
　　　　　　　社会福祉法人　豊中市社会福祉協議会

平成30年度（2018年度） 

豊中のボランティアイメージキャラクター 

「ボランちゃん」 



（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他
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施設・団体名
ペ
ー

ジ

50 他上新田社会福祉協議会 14

49 他豊島校区福祉委員会 14

48 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのぶんぶん

13

47 児
学校法人愛成会
おかまち保育園

13

46 児
社会福祉法人夢工房
夢の鳥保育園

13

45 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス

13

44 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス

12

43 児
庄内こどもの杜幼稚園

12

42 児
社会福祉法人神童福祉会
アトリオとねやま保育園

12

41 児旭丘かいせい保育園 12

40 児学校法人あけぼの学園　あけぼの保育園 11

39 児
社会福祉法人路交会　幼保連携型認定こども
園

11

38 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼのぽんぽこ保育園

11

37 児
社会福祉法人あおば福祉会
おひさま保育園

11

36 児
社会福祉法人あけぼの会　東泉丘ひだまり保
育園

10

35 児
社会福祉法人あけぼの会　豊中ひだまり保育
園

10

34 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
あけぼの風の森保育園

10

33 児
社会福祉法人あけぼの事業福祉会
豊中あけぼの保育園

10

32
身
知
精

社会福祉法人　クリエイティブサポートセンター　よーいど
ん 9

31
身
知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会　きらら作
業所②

9

30
身
知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会　きらら作
業所

9

29
身
知
精
社会福祉法人　豊中きらら福祉会　クレヨン 9

28
身
知
精

社会福祉法人愛和会
多機能型事業所　あすなろ（生活介護）

8

27
身
知
精

社会福祉法人愛和会
多機能型事業所　あすなろ

8

26 知
精

社会福祉法人コスモス福祉会コスモス豊中作
業所

8

25 知社会福祉法人　あさひ会　あさひ会作業所 8

24
身
知
精
社会福祉法人　豊中太陽会サン・スマイル 7

23 高総合支援施設　みずほ・おおぞら② 7

22 高総合支援施設　みずほ・おおぞら① 7

21 高ピグマリオン　ヒュッテ泉丘 7

20 高ピグマリオン　ヒュッテ上野 6

19 高特別養護老人ホーム　清豊苑 6

18 高
社会福祉法人愊美会
特別養護老人ホームサラージュ豊中②

6

17 高
社会福祉法人愊美会
特別養護老人ホームサラージュ豊中

6

16 高
社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団
特別養護老人ホーム　永寿園とよなか

5

15 高
社会福祉法人日光会
介護老人保健施設　二葉園

5

14 高デイサービスみらい 5

13 高庄本介護予防センター 5

12 高介護老人保健施設　やすらぎ 4

11 高健康サロン　サンアドバンス緑ヶ丘③ 4

10 高健康サロン　サンアドバンス緑ヶ丘② 4

9 高健康サロン　サンアドバンス緑ヶ丘① 4

8 高
社会福祉法人愛和会　介護老人保健施設
きんもくせい　通所リハビリテーション

3

7 高
社会福祉法人愛和会　介護老人保健施設
きんもくせい

3

6 高
社会福祉法人愛和会
豊中あいわ苑デイサービスセンター

3

5 高
社会福祉法人愛和会
特別養護老人ホーム　豊中あいわ苑

3

1 高高川介護予防センター 2
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4 高豊中市立介護老人保健施設かがやき 2

3 高特別養護老人ホーム豊中千寿園 2

2 高デイサービスセンター豊中千寿園 2



2 

 

1 高 高川介護予防センター            （担当：伊藤） 

利用者の話相手やレクリエーションの手伝いをお願いします。高齢者との交流を通して、多くの

ことを学んでいただきたいと思います。 

住所 豊中市豊南町東 1-1-2 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車 徒歩 20分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

8時 45分～17時 15分 

募集対象 

募集人数 

小学 4年生以上（○要保護者付添）、 

中学生以上男女不問 4人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装、弁当 支給される物  

その他条件 子ども（小学生）向け体験プログラム、グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎 

2 高 デイサービスセンター豊中千寿園       （担当：濱口） 

通所に来られるご利用者様をゲームや体験を通じてのふれあいやサポートをお願いしたい。 

住所 豊中市東豊中町 6-10-47 交通機関 
阪急宝塚線豊中駅下車、阪急バス「東

豊中小学校前」下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  

9時 00分～17時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 1～2人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装、弁当 支給される物 なし 

その他条件 グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎、体験前のオリエンテーション参加要 

3 高 特別養護老人ホーム豊中千寿園        （担当：濱口） 

特別養護老人ホーム入居者への話し相手やゲーム等のレクリエーションの手伝い等をお願いし

ます。 

住所 豊中市東豊中町 6-10-47 交通機関 
阪急宝塚線豊中駅下車、阪急バス「東

豊中小学校前」下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日   

9時 00分～17時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上、 

男女不問 4～6人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装、弁当 支給される物 なし 

その他条件 グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎、体験前のオリエンテーション参加要 

4 高 豊中市立介護老人保健施設かがやき      （担当：山下） 

敬老会のお手伝いや入浴後のドライヤー、リハビリの輸送補助、音楽演奏や歌等趣味を活かした

活動（囲碁や将棋ができる方も歓迎です） 

住所 豊中市刀根山元町 5番 60号 交通機関 大阪モノレール線柴原駅下車徒歩 2分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～金 

10時 00分～16時 00分 

※受入できない期間 8/11～8/18 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2～3人／日 

持ち物 弁当、動きやすい服装、名札 支給される物 なし 

その他条件 
グループでの参加歓迎→9/30 のお祭りのみ、体験前に事前オリエンテーションの参

加必要、学校の課題などによる参加は不可 



3 

 

5 高 社会福祉法人 愛和会 特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑（担当：國府） 

入所者の話相手、散歩、食事の準備、後片付け、レクリエーションの手伝いなどの活動。高齢者

が好きな明るい方お待ちしております。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（連続して 4時間以上のボランティアのみ） 

その他条件 なし 

6 高 社会福祉法人 愛和会 豊中あいわ苑デイサービスセンター（担当：國府）            

書道、手芸、美術等の趣味活動やカラオケなどのお手伝いをしてくださる方。また利用者の入浴

後のドライヤー介助や配食サービス。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（連続して 4時間以上のボランティアのみ） 

その他条件 なし 

7 高 社会福祉法人愛和会 介護老人保健施設 きんもくせい （担当：國府） 

レクリエーション時のサポートやお話相手、野外への散歩やフロア外への移動見守りなどの活動。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（連続して 4時間以上のボランティアのみ） 

その他条件 なし 

8 高 
社会福祉法人愛和会介護老人保健施設 きんもくせい 通所リハビリテーション 

（担当：山岡） 

レクリエーション時のサポートやお話相手、食事の準備、片付けやフロア外への移動と見守りな

どの活動。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 
食事（連続して 4時間以上のボランテ

ィアのみ） 

その他条件 なし 
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9 高 健康サロン サンアドバンス緑ヶ丘           （担当：浦田） 

機能訓練型デイサービス業務のサポート（利用者の見守り、会話交流、レク参加、訓練の付き添

い、その他交流、清掃、雑用等） 

住所 豊中市北緑丘 1-4-7 交通機関 阪急バス永楽荘四丁目バス停徒歩１分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 ※水曜日のみ 

9時 00分～17時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 1人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 

10 高 健康サロン サンアドバンス緑ヶ丘        （担当：浦田） 

機能訓練型デイサービス業務のサポート（利用者の見守り、会話交流、レク参加、訓練の付き添

い、その他交流、清掃、雑用等） 

住所 豊中市北緑丘 1-4-7 交通機関 阪急バス永楽荘四丁目バス停徒歩１分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 ※水曜日のみ 

9時 00分～12時 30分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 1人／日 

持ち物 履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 

11 高  健康サロン サンアドバンス緑ヶ丘      （担当：浦田） 

機能訓練型デイサービス業務のサポート（利用者の見守り、会話交流、レク参加、訓練の付き添

い、その他交流、清掃、雑用等） 

住所 豊中市北緑丘 1-4-7 交通機関 阪急バス永楽荘四丁目バス停徒歩１分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

13時 30分～17時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 1人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 

12 高 介護老人保健施設 やすらぎ          （担当：西浦） 

施設内夏祭り屋台スタッフや利用者様の誘導、設営作業のお手伝いなど 

住所 豊中市豊南町東 2-6-4 交通機関 
北大阪急行江坂駅 または 

阪急宝塚線庄内駅下車 徒歩 15分 

活動 

期間 

8月 25日（土） 

13時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 課題参加不可 
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13 高 庄本介護予防センター            （担当：寺野） 

デイサービスセンターでの話し相手、見守りのボランティアを募集します。朝のお迎えから昼の

レクリエーションの時間までお付き合いください。 

住所 豊中市庄本町 3丁目 1番 15号 交通機関 阪急バス庄本駅バス停下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

9時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

小学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎 

14 高 デイサービスみらい             （担当：辻本） 

夏祭り週間として、楽しい催し物を企画していますので、お祭りムードを盛り上げるお手伝いを

お願い致します。 

住所 豊中市上野東 1-3-68 交通機関 
阪急宝塚線豊中駅下車 阪急バス梅

花前徒歩 3分 

活動 

期間 

8月 7日(火)8月 8日(水)8月 10日(金) 

13時 00分～15時 30分 

募集対象 

募集人数 

小学生以上 

男女不問 4人／日まで 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 おやつ、お茶 

その他条件 なし 

15 高 社会福祉法人日光会 介護老人保健施設 二葉園 （担当：本多） 

日常では、ご利用者のお話相手や見守りをお願いします。また、納涼祭での出し物を提供して頂

けれると幸いです。 

住所 豊中市二葉町 2-5-3 交通機関 阪急神戸線神崎川駅下車徒歩 13分 

活動 

期間 

8月 1日～9月 30日  月～土 

9時 30分～17時 30分 

募集対象 

募集人数 

小学生（○要保護者付添） 

専門学生、大学生、社会人、65歳以

上の方、男女不問 5人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 ご利用者の話し相手ができる方 

16 高 豊中市立養護老人ホーム永寿園とよなか     （担当：家村） 

毎年恒例の入居者様と地域の親子様へ向けた夜店祭りのお店番をお願いできませんか？懐かし

いイベントが盛りだくさんです。 

住所 豊中市新千里南町 3-2-122 交通機関 
北大阪急行線桃山台駅下車徒歩 15 分 

バス停東泉丘小学校徒歩 5分 

活動 

期間 

8月 10日（金） 

16時 00分～20時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 10人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 軽食、飲み物 

その他条件 グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎 
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17 高 社会福祉法人愊美会 特別養護老人ホームサラージュ豊中  （担当：糟谷） 

ご利用者・入居者様のお話し相手や身の回りの簡単なお世話、一緒に楽しめるゲームや歌の披

露、演奏やマジックなどをお願いします。 

住所 豊中市庄内宝町 1-4-5 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車 徒歩 18分 

活動 

期間 

6月 1日～8月末日 月～金 

14時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

小学生（○要保護者付添）中学生以上 

男女不問 5～10人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 
子ども（小学生）向け体験プログラム、グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎、

体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

18 高 社会福祉法人愊美会 特別養護老人ホームサラージュ豊中  （担当：糟谷） 

毎月行事のお手伝いをお願いします。ご利用者様、入居者の皆さんが楽しみにしています。 

住所 豊中市庄内宝町 1-4-5 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 18分 

活動 

期間 

6月 1日～9月 30日  月～金 

14時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

小学生（○要保護者付添）中学生以上 

男女不問 10人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 
子ども（小学生）向け体験プログラム、グループでの参加歓迎、体験前に事前オリ

エンテーションが必要 

19 高 特別養護老人ホーム 清豊苑         （担当：岡田） 

高齢者施設で利用されている方の話し相手や車いす等の掃除のお手伝いをお願いします。 

住所 豊中市走井 2-8-5 交通機関 
阪急宝塚線豊中駅 宮川原橋バス

停下車徒歩 1分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～土 

10時 00分～15時 30分 

募集対象 

募集人数 

 

男女不問 5人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 交通費：上限 1000円公共交通機関利用に限る 

その他条件 なし 

20 高 ピグマリオン ヒュッテ上野         （担当：皆村） 

高齢者との話し相手やレクリエーションのお手伝い。食器洗いや片づけなど、日常の簡単な業

務をお手伝いいただきます。 

住所 豊中市上野東 1-16-3 交通機関 
阪急宝塚線豊中駅梅花高校前バス

停下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～日 

10時 00分～15時 00分 

募集対象 

募集人数 

小学生以上（○要保護者付添） 

中学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎 
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21 高 ピグマリオン ヒュッテ泉丘         （担当：山畑） 

15名以下の高齢者の方が毎日来所されます。レクリエーションや体操をスタッフと一緒に行っ

ていただきます。ゲーム・音楽・土いじりなど 

住所 豊中市東泉丘 1-2383-2 交通機関 
阪急バス緑地公園グリーンハイツ前 

バス停下車 徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 全日 

10時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 
電話で相談 

持ち物 弁当、上履き 支給される物 なし 

その他条件 なし 

22 高 総合支援施設みずほおおぞら          （担当：坂下）  

夏祭りの会場設営、入居者の付き添いや模擬店のお手伝い等のボランティアを募集します。 

住所 豊中市走井三丁目 5番 35号 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 18分 

活動 

期間 

8月 11日～8月 11日  土 

16時 00分～21時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 10人／日 

持ち物 
上履き、動きやすい服装、水筒等、

飲料水 
支給される物 

軽食 

交通費：公共交通機関利用に限り

1000円/上限 

その他条件 なし 

23 高 総合支援施設みずほおおぞら            （担当：坂下） 

入居者の余暇活動の充実のため、買い物や散歩の付き添い、趣味を活かした活動や傾聴ボランティアを

募集します。 

住所 豊中市走井三丁目 5番 35号 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 18分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～日 

13時 30分～15時 30分  

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 
上履き、動きやすい服装、水筒等、

飲料水 
支給される物 

交通費：公共交通機関利用に限り

1000円/上限 

その他条件 なし 

24 身・知・精 社会福祉法人 豊中太陽会 サン・スマイル    （担当：藤岡） 

利用者との話し相手や散歩（車いす押し）のお手伝い等。 

住所 豊中市勝部 2-18-1 交通機関 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩 15～20分 

活動 

期間 

7月 2日～9月 28日 月～木 

11時 00分～15時 00分※この間で調整 

募集対象 

募集人数 

大学生以上 

男女それぞれ 1名/日 

持ち物 動きやすい服装、上履き 支給される物 
食事：350円（お弁当支給）  

交通費：公共交通機関を利用に限り 500円/上限 

その他条件 障害福祉に興味のある方 
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25 知 社会福祉法人 あさひ会 あさひ会製作所    （担当：富田） 

利用者の方と内職・清掃活動・レザーを使った自主製品づくり。体育館での軽い運動・太鼓練

習等を体験していただきます。 

住所 豊中市岡上の町 2-2-31 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 3日～9月 28日  月～金 

10時 00分～15時 00分 

※受入できない期間 8/10～8/16 

募集対象 

募集人数 

専門学生、大学生（短大含）、社会人 

男女不問 2 人/日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 食事 

その他条件 なし 

26 知・精 社会福祉法人 コスモス福祉会 コスモス豊中作業所  （担当：川見） 

障がいのある人達の生活・作業の支援になります。主作業は紙すき、織り物、配布作業です。

天気のよい日は外に歩きに行きます。 

住所 豊中市庄内西町 1-1-3 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 7分 

活動 

期間 

7月 2日～9月 28日 月～金 

10時 00分～15時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人/日 

持ち物 
弁当、上履き、動きやすい服装、汚

れてもよい服装 
支給される物 なし 

その他条件 なし 

27 身・知・精 社会福祉法人 愛和会 多機能型事業所あすなろ （担当：國府）      

内職的な作業の補助や休憩中にはメンバーさんと共に活動を通じて楽しんでいただきたい。 

住所 豊中市寺内 1丁目 1番 10号 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 4人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 食事：連続して 4時間以上のボランティアのみ 

その他条件 なし 

28 身・知・精 社会福祉法人 愛和会 あすなろ（生活介護）  （担当：國府） 

障がい者の日中活動の中で創作活動や音楽活動等を利用者さんと一緒に楽しんでいただきたい。 

住所 豊中市寺内 1丁目 1番 10号 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 食事：連続して 4時間以上のボランティアのみ 

その他条件 なし 
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29 身・知・精 社会福祉法人 豊中きらら福祉会 クレヨン   （担当：萩原） 

タオルやクーポン貼りなどの内職作業を行っています。今年の５月に新しい場所へと移転し、

作業も広くなりました。 

住所 豊中市庄内栄町 4-12-17 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 28日 月～金 

9時 30分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

小学生（要保護者月）中学生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装、昼食代 350円 支給される物 お弁当（350円自費負担） 

その他条件 グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎 

30 身・知・精 社会福祉法人 豊中きらら福祉会 きらら作業所   （担当：大野） 

クッキー作り・畑作業・内職作業などを一緒にしませんか？小学校の空き教室を活用した作業

所で、明るいメンバー達が働いています。 

住所 豊中市新千里北町 2-19-1 交通機関 
北大阪急行線千里中央駅 

バス停下車徒歩 15～20分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日※祝日を除く 

9時 30分～16時 00分 
募集対象・人数 小学生以上 男女不問 5人／日 

持ち物 
昼食代 350円、上履き、 

動きやすい服装、動きやすい靴 
支給される物 お弁当：実費負担 

その他条件 グループでの参加歓迎、親子での参加歓迎 

31 身・知・精 社会福祉法人 豊中きらら福祉会 きらら作業所   （担当：大野） 

小学校で行われている地域のお祭りに参加しませんか？利用者さんと屋台をまわったりゲーム

をして一緒に楽しく過ごしましょう。 

住所 豊中市新千里北町 2-19-1 交通機関 
北大阪急行線千里中央駅 

バス停下車徒歩 15～20分 

活動 

期間 

8月 4日（土） 

14時 30分～19時 30分 

募集対象 

募集人数 
小学生以上 男女不問 1～3人／日 

持ち物 上履き、動きやすい靴・服装 支給される物 食事（夕食としてお弁当支給） 

その他条件 なし 

32 身・知・精 社会福祉法人クリエイティブサポートセンター よーいドン（担当：豊田） 

利用者と共にリサイクルショップ及びバザー開催の案内ビラをポスティング。コミュニケーシ

ョンをとりながら散歩。 

住所 豊中市岡町南 1-10-12 交通機関 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月・火・木 
10時 00分～14時 00分 

募集対象 

募集人数 
高校生以上 男女不問 3人／日 

持ち物 弁当（外食可）、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 
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33 児 社会福祉法人あけぼの事業福祉会 豊中あけぼの保育園（担当：植田） 

保育園での子どもの様子を知り、一緒に遊んだり生活のお世話をしたりなど、チャレンジしてみませんか？ 

住所 豊中市城山町 1丁目 2番 25号 交通機関 阪急宝塚線曽根駅下車徒歩 7分 

活動 

期間 

8月 16日～8月 31日 月～金 

9時 00分～17時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事：給食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便をうけて結果の提出が必要 

34 児 (社)あけぼの事業福祉会 あけぼの風の森保育園  （担当：越智） 

0・1・2才児の子どもたちと遊んだり、生活面のお世話をしていただきます。子どもが大好きな方をお待

ちしています。 

住所 豊中市上野西 4丁目 5番 62号 交通機関 阪急宝塚線豊中駅春日橋バス停下車徒歩 5 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

9時 00分～17時 00分 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 4人／日 

持ち物 
動きやすい服装、エプロン、三角巾、外履、

帽子、水筒 
支給される物 食事：給食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 

35 児 社会福祉法人 あけぼの会 豊中ひだまり保育園（担当：酒井） 

豊中ひだまり保育園で、子どもたちと楽しくのびのびと関わり、保育士の仕事内容を体験してください。 

住所 
豊中市岡上の町 2-1-8 ハートパレッ

ト 2Ｆ 
交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車 徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～土 

7時 00分～19時 00分 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 
昼食代 300円、動きやすい服装、水筒、箸、

外靴、エプロン、三角巾 
支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 

36 児 社会福祉法人 あけぼの会 東泉丘ひだまり保育園  （担当：青木） 

各年齢児のクラスに入って頂き、子どもたちと一緒に遊んだり、配膳、食事介助や片づけ、身

の回りのお世話をしていただきます。 

住所 豊中市東泉丘 2-12-18 交通機関 北大阪急行線桃山台駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

8月 1日～9月 30日※8/13～8/15以外 

9時 00分～17時 00分 

※その他行事日受入れ不可あり 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装、エプロン、三角巾、お箸等 支給される物 食事：昼食がでます 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要、学校

の課題などによる参加は不可 
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37 児 社会福祉法人あおば福祉会 おひさま保育園      （担当：菊池） 

子どもと一緒に遊んだり、食事・排泄・着脱・午睡などを手伝って頂きます。生後 2 ヵ月から

就学前までの乳幼児を年齢別に保育します。 

住所 豊中市夕日丘 1丁目 13番 15号 交通機関 阪急宝塚線岡町駅下車 徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 17日～8月 31日 月～金 

9時 00分～17時 00分※8/13～8/15、8/22以外 

募集対象 

募集人数 

小学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事 

その他条件 検便検査をうけて結果の提出が必要 

38 児 社会福祉法人 あけぼの事業福祉会 あけぼのぽんぽこ保育園  （担当：武田） 

0 歳児から就学前までの子ども達と関わったり、保育園での様子や保育士の仕事を体験して頂

きます。たくさんの参加をお待ちしています。 

住所 豊中市西緑丘 2丁目 4番 1号 交通機関 
大阪モノレール線少路駅下車徒歩15分 

千里中央駅緑丘バス停下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 17日～8月 24日  月～金 

9 時 00分～17時 00分※8/13～8/15以外 

募集対象 

募集人数 

高校生以上  

男女不問 4～6人／日 

持ち物 
上履き、動きやすい服装、エプロン、三角巾、

お箸、三角巾、外靴 
支給される物 食事 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 

学校の課題などによる参加は不可 

39 児 社会福祉法人路交館 幼保連携型認定こども園 北丘聖愛園     （担当：白山） 

乳児はグループ担当者制、幼児は異年齢のたてわりクラスで過ごしています。活動を通して子ども達の世界を経験して下さい。 

住所 豊中市新千里北町 1-18-1 交通機関 北大阪急行線千里中央駅下車徒歩 10～15 分 

活動 

期間 

7月 2日～8月 24日 月～土 

9時 30分～17時 00分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2～3人／日 

持ち物 
昼食代 500円、上履き、動きやすい服装、

タオル、着替え、帽子、運動ぐつ 
支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 

40 児 学校法人あけぼの学園 あけぼの保育園        （担当：森本） 

実際の保育の現場に入ってもらい、排泄の介助、遊びを通して共に生活をし保育者の補助をしていただきます。 

住所 豊中市南桜塚 2-14-7 交通機関 阪急宝塚線曽根駅下車 徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 24日～8月 31日 

9時 00分～16時 30分※8/8～8/16を除く 

募集対象 

募集人数 

専門学生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装、水筒 支給される物 なし 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要、学校

の課題などによる参加は不可 
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41 児 旭丘かいせい保育園              （担当：安積） 

日常では、1～5歳児クラスでの保育補助や園庭清掃など。7月 21日（土）の夏祭りでは、お手伝

いをお願いします。 

住所 豊中市夕日丘 1-2-11 交通機関 
阪急バス熊野田小学校前 

バス停下車徒歩 3分 

活動 

期間 

7月 10日～8月 31日   月～金 

9時 00分～14時 00分 

募集対象 

募集人数 

専門学生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 昼食代（200 円）、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要、学校の

課題などによる参加は不可 

42 児 社会福祉法人 神童福祉会 アトリオとねやま保育園  （担当：稲垣） 

0～5 歳までの元気いっぱいの子どもたちがいる保育園です。子どもたちと楽しく過ごしてほしい

と思います。 

住所 豊中市刀根山 4-1-1 交通機関 阪急宝塚線豊中・蛍池下車徒歩 13分 

活動 

期間 

7月 2日～9月末日 月～金 

9時 00分～18時 00分（8/26～8/31、9/1～9/8 以外） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 6人／日 

持ち物 
弁当、上履き、動きやすい服装、運動靴、名

札 
支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

43 児 庄内こどもの杜幼稚園             （担当：有友） 

担任の補助を主にして頂きます。子どもと遊んだり食事介助や教材製作の手伝い等もして頂きま

す。 

住所 豊中市庄内幸町 5-22-1 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車 徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～土 

8 時 00分～17時 00分※8/10～8/21を除く 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 3～5人／日 

持ち物 昼食代（300円） 支給される物 なし 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要、学校の

課題などによる参加は不可 

44 児 社会福祉法人あけぼの事業福祉会 あけぼのドロップス（担当：藤田） 

保育活動の手伝いや軽作業。 

住所 豊中市上新田 4丁目 18番 3号 交通機関 北大阪急行線桃山台駅下車 徒歩 15分 

活動 

期間 

6月 1日～9月末日 月～土 

7：00～19時の間で調整 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 給食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 
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45 児 社会福祉法人あけぼの事業福祉会 あけぼのドロップス （担当：藤田） 

夏祭りの店番など。 

住所 豊中市上新田 4丁目 18番 3号 交通機関 北大阪急行線桃山台駅下車 徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 7日（土） 

16時 00分～20時 00分 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 4～5人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事：軽食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

46 児 社会福祉法人夢考工房 夢の鳥保育園 

福祉施設のボランティア体験を通して福祉に興味を持っていただけたらと思っています。保育士

の仕事内容を知り、子どもたちとふれあいながら、就職活動に役立つ知識を得ていただけたら幸

いです！ 

住所 豊中市服部南町 5-6-9 交通機関 阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩 12分 

活動 

期間 

7月 2日～9月 29日  月～土 

9時 00分～17時 00分（8/31～9/1 を除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 
昼食代（300円）、上履き 

動きやすい服装 
支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査結果提出要、厨房体験可能 

47 児 社会福祉法人愛成会 おかまち保育園       （担当：髙山） 

0～5歳の乳幼児施設です。子どもたちと一緒に生活しながら遊んでくださる明るく元気な方をお待ちしています。 

住所 豊中市岡町北 3-5-18 交通機関 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 2日～9月 28日  月～金 

9時 00分～16時 00分  

※日にち・時間は要相談 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 1～2人／日 

持ち物 
上履き、動きやすい服装 

外靴、エプロン 
支給される物 食事：給食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査の結果を提出必要 

48 児 社会福祉法人あけぼの事業福祉会 あけぼのぶんぶん （担当：山中） 

0～2 歳の乳児の施設です。一人一人の生活のリズムに合わせ、ゆったりとした雰囲気・安心でき

る空間を大切に共に生活して頂きます。 

住所 豊中市長興寺南 2-8-16 交通機関 阪急宝塚線曽根駅下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 2日～8月 31日  月～金 

9時 00分～17時 00分（8 月 13 日～8 月 15 日を除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

女性 3人／日 

持ち物 
動きやすい服装、エプロン、三角巾、

箸、水筒、筆記用具 
支給される物 昼食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査の結果を提出必要 
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49 他 豊島校区福祉委員会              （担当：荒木） 

「敬老の集い」の準備と後片付けをお願いします。若い人がいないので、ぜひお力を貸してくだ

さい。よろしくお願いします。 

住所 
豊島小学校  

豊中市服部西町 3丁目 6-5 
交通機関 阪急宝塚線服部天神駅下車 徒歩 10分 

活動 

期間 

9月 15日 土 

9時 00分～16時 00分 

募集対象 

募集人数 

大学生（短大含む） 

男性 3人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 

食事：昼食がでます 

交通費：公共交通機関を利用に限り

上限 1000円まで支給 

その他条件 なし 

50 他 上新田社会福祉協議会             （担当：籔床） 

0～2歳の子育て支援。幼児とのふれあい、家族とのふれあいながら、一緒に過ごす。 

住所 竹林会館 豊中市上新田 1-4-21 交通機関 北大阪急行桃山台駅下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 6日・8月 3日 金 

10時 00分～11時 30分 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装、 支給される物 なし 

その他条件 なし 

 

 


