2018年 社会福祉協議会のプログラム一覧
Ａ

高齢者施設

B

Ｃ

障がい者施設

Ｄ 保育園

救護施設

Ｅ

地域福祉活動

★「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

●持ち物

【弁】：弁当

【グ】：グループでの参加歓迎

【￥】：費用

【親】：親子での参加歓迎

【上】：上履

【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 ◆ 当日は、動きやすい服装とタオル持参で
【×】：学校の課題等による参加不可
プログ
ラム
番号

A1

A2

施設・団体名、
活動場所（交通機関）

▼受入期間、曜日、時間
●持ち物／
支給されるもの
★募集対象、人数 ■条件
特別養護老人ホーム
地域の方も楽しみにして頂いてい ▼8月4日（土）14時～18時30分
スニーカーなどの
寿里苑
る大きな祭りです。祭りの模擬店 ★小学生（5年生以上・保護者同伴）中学生以 外靴／食事
▽小山田町４４８－２／河内 のお手伝いをしながら、当施設も 上の学生と社会人、男女可多数
長野駅または千代田駅より 知って頂けると嬉しく思います。
■【グ】【オ】（社協）【その他】体調の悪い方は
バス、福祉センターあかみ
不可
ね下車徒歩１分
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

社会福祉法人 天聖会
ケアハウスオーパス
Ａ3 ▽松ヶ丘中町1454-1／
滝谷駅下車徒歩5分
介護老人福祉施設
慈恵園 希望の丘
Ａ4-1 ▽あかしあ台２－６－１５／
千代田駅よりバス、
貴望ヶ丘下車徒歩1分
Ａ4-2
介護老人保健施設
生登会 てらもと総合
A5-1 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
A5-2

Ｂ1

ご参加ください。

活動内容、
参加者へのメッセージ

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2日～9月29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】／特にな
し

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。
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2日～9月28日、月～金、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）
▼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】／特にな
し

【弁】【上】／特にな
し

毎年恒例の納涼祭のボランティア ▼8月26日（日）、10時30分～16時
です。お気軽に参加して下さい。 ★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）
日常生活内での高齢者介助、コ
▼7月2日～9月29日、月～土、9時～16時30
ミュニケーションを中心とし、生活 分※日、祝は不可
内においての必要な家事援助活 ★大学生、社会人、男女可６人
動(洗い物等)。
■【オ】（社協、施設）

特になし／食事(屋
台)

月1回大レク(催し物)や夏祭りの飾 ▼7月2日～9月28日、水、9時～16時30分
りつけや、模擬店の準備、売り場 ※月１回、詳しくはお問い合わせください。
での活動。
★大学生、社会人、男女可6人
■【オ】（社協、施設）

【弁】【上】／特にな
し

【弁】【上】／特にな
し

救護施設 みなと寮
食事介助や入浴介助やクラブ活動 ▼7月2日～9月28日、月～金 、10時30分～16 【上】【￥】昼食代
▽河合寺４２３－１／河内長 のお手伝いをお願いします。
時
350円／特になし
野駅よりバス、葛の口下車
★大学生と社会人、男女可３人
徒歩５分
■【オ】（社協）【検】

プログ
ラム
番号

施設・団体名、
活動場所（交通機関）
地域活動支援センター
こころッと
Ｃ1-1 ▽本町１２－１８／河内長野
駅下車徒歩２分

活動内容、
参加者へのメッセージ
精神障がいのある方々に手芸(刺
し子等)を教えて頂き、談話をしな
がら一緒に作業することを楽しん
で頂きたいです。

▼受入期間、曜日、時間
★募集対象、人数 ■条件
▼7月2日～9月28日、(木)、13時30分～15時
30分、※月１回(不定)１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）

地域活動支援センター
こころッと(にぎわいプラ座)
Ｃ1-2 ▽本町１２－１８／河内長野
駅下車徒歩２分

精神障がいのある方々と一緒に卓
球を楽しんでいただきたいです。地
域の方との交流が精神障がいの
理解促進につながると考えていま
す。

▼7月2日～9月28日、(木)、13時30分～15時、 特になし／公共交
※月１回(不定)１ヶ月前の20日前後に日にち 通機関の交通費
が決定される。
★社会人、数人可
■【グ】【オ】（社協）

内職作業、印刷作業、調理、バ
ザー、お菓子作り、誕生会、交流
会。

▼7月2日～9月28日、月～金、10時～15時30 【弁】／特になし
分※8月11日～8月15日除
★大学生、社会人、男女可1人
■【オ】（社協）

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2日～9月28日、月～金、10時～16時、 【弁】【上】／特にな
※8月11日～8月15日除
し
★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）【×】

Ｃ２

Ｃ3

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１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
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

●持ち物／
支給されるもの
手芸道具(当方でも
用意しています)／
公共交通機関の交
通費

市立障がい者福祉センター 障がい者支援施設のデイサービス ▼7月2日～9月28日
【弁】／特になし
「あかみね」
事業（クラブ・教室）の活動補助。 ①月曜日=グランドゴルフ(12：45～15：00)、
▽小山田町３７９－１６／河 9月2日(日)のイベント補助。
②火曜日=カラオケクラブ(13：00～15：00)、
内長野駅または千代田駅よ
③木曜日=エンジョイくらぶ(10：30～11：30)、
りバス、福祉センターあかみ
④日曜日=イベント：9月2日(10：00～17：00)
ね下車徒歩１分
⑤日曜日=フライディングデスク(10：00～11：
Ｃ4-1
30)→月１回、第３日曜日に実施しています。
※受け入れできない期間 祝祭日・①7月16
日～8月27日休み、②第5週目休み、③第1、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）
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）

Ｃ4-2

Ｄ1

Ｄ2

▼7月2日～9月28日、月～金、10時30分～15 【弁】／特になし
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）
▼7月2日～9月28日、月～金、9時～17時
【上】エプロン／食
★高校生以上の学生、男２人女3人
事
■【オ】（社協、施設）【検】

認定こども園
保育の補助
長野こども学園
▽古野町２－１４/河内長野
駅下車５分
高向保育園
通常保育の保育補助、食事介助 ▼7月2日～9月28日、月～金、9時～17時
旭ヶ丘３４－１４／河内長野 等をお願いしようと思っています。 ★大学生、社会人、男女可3人
駅よりバス、旭ヶ丘口下車
■【オ】（社協）【検】
徒歩５分

美加の台保育園
乳児・幼児それぞれにおける保育 ▼8月1日～8月31日、月～土、9時～17時、
美加の台１-３５-７／美加の の違いを体験してもらうことができ ※8月11日～14日除
Ｄ3-1 台駅下車徒歩１５分
ます。
★中学生以上の学生と社会人、男女可3人
■【グ】【オ】（社協）【検】
夏祭りでの店番のお手伝いをして ▼7月21日(土)、15時～18時
いただきます。又、子ども(５歳児) ★中学生以上の学生と社会人、男女可８人
Ｄ3-2
も一緒に店番をするので普段の活 ■【グ】【オ】（社協）
動とは違った姿が見れます。

【\】昼食代300円
【上】／特になし

【弁】、【\】昼食代
180円(どちらでも
可)【上】／特になし
【弁】【上】／特にな
し

※地域福祉活動
民生委員児童委員協議会
大師町２６－１／河内長野
駅下車徒歩１０分
Ｅ-1 ※日程によって活動場所が
異なります。詳しくはお問い
合わせください。

民生委員・児童委員インターン
シップ・プログラム
民生委員・児童委員が担う地域福
祉活動の一旦を知ることができま
す。(原則、5日間全ての参加をお
願いします。)

▼8月16日(木)10時～12時、8月24日(金)10時 【弁】【上】／特にな
～15時、9月2日(日)10時30分～15時30分、9 し
月4日(火)13時～16時、9月6日(木)10時～16
時
★大学生のみ、男女可２人
■【オ】（社協）

1
★
対象）
日時）
場所）
定員）
費用）
持物）

3

野菜栽培の勉強会
菜園クラブ

大人
７月１９日（木） １０：００～１２：００
キックス３階大会議室
６０名
無料
筆記用具

歌体操
いきいき歌体操河内長野

対象）
日時）
場所）
定員）
費用）
服装）

大人
①７月２４日（火） ②８月２４日（金）１０：００～１１：３０
①千代田公民館 ②三日市公民館
各１０名
無料
動きやすい服装・ズボン・運動靴

手話をはじめてみませんか
手話サークル てのひら
手話や指文字の表し方、あいさつや自己紹介を手話
で表します

対象） 幼児(４歳以上)～小学３年生 保護者同伴必要：体験可
小学４～６年生
中学生
高校生～大人
日時） ①７月２７日（金） １３：３０～１５：３０
②８月 ３日（金） １３：３０～１５：３０
場所） ボランティアセンター
定員） １０名
持物） 飲み物（お茶）
費用） 無料

★
★
対象）
日時）
場所）
定員）
費用）
持物）

親子でいっしょにうどんを作ろう！！
はぐクラブ
親子の絆を育む一環として小麦粉から親子で協力し
ながらうどんを作ります。作ったうどんを試食します
幼児（４歳以上）・小学１～６年生 保護者同伴必要：体験可

７月２９日（日）①１０：００～１２：００②１３：３０～１５：３０
千代田公民館
５組：１０人（２人１組）
１組４００円（材料費・資料代）
エプロン・ハンカチ・レジャーシート（小）
ふきん・お茶・おはし
服装） 汚れてもよい服装
注意） 食物アレルギーのある方は注意してください。

は小学生が対象のプログラムです。

9

間伐体験・クラフト体験（親子で参加希望）

対象） 小学３～６年生
保護者同伴必要：体験可
中学生
高校生～大人
日時） ①７月２１日（土） ②８月１８日（土） 9：00～12：00
場所） ①岩湧の森 ②美加の台第１０緑地
定員） 各1０名
費用） 無料
持物） 滑り止め付き軍手・水分（多い目に）
服装） 帽子・長袖・長ズボン・滑りにくい靴
注意） 道具・ヘルメットは準備します 雨天中止

みんなのよく知っている歌を唱い、深呼吸・指体操を
して、身体全体を使って体操をします

7

市民の力で森づくり 間伐体験・クラフト体験

のぞいてみよう！点字の世界
河内長野点訳サークル

ＮＰＯ法人森林ボランティアトモロス
★

今からの秋野菜

★

5

2

4
★

手話を体験してみましょう
手話サークル 「さくらんぼ」
聴覚障がい者を知り、手話を体験します

対象） 幼児（４歳以上）～小学生 保護者必要：体験可
中学生
高校～大人
日時） ①７月２５日（水） １９：００～２１：００
②８月 ８日（水） １９：００～２１：００
場所） ボランティアセンター
定員） 各１０名
費用） 無料

6
★

クロモジの木とかまぼこ板を使う親子工作会
七望流天野会
かまぼこ板やつまようじの材料になるクロモジの木
の廃材等を使う親子工作会

対象） 小学１～２年生 保護者同伴必要：体験可
小学３～６年生 保護者体験可
日時） ７月２９日（日） １０：００～１４：００
場所） キックス４階食工房・創作工房
定員） ２３名 保護者同伴の場合、要参加費
費用） ５００円（昼食にざるそばが付きます）
持物） 作品持ち帰り用袋、水筒
服装） 汚れてもよい服装
注意） そばアレルギーの方はご遠慮ください

8
★

映像に字幕を付ける体験
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
映像を見て、字越こして字幕を付ける体験をします

対象） 小学４～６年生
中学生
高校生～大人
日時） ①７月３０日（月） １０：００～１２：００
②８月 ６日（月） １０：００～１２：００
場所） 障がい者福祉センター「あかみね」
定員） 各５名(パソコンが使える人）
費用） 無料
持物） 筆記用具

★

点字の基礎を学び、パソコンを使って点字を打ってみよ
う。 点字で封筒やイラスト入り名刺を作ろう！

は高校生、大学生、大人が対象のプログラムです。

★

牛乳パックで作ろう 「トイレットペーパーボックス」
かわちながの消費者協会
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！

対象） 小学１～２年生 保護者同伴必要：体験可

対象） 小学３～６年生
中学生
高校生～大人
日時） ７月３０日（月） １０：００～１２：００
場所） ボランティアセンター
定員） １０名
費用） 無料
持物） 筆記用具・飲み物

11
★

小学３～６年生 保護者同伴の場合：見学可
日時） ７月３０日（月） １４：００～１５：３０
場所） ノバティながの南館３階多目的ホール
定員） ２０名

費用） 無料
持物） 筆記用具・定規
服装） 汚れてもよい服装

おどるピエロ
ＴＯＹクラブ

対象） 小学１～３年生
保護者同伴の場合：見学可
日時） ①８月１日（水） １３：３０～１５：００
②８月９日（木） １３：３０～１５：００
場所） キックス３階大会議室AB
定員） 各３０名
費用） １００円（材料費・資料代）
持物） マジック、はさみ、セロハンテープ
服装） よごれても良い服装

13
★

★

病院でお手伝いしてみませんか？
大阪南医療センターボランティア「みなみ」
病院玄関近くでの初診・再診の方の案内や車いすの
貸し出し等、病院に来られた方のお手伝いをしよう

対象） 中学生

高校生～大人
日時） ①８月２０日（月） ②２１日（火） ③２２日(水）

いずれも ９：００～１１：３０
場所） 大阪南医療センター
定員） 各５名
費用） 無料

浴衣を着て、日本舞踊体験をしませんか
華帆会
着付をして、日本舞踊小曲を一曲稽古します

対象） 幼児（４歳以上）・小学１～３年生 保護者同伴見学可
小学４～６年生
中学生
高校生～大人
日時） ８月２３日（木） １３：００～１５：００
場所） キックス３階和室
定員） ２０名
費用） 無料
持物） 浴衣一式。なければこちらで準備します。

15

12
★

おどるピエロを作って楽しく遊ぼう

誰でも気軽に出来る健康になれる方法
かわちながの健康推進ネットワーク
身体を動かす、充電する、リラックスする、お茶を飲む、
お花を飾るなどの健康増進体験をします

対象） 小学生
保護者同伴の場合：体験可
中学生
高校生～大人
日時） ８月２６日（日） １３：００～１６：００
場所） キックス３階和室
定員） ３０名
費用） ２００円(材料費）
服装） 動きやすい服装

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

は中学生が対象のプログラムです。

10

14
★

話を要約し、書いて伝えよう！
要約筆記サークル「葉月」
話を聞いて、その場で要約して伝えることを体験しま
す

対象） 小学５～６年生

中学生
高校生～大人
日時）
場所）
定員）
費用）

16
★

８月２５日（土） １３：３０～１５：３０
ボランティアセンター
５名
無料

声優体験しませんか
河内長野リサイクル市場市民の会
市内小学校で実施している「環境紙芝居」の上演練
習等

対象） 小学３～６年生
日時）
場所）
定員）
費用）

中学生
高校生～大人
８月２８日（火） １０：００～１１：３０
キックス会議室２
1０名
無料

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）

・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。

17

野菜栽培の勉強会
菜園クラブ
秋野菜 味にこだわろう！

対象）
日時）
場所）
定員）
費用）
持物）

19
★

対象）
日時）
場所）
定員）
費用）
持物）
服装）

18
★

大人
８月３０日（木） １０：００～１２：００
キックス３階大会議室
６０名
無料
筆記用具

花づくり体験
花づくりボランティア“花の精”

対象）
日時）
場所）
定員）
費用）
持物）

20

環境NGOエコライフかわちながの
廃食油の有効利用で環境活動の体験をします
大人
９月８日（土） １０：００～１１：３０
キックス４階創作工房
２０名
無料
エプロン、マスク、ゴム手袋
あれば廃食油

野菜栽培の勉強会
菜園クラブ
これからの作業・イチゴ栽培等

花壇の手入れ、草取り、水やり、清掃作業他
大人
９月１０日（月） １０：００～１１：００
寺ヶ池公園花壇
５名
無料
手袋・お茶・帽子・タオル
汚れてもよい服装

廃食油から石けんを作ろう！！

対象） 大人
日時）
場所）
定員）
費用）
持物）

９月２７日（木） １０：００～１２：００
キックス３階大会議室
６０名
無料
筆記用具

申込みは、７月５日（木）から実施日の１週間前までです。
申込先：るーぷらざに電話で受付 ☎ ０７２１－５３－８１００
平日：午前９時～午後９時（火曜日は除く）
土・日及び国民の祝日：午前９時～午後５時３０分

平成30年
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（木）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日前まで電話で受付いたします。
（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

・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。

「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！

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

・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。

0721-65-0133
共催
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

くろまろ認定
シールがもらえます
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。）
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。

