

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。
グループホームアムール岸和田（池尻町）

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(土)

15時～17時30分

日

時：７月１日～９月30日
毎日
９時～17時
持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

グループ・親子での参加歓迎！

18

高齢者とお話しをしたり、散歩の付き添
い、掃除など簡単なお手伝いをしましょ
う。短時間でも大丈夫です。

23

一日の生活援助を体験しましょう。入浴時
の着脱介助や食事のお手伝いなど、一緒に
楽しく過ごしましょう。
通所リハビリセンター ゆうパル（尾生町）

岸和田北特別養護老人ホーム（磯上町)）
日
日

時：７月１日～９月30日
毎日
９時～17時
持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

時：７月１日～９月30日（８月９日～16日除く）
月～金（祝日除く）
13時～16時
持ち物：上履き、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

グループ・親子での参加歓迎！

19

縁日や納涼会、敬老会、手作りおやつ、
音楽療法など、日々多彩なプログラムを楽
しみに賑やかにすごしています。

24

グループホームやすらぎ（尾生町）

特別養護老人ホーム萬寿園（尾生町）
日

時：７月１日～９月30日
月～金 ９時～16時（半日でもOK）
持ち物：弁当、上履き、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

グループでの参加歓迎！

20

誕生日会などのイベントで、歌や踊り、楽
器演奏などで高齢者に楽しんでもらいまし
ょう。
白ゆりデイサービスセンター（下池田町）

日

時：７月１日～９月30日
月～土 13時30分～14時30分
持ち物：上履き
支給されるもの：お茶、茶菓子

認知症の方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。

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

25

軽作業(水道管のゴムはめ・袋詰め等）を
一緒にしましょう。
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、弁当
(水曜と第一金曜日は昼食代100円)
その他条件：体験前にオリエンテーションあり

26

親子ひろばとリビングが一緒になった、
おとなも子どもも ホッとできる居場所
です。一緒に楽しく過ごしましょう。
特定非営利活動法人

高校生から参加できます！
※小・中学生から参加できる１～29と、以
下の30～48のプログラムに参加できます。

30

介護老人保健施設 岸和田徳洲苑（三田町）

ここからKit（野田町）

日

時：７月30日(月)・８月27日(月)
９時30分～12時30分
持ち物：動きやすい服装

夏祭り(盆踊り)での遊戯手伝いや、高齢者
とのコミュニケーションを楽しみしましょ
う。

日 時：８月５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：軽食
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
グループでの参加歓迎！

27

地域の子ども達と遊んだり、夏休みの宿題
（工作・習字等）のお手伝いを一緒にしま
しょう。

31

にこにこ光明（尾生町）

日

時：７月21日、22日、26日、27日、28日
８月22日、23日、24日、25日、30日
13時30分～15時30分
持ち物：動きやすい服装

盆踊り会場の準備、盆踊りを通して高齢者
とふれあいましょう。
特別養護老人ホーム千亀利荘（積川町）

日

時：８月８日(水)～10日(金）9時30分～17時
８月11日（土･祝）
10時～20時
持ち物：弁当、動きやすい服装
支給されるもの：11日の夕食(軽食)
グループ・親子での参加歓迎！

28

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。

32

光明保育園（尾生町)
時：７月１日～９月30日
月～金 ９時～16時
持ち物：弁当、動きやすい服装、着替え
その他条件：体験前にオリエンテーションあり
7月21日(土)は夕涼み会 14時～20時

盆おどりの模擬店のお手伝いです。準備や
片づけなどを一緒にしましょう。地域の方
も参加するにぎやかなお祭りです。
特別養護老人ホーム いなば荘（稲葉町）

日

日 時：８月20日(月)・21日(火）
持ち物：動きやすい服装、上履き
支給されるもの：軽食

グループでの参加歓迎！

29

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。
放課後子ども教室わくわく山北（岡山町）

日

時：７月４日～９月26日
毎週水
（8月15日・22日・29日除く）
14時40分～16時
持ち物：上履き、動きやすい服装

時～

時

グループでの参加歓迎！

33

車いすユーザーも楽しめる試験曳き見物ツ
アーで受付や安全確保のお手伝いをしまし
ょう。
岸和田市ボランティアセンター

日 時：９月14日(金)
持ち物：動きやすい服装
支給されるもの：飲み物

13時～18時30分

グループでの参加歓迎！

34

高齢者とお話しをしたり、一日のサービス
内容をスタッフと一緒に体験してみましょ
う。
デイサービスＡＱＵＡ（沼町）

日

時：７月１日～９月29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

35

高齢者とお話しをしたり、一日のサービス
内容をスタッフと一緒に体験してみましょ
う。
デイサービス愛の家（尾生町）

日

時：７月１日～９月29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

39

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。
幼保連携型認定こども園五風会（岸城町）

日 時：７月７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、
身だしなみを心掛けてください）
支給されるもの：弁当、飲物、交通費、スタッフジャンパー
その他条件：体験前にオリエンテーションあり

40

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。
中央保育園（北町)

日

時：８月１日～９月30日
月～金 ９時～17時
持ち物：給食代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

グループでの参加歓迎！

36

５歳児と高齢者の交流の夏祭りで、出店準
備や高齢者の誘導、片付けのお手伝いをし
ましょう。
岸和田デイサービス和み館（別所町）

日

時：８月３日(金）
12時30分～16時00分
持ち物：動きやすい服装、上履き

37

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。

41

めだか保育園（土生町）
日

時：７月17日～８月17日 (８月13日～15日除く）
月～金 ９時～17時
持ち物：昼食代300円、エプロン、三角巾
服装はＴシャツ・ジャージ・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

42

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

38

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。

日

時：７月２日～９月28日（８月10日～15日除く）
月～金
９時～12時
持ち物：動きやすい服装・上履き・箸・エプロン・
三角巾、給食代250円
支給されるもの：給食
その他条件：体験前にオリエンテーションあり

43

この花こども園（春木旭町)
時：７月２日～９月28日（８月13日～16日除く）
月～金 ９時～17時
持ち物：上履き、動きやすい服装
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

乳幼児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。
天神山保育園（天神山町）

岸和田障害者共同作業所（西之内町）
日

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。

学童保育でこども達と遊んだり、職員のお
手伝いをしましょう。
やまだいふれあいの家（田治米町）

日

日

時：７月21日～９月１日（８月11日～14日除く）
月～土 ８時～18時の都合のよい時間
持ち物：動きやすい服装
支給されるもの：昼食、おやつ
その他条件：体験前にオリエンテーションあり

44

小学生たちと巨大な竹の水鉄砲を作りまし
ょう。ザリガニ釣りや木にロープを吊るし
てブランコで遊びましょう。
ビスケット(蜻蛉池公園

から参加できます！

夢の森）

日 時：７月22日(日)
10時～15時
持ち物：弁当、濡れてもよい服装
その他条件：最寄駅までの送迎可

45

専門学生・大学生

小学生の子ども達と宿泊キャンプをします。
野外調理やキャンプファイヤーなどのお手伝
いをしましょう。

※小・中・高生から参加できる１～48と、
以下の49～59のプログラムに参加できま
す。

高齢者と小学１年生の世代間交流夏祭り
で、露店のお手伝いをしましょう。

49

岸和田特別養護老人ホーム（藤井町）

ビスケット(信太山青少年野外活動センター)
日 時：９月８日(土)～９月９日(日）
持ち物：参加費4,000円(変更あり）
その他条件：体験前に事前オリエンテーションあり
信太山駅までの送迎可

日

時：７月29日(日)
10時～14時30分
持ち物：動きやすい服装、上履き
支給されるもの：軽食

親子での参加歓迎！

46

竹林整備や遊歩道づくりなどの里山を守る活
動や子ども対象イベントをしています。一緒
に活動しましょう。

高齢者とこども園の園児の世代間交流夏祭
りで、レクリエーションや簡単なお手伝い
をしましょう。

50

蜻蛉池公園夢の森つくり隊（三ヶ山町）
時：７月22日(日)、
８月４日(土)、26日(日)、
９月９日(日)、23日(日)
持ち物：弁当、動きやすい服装

岸和田デイサービスセンターフジイ（藤井町）

日

日

時：７月17日(火)･18日(水)
13時～16時
持ち物：動きやすい服装、上履き

10時～15時

親子での参加歓迎！

47

竹細工やソリ滑り、流しそうめんを作って
一緒に遊びましょう。

51

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。
リーブルデイサービス岸和田（土生町）

蜻蛉池公園夢の森つくり隊（三ヶ山町）
日

時：７月８日(日) 竹ヒゴで虫かご作り
８月５日(日) 竹ソリ滑り、流しそうめん
９時～15時
持ち物：弁当、動きやすい服装

48

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。
リビングほしがおか（荒木町）

日

時：７月１日～９月30日(８月11日～15日除く）
月・水・金・日
９時～16時
持ち物：上履き、動きやすい服装

日

時：７月１日～９月30日
月～金
９時30分～16時00分
持ち物：弁当、上履き、動きやすい服装

グループでの参加歓迎！

52

子どもと一緒に過ごしてみましょう。プー
ル遊びのお手伝いもしてみましょう。

57

城東保育園（三田町）
日

時：７月９日～８月31日
月～金
9時～12時または16時
持ち物：動きやすい服装、弁当
その他条件：女性のみの募集
検便検査をうけて結果の提出が必要

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。
岸和田支援学校（土生町）

日

時：７月６日～７月22日、８月27日～９月６日
月～金
9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
その他条件：体験前にオリエンテーションあり
（７月６日(金)15時30分なるべく参加のこと）
グループでの参加歓迎！

53

障がいを持った子ども達と勉強したり、遊
んだり、夏の行事（水遊びや夏祭り）を楽
しみましょう。

58

児童デイサービス ばらの木（中井町・別所町）
日

時：７月21日～８月31日
10時～18時30分
中井町 月･火･水･木･土
別所町 月～土
持ち物：動きやすい服装、筆記用具、水着、水筒
支給されるもの：食事、交通費(要相談）
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。
岸和田支援学校（土生町）

日 時：７月23日(月) 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
（７月６日(金)15:30なるべく参加のこと）
グループでの参加歓迎！

54

障がい児の余暇支援を行っています。子ど
も達と公園や水遊び、クッキングをめいい
っぱい楽しみましょう。

59

岸和田学園（三田町）

ほっとスペースあん（上野町東）
日

時：７月21日～８月31日（７月28日を除く）
月～土
10時～17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

55

障がいをもった子ども達と水遊びをしたり、
外出の際の付添をしましょう。事業所内での
お手伝いもお願いします。
ＩＬＩＳ ＣＬＵＢ岸和田（土生町）

日

時：７月21日～８月31日
毎日
10時～15時30分
持ち物：動きやすい服装、着替え
支給されるもの：昼食、飲み物

56

住民主体の気軽な喫茶で地元の高齢者とお
しゃべりしたり、喫茶のお手伝いをしまし
ょう。
ほっとリビング西之内（西之内町）

日

時：８月２日(木)、19日(日)
10時～12時
持ち物：動きやすい服装、上履き

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19日(日)
10時～14時
持ち物：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

