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誰でも気軽に、楽しいボランティア活動を！

ボランティア活動をやってみたかったけどきっかけがなかった方、一歩を踏み出すタイミングがなかっ

た方、自分の時間を有効に活用したい方・・・。

このボランティア体験プログラムでは、そんな皆さんが茨木市内で、気軽にボランティア活動が体験で

きる内容をたくさん集めました。

小学生から社会人、高齢の方までどなたでも参加でき、また短時間だけでの体験

ができるものもありますので、普段忙しくてなかなか時間がとれなかった方にも

ぴったりの活動が見つかるのでは・・・。

たくさんの人との出会いは、自分の世界を広げるチャンスです。

皆さんの心の世界を広げてみませんか。

【経費等】

【申込期間】 ６月20日（木）～随時

【対象者】 小学生から社会人、ご高齢の方まで

ボランティアに関心、興味のある方ならどなたでも！

プログラムによって活動期間が異なります。

「ボランティア体験プログラム一覧」（3ページから）にて確認してください。

活動を希望される日の10日前には、必ず本市社協ボランティアセンターまで申込書をお

送りください。ただし、各プログラムには受け入れ人数が決まっています。プログラムご

とで定員になり次第募集は締め切りますので、お早めにお申し込みください。

プログラムによって参加対象が異なりますので、「プログラム一覧」でご確認ください。

なお、高校生以下の方は、「ボランティア体験プログラム参加申込書」16ページの同意

書欄への保護者署名・捺印が必要です。

交通費や食費などは、原則としてボランティア自身の負担になります。プログラム実施中

及び活動への移動中での事故を保障するボランティア保険は、事前にこちらで加入してい

ますので、事故等が発生した場合は速やかにボランティアセンターまでご連絡ください。

①プログラムを選ぶ 本冊子の3ページから12ページ「ボランティア体験プログラム

一覧」の中から、参加したいプログラムを選びます。

②参加申込書に記入する 「参加申込書」に、必要事項を記入してください。

※記入漏れのないようにご注意ください。

※高校生以下の方は【同意書】欄に保護者から署名と捺印を必

ずもらってください。

③申し込む 参加申込書と返信用封筒（82円切手を貼り、返信先を記入し

たもの）を、活動希望日の10日前までに本市社協ボランティア

センターまで持参、郵送、またはメールしてください。（メール

返信出来る場合は、返信用封筒は不要です。）

④決定通知書が届く 後日「参加決定通知書」が届いたら、必ず事前に参加する施設

に電話連絡をし、持ち物や集合時間などの確認をしてください。

⑤ボランティア活動を体験!! 活動するまでに、13ページの「楽しいボランティア活動にする

ために」をよく読んで、当日に備えましょう。

【活動期間】 令和元(2019)年7月1日（月）～通年あるいは夏季限定等いろいろ



通年 夏季限定等

1 認知症対応型デイサービス　いっぷく 3 36 じんないケアセンター喜楽 8
2 いばらきデイサービス　おさんぽ 3 37 特別養護老人ホーム春日丘荘 8
3 デイサービスセンター　静華苑 3 38 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター　豊川の郷【1】 8
4 デイサービス　ソラスト南茨木 3 39 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター　豊川の郷【2】 8
5 特別養護老人ホーム　ラガール 3 40 そんぽの家　茨木島 8

41 デイサービス　結 8
42 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点 8

6 地域生活総合支援センター　あい 3 43 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点 （ドゥライフ） 8
7 茨木ローザス 3 44 特別養護老人ホーム　聖和荘 9
8 茨木市立障害者生活支援センターともしび園 4
9 茨木市立障害福祉センターハートフル 4

45 精神保健ボランティアグループ夢ふうせん①土曜食事会 9
46 精神保健ボランティアグループ夢ふうせん②お茶会 9

10 玉島保育園 4 47 精神保健ボランティアグループ夢ふうせん③卓球交流会 9
11 なかよしわんぱく保育園 4 48 精神保健ボランティアグループ夢ふうせん④囲碁・将棋交流会 9
12 ふくろう広場 4
13 松ケ本認定こども園 4

49 茨木子ども将棋クラブ 9
50 育児サークル「アンファン広場」【1】 10

14 大池地区【1】　会食会 4 51 育児サークル「アンファン広場」【2】 10
15 大池地区【2】　いきいきサロン 4 52 こどもボランティア教室 10
16 大池地区【3】　健康づくりサロン 5 53 さくらんぼこども園 10
17 大池地区【4】　子育てサロン 5 54 ちとせ學院めぐみの森 10
18 春日地区【1】　いきいきサロン 5 55 てんのう中津保育園 10
19 春日地区【2】　子育てサロン 5 56 天王こども園【1】 10
20 沢池地区【1】　子育てサロン 5 57 天王こども園【2】 10
21 沢池地区【2】　食事会 5 58 認定こども園ちとせ學院 11
22 沢池地区【3】　ぷらっとホーム 5 59 花たちばな認定こども園 11
23 白川地区　子育てサロン 5 60 保育園　下穂積キッズ 11
24 西地区【1】子育てサロン 6 61 ほづみ保育園 11
25 西地区【2】会食サロン 6
26 西地区【3】うたごえ喫茶 6
27 西地区【4】ふれあいカフェ 6 62 太田地区　ふるさとまつり 11
28 西地区【5】地区ぷらっとホーム整備 6 63 春日地区　ふるさとまつり 11
29 耳原地区【1】　よってこ食堂　夕食会 6 64 白川地区　白川まつり 11
30 耳原地区【2】　よってこ食堂　昼食会 6 65 天王地区　ふるさとまつり 11
31 耳原地区【3】　子育てサロン 7 66 西河原地区【1】ふるさとまつり 12

67 西河原地区【2】青少年まつり 12
68 東地区　ふれあいまつり 12

32 茨木市立葦原老人デイサービスセンター 7 69 葦原地区　敬老会 12
33 介護老人保健施設　めぐみ 7 70 春日地区　敬老会 12
34 春日丘荘デイサービスセンター 7 71 春日丘地区　敬老会 12
35 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン茨木 7 72 西河原地区【3】お米炊き体験 12

73 東地区コミュニティセンターまつり 12
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令和元（2019）年度　ボランティア体験プログラム活動先

ｉｎｄｅｘ

  あなたがやってみたいこと、好きなことから体験を選んでみてください。

活動先はさまざま

高齢者関係

障がい者関係

こども関係

地区

高齢者関係（夏季期間のみ）

障がい者関係（夏季期間のみ）

こども関係（夏季期間のみ）

地区（夏季および秋季期間のみ）

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

やってみたい

これまでの

体験や経験

新しい

ボランティア

活動 発見

高齢者関係（夏季期間のみ）



1 2 いばらきデイサービス　おさんぽ
西福井4-4-22 清水1-12-9

活動
場所

活動
場所

通年  月～土曜日 通年  月～金曜日

10時～15時 10時～16時

対象
小学1年生～社会人
（小学生は要保護者付添） 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物
動きやすい服装、弁当（昼食注文
の場合は、事前に施設へお願いし
当日300円を持参して下さい）

持ち物
昼食代300円持参、
動きやすい服装

3 デイサービスセンター　静華苑 4 デイサービス　ソラスト南茨木
見付山1-11-1 天王2-4-13

活動
場所

活動
場所

阪急南茨木駅下車　徒歩3分

通年  月～日曜日 通年　月～土曜日

9時～17時 10時～16時

※1/1～1/3受入不可

対象 中学生～社会人 対象
小学1年生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　1人/日

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

5 特別養護老人ホーム　ラガール

大字安威12
活動
場所

2019/7/1～11/29(期間限定)

月～金曜日
10時～16時

対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物
動きやすい服装、弁当（弁当注文
の場合は、事前に施設へお願いし
当日500円を持参して下さい）

6 地域生活総合支援センター　あい 7 茨木ローザス
玉櫛2-5-8 片桐町8-40

活動
場所

活動
場所

阪急茨木市駅下車　徒歩10分
茨木小学校体育館

通年　月～金曜日 通年　第2・第4日曜日

9時30分～17時 15時45分～18時
※8/13～8/15・12/29～1/3受入不可 ※8月と、年末年始はお休み

対象 中学生～社会人 対象 中学生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　10人/日

持ち物 上履き、弁当、動きやすい服装 持ち物 上履き、動きやすい服装

日時

阪急南茨木駅下車　徒歩13分
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活動内容（施設から）

高齢者とのコミュニケ―
ションやレクリエーショ
ンへの参加。
また外出支援としての散
歩の付添いなど。

利用者と一緒にお話をし
たり、お散歩に出かけた
り、畑仕事を手伝っても
らったりします。

日時

活動内容（施設から）

障がい者関係　（通年）

風船バレーボールのチー
ムです。
一緒に練習を楽しみしょ
う。

※グループでの参加歓迎

JR茨木駅下車　徒歩15分

日時

活動内容（施設から）

利用者と一緒の散歩やレ
クリエーション時の手伝
い、軽作業の補助、祭り
の模擬店の店番、利用者
の買い物付添い

活動内容（施設から）

高齢者の方とのコミュニ
ケーションや将棋・囲碁
・麻雀活動のお手伝いが
メインになります。
日によっては行事イベン
トを行ってます。

※（希望者）食事支給

高齢者関係　（通年:期間限定）

阪急バス（阪急石橋行き）「清水」下車　徒歩7分

日時

デイサービス利用者との
交流、レクリエーション
への参加など。

阪急バス（87他）「茨木サニータウン」下車　徒歩5分

活動内容（施設から）

利用者とのコミュニケー
ションを中心にお茶出し
等もお願いします。

日時

認知症対応型デイサービス　いっぷく

阪急バス「福井宮の前」下車　徒歩1分

活動内容（施設から）

日時

日時

活動内容（施設から）

福祉ってどういうことですか?

でなく



8 茨木市立障害者生活支援センターともしび園 9 茨木市立障害福祉センターハートフル
西穂積町8-2 片桐町4-26

活動
場所

活動
場所

通年  月～金曜日 通年 火～土曜日　10時～15時

10時～15時30分
※12/29～1/3、祝日受入不可 

対象 高校生～社会人 対象 専門学生・大学生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男：1人/日　女：1人/日

持ち物 上履き、動きやすい服装 持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装

10 玉島保育園 11 なかよしわんぱく保育園
平田2-36-13 上穂東町1-13

活動
場所

活動
場所

通年　月～土曜日 通年　月～土曜日

8時30分～17時 9時～17時30分

対象 高校生～大学生 対象 専門学生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

女　2人/日

持ち物
上履き、
動きやすい服装

持ち物
昼食代230円持参、帽子、動きやす
い服装、運動靴

12 ふくろう広場 　 13 松ケ本認定こども園
西福井1-13-2　1階 松ケ本町4-40

活動
場所

活動
場所

JR茨木駅下車　徒歩5分

通年 月～金曜日（但し平日） 月～金曜日（但し平日）
10時30分～15時30分 ※8/10～8/18、 9時～18時
12/28～1/5、祝日受入不可

対象 高校生以上 対象 中学生～社会人

受入
人数

男女不問　1～2人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物
弁当、動きやすい服装、
裸足不可（ソックス着用の事）

持ち物
上履き、動きやすい服装、
エプロン、三角巾、外靴
（運動靴）

14 大池地区【1】　会食会 15 大池地区【2】　いきいきサロン
舟木町11-35 舟木町11-35

活動
場所

活動
場所

2019/7/25・8/22・9/26・11/21 2019/7/13・8/10・9/14・10/12・11/9・

2020/1/23・2/27・3/26　事前確認の事 12/14、2020/1/11・2/8　事前確認の事

いずれも木曜日　9時～12時　 いずれも土曜日　9時30分～12時

対象 中学生以上 対象
小学生以上
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

活動内容（施設から）

かわいい子ども達と一緒
に過ごします。
生活面のお手伝いをした
り、外遊びや散歩、制作
などをします。

※行事等の関係で弁当の
　日があります。
 （確認の上、各自持参）

JR茨木駅下車　徒歩7分

日時
活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

日時

活動内容（施設から）

日時
活動内容（地区から）

地区　（通年：日時限定）

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

地域の子どもから高齢者
まで気軽に集えるサロン
です。
マジックや折り紙等で楽
しく仲間づくりに参加し
、地域の活動を体験しま
せんか。

※グループ・親子での参加
　歓迎
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障がい者関係　（通年）

日時 ※祝日と8/12～8/20・
　12/29～1/7受入不可

こども関係　（通年）

日時 0歳から6歳までの子ども
たちが、集団の中で生活
・遊びを通して成長して
いる様子を、見て感じて
一緒に楽しんで活動して
下さい。

※事前オリエンテーショ
　ンの参加が必要
※食事支給

活動内容（施設から）

ともしび園の利用者たちは
、ボランティアの皆さんと
の出会いを楽しみにしてい
ます。
主に作業の補助やイベント
の手伝いをお願いします。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要（活動日当
　日でOK)
※給食（単位修得目的の活動の
　方は支給しません。）

近鉄バス（83・84・85）「玉島1丁目」下車徒歩7分

日時
0歳児から就学前までの園児
がいます。こども達からた
くさんの笑顔と元気、優し
さがもらえます！ぜひ体験
してみて下さい！！

※グループでの参加歓迎
※事前オリエンテーション
　の参加が必要
※健康であること
※給食・おやつ支給

阪急バス「中河原」下車　徒歩3分

日時

親子で利用されている未
就園児に、手遊びや絵本
の読み聞かせをしてもら
い、子ども達とふれあっ
て欲しいです。

活動内容（施設から）

JR茨木駅下車　徒歩20分
近鉄バス（14）「茨木弁天」又は「ゴルフ場口」下車　徒歩2分 阪急茨木市駅（西口）下車　徒歩10分

日中の生活介護プログラ
ムにおける外出の同行や
、レクリエーション活動
のお手伝いをお願いしま
す。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要

活動内容（地区から）

給食ボランティアの手作
り料理で、地域のひとり
暮らし高齢者の方と昼食
会を開催しています。
一緒に楽しい時を過ごし
ませんか。

※グループでの参加歓迎
※昼食は地区で用意します

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

日時



16 大池地区【3】　健康づくりサロン 17 大池地区【4】　子育てサロン
舟木町11-35 舟木町11-35

活動
場所

活動
場所

2019/7/24・8/21・9/25・10/23・ 2019/7/16・10/15・12/17、

11/27・12/25、2020/1/22・2/26 2020/2/18　　事前確認の事
いずれも水曜日13時～15時 事前確認の事 いずれも火曜日　9時～12時

対象 中学生以上 対象 中学生以上

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

18 春日地区【1】いきいきサロン 19 春日地区【2】子育てサロン
①上穂積2-13-30   ②春日3-12-41 上穂積2-13-30

活動
場所

活動
場所

通年①奇数月②偶数月（第2土曜日） 通年　奇数月　第3金曜日  

但し年末年始・お盆・祝日不可 2020年3月のみ祝日の為第2金曜日
13時30分～15時30分 9時30分～12時　　

対象
小学生以上
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生以上
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

20 沢池地区【1】　子育てサロン 21 沢池地区【2】食事会
南春日丘5-1-8 南春日丘5-1-21

活動
場所

活動
場所

2019/7/9・9/10・11/12、 2019/7/5・11/1,2020/1/24・3/6

2020/1/14・3/10 いずれも金曜日
いずれも火曜日　10時～12時 9時～14時

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

22 沢池地区【3】ぷらっとホーム 23 白川地区　子育てサロン
鮎川1-8-17

活動
場所

活動
場所

2019/7/4～2020/3/26　毎木曜日 毎月第4月曜日

※8/15・12/26・1/2は不可 9時～13時
13時30分～16時 ※年末年始と祝日不可

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象 中学生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

日時

地区　（通年：日時限定）

活動内容（地区から）

白川公民館　2階
京阪バス（3・6）「鮎川」下車　徒歩1分

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

沢池コミュニティセンター
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園前」下車徒歩2分

日時

①春日コミュニティセンター　JR茨木駅徒歩20分

②春日文化会館　JR茨木駅徒歩10分

活動内容（地区から）

日時 日時

日時

子育て中の親子との交流
や乳幼児の見守りをしま
す。

※グループ・親子での参
  加歓迎

子供たちが楽しく遊べて、
保護者の方がホッとくつろ
げる・・・そんな場所です
。
毎月楽しいイベント企画が
盛りだくさん！
ぜひ一緒に楽しい時間を作
って下さい。

※グループでの参加歓迎

どなたでも集まれる愉快
で楽しいカフェ～愉楽～
です。カフェのお手伝い
を通して楽しいひと時を
過ごしませんか。

日時

丘の家～愉楽
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園前」下車徒歩8分

料理好き、おしゃべり好
きな方を大募集！
愛情いっぱいのおいしい
料理を作って、高齢者の
方と一緒に楽しく食べま
しょう。

※昼食は地区で用意しま
　す。

65歳以上の高齢者が集い
交流を深める場を提供し
、ゲーム遊びや物作り、
落語や音楽を聴くなどし
て交流しています。

※グループ・親子での参
  加歓迎

南春日丘3-2-3(沢池幼稚園の隣）

沢池多世代交流センター
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園前」下車徒歩2分

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

元気いっぱいの子どもた
ちと一緒に遊んだり、お
母さんたちとお話をした
り。みんなのんびり、和
やかな雰囲気で開催して
います。子ども達と一緒
に遊んだり、見守りをお
願いします。
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日時 日時

地域の高齢者を対象とし
た健康づくりのサロンを
開催しています。歌や体
操等による介護予防にも
取り組んでいます。

※親子での参加歓迎
※昼食支給

就学前の幼児と保護者の
方を対象に、年6回子育て
サロンを開催しています
。
子どもとのふれあいや運
営に参加してみませんか
。

※親子での参加歓迎

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

春日コミュニティセンター
阪急バス（中河原南口方面行）「上穂積」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）



24 西地区【1】　子育てサロン 25 西地区【2】　会食サロン
北春日丘4-7-2　 北春日丘4-7-2　

活動
場所

活動
場所

2019/6/27・7/25・10/25、11/28、 2019/7/20・9/7・11/23・11/30、
2020/1/23　いずれも木曜日 2020/1/25・3/14・3/21 
※10月のみ金曜日 9時30分～12時 いずれも土曜日　　10時～13時

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

26 西地区【3】　うたごえ喫茶 27 西地区【4】　ふれあいカフェ

北春日丘4-6-9　　 北春日丘4-6-9　　

活動
場所

活動
場所

通年  毎月第2・第4水曜日 通年  毎週火曜日
但しお盆・年末年始・祝日は未定 但しお盆、年末年始、祝日は
13時～15時30分 要確認  12時30分～16時30分

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

28 西地区【5】　地区ぷらっとホーム整備
北春日丘4-6-9　　

活動
場所

通年　お盆、年末年始、祝日不可

毎週火曜日　　※数時間でも可

12時30分～16時30分　休憩あり

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物
動きやすい服装、軍手、帽子、
お茶（水分補給用）、タオル

29 耳原地区【1】　よってこ食堂　夕食会 30 耳原地区【2】　よってこ食堂　昼食会
耳原3-6（耳原児童遊園内） 耳原3-6（耳原児童遊園内）

活動
場所

活動
場所

通年　※但し昼食会開催時はナシ 小学校の夏・冬・春休み期間

毎月最終火曜日　14時～19時 毎週火曜日

10時～15時　※但し8/13受入不可

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

日時

活動内容（地区から）

日時

子民家よってこ
阪急バス（山手台・桑原行き）「耳原」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

子民家よってこ
阪急バス（山手台・桑原行き）「耳原」下車　徒歩5分

子どもとその保護者を対象
に、食事を伴う居場所活動
のお手伝いです。
子どもと遊んだり食事作り
を手伝ったりと出来る事を
。

※事前オリエンテーションの参
　加が必要
※小学校の夏・冬・春休み期間
　 は、時間が変わります。
　30番【2】よってこ食堂へ

子どもとその保護者を対
象に、食事を伴う居場所
活動のお手伝いです。
子どもと遊んだり食事作
りを手伝ったりと出来る
事を。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要
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日時

活動内容（地区から） 活動内容（地区から）

春日丘憩いの家
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車 徒歩5分
近鉄バス（24）「阪大東口」下車　徒歩5分

日時 日時

西公民館
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

地区　（通年：日時限定）

西公民館
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分

春日丘憩いの家
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車 徒歩5分
近鉄バス（24）「阪大東口」下車　徒歩5分

ひとり暮らし高齢者の方
が、みんなと一緒に食事
をしたり、余興や会話を
楽しむ場所です。
準備や片付けの手伝いや
楽しいお話をしません
か。

※親子での参加歓迎

就学前の子どもと保護者
の方々が、楽しんで過ご
せる場所です。♪一緒に
遊びやお話をして過ごし
てみませんか。

※親子での参加歓迎

日時

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

日時

春日丘憩いの家
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分
近鉄バス（24）「阪大東口」下車　徒歩5分

みんなで大きな声を出し
、歌ってスッキリ♪
「カラオケはちょっと・
・・」という方も一緒に
楽しんでもらえます。
喫茶のお手伝いもぜひお
願いします。

※親子での参加歓迎

子どもから高齢者までど
なたでも集える“憩い”
のカフェです。
カフェのお手伝いを通し
て楽しいひと時を過ごし
ませんか。

※親子での参加歓迎

地区ぷらっとホームの整
備として草抜き等を手伝
ってもらえませんか?
いろいろな種類の植物に
出会えるかも!?

※親子での参加歓迎



31 耳原地区【3】子育てサロン
耳原3-6（耳原児童遊園内）

活動
場所

毎週第2金曜日 ※小学校の夏・冬・

春休み期間は受入不可

9時～13時

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装

32 茨木市立葦原老人デイサービスセンター 33 介護老人保健施設めぐみ

新和町21-27 南安威2-10-17
活動
場所

活動
場所

2019/7/1～9/30（期間限定） 2019/7/1～9/30（期間限定）

月～日曜日 祝日・お盆もOK 月～土曜日

9時～16時 9時30分～12時30分

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物
弁当、上履き、
動きやすい服装

持ち物 上履き、動きやすい服装

34 春日丘荘デイサービスセンター 35
南春日丘7-11-22 水尾1-14-5

活動
場所

活動
場所

阪急茨木市駅下車　徒歩12分

2019/7/1～9/30（期間限定） 2019/7/1～9/30（期間限定）
月～土曜日 月～日曜日　祝日・お盆もOK
13時30分～15時30分 13時～15時

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　多数/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物
上履き、運動靴、ハンドタオル
動きやすい服装

持ち物 上履き、動きやすい服装

日時

日常の活動で、利用者との
ふれあいやレクリエーショ
ン、お話相手、お茶出し、
食事の準備など、お手伝い
してくださる方を募集して
います。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要
※グループでの参加歓迎

日常活動の補助やレクリ
エーションの参加、喫茶
のお手伝い、話し相手で
す。
利用者と一緒に笑顔を！
！

※グループでの参加歓迎

日時

利用者の話相手、移動介
助、お茶出し等の補助を
お願いします。

阪急バス（82.88）「安威団地」下車　徒歩5分阪急南茨木駅下車　徒歩15分

活動内容（施設から）

高齢者関係　（夏季期間のみ）

日時

活動内容（施設から）
日時

介護付有料老人ホームプレザンメゾン茨木

近鉄バス（13・24）「阪大病院前」下車　徒歩5分
大阪モノレール彩都線　阪大病院下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

お茶出しや話相手、利用
者が楽しんで頂ける様レ
クリエーションにも一緒
に参加して頂きます。

子民家よってこ
阪急バス（山手台・桑原行き）「耳原」下車　徒歩5分

地区　（通年：日時限定）

活動内容（施設から）

就学前の子どもと保護者
を対象とする子どもたち
の遊び相手や見守りのお
手伝いです。

※事前オリエンテーション
  の参加が必要
※長期休暇中はお休みです
　。30番【2】よってこ食
　堂へ来てください！！
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日時

活動内容（施設から）

?



36 37 特別養護老人ホーム春日丘荘
中津町5-3 南春日丘7-11-22

活動
場所

活動
場所

2019/8/19～8/21　月～水曜日 2019/8/6　火曜日
9時30分～15時30分 17時30分～21時

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　多数/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、
水分、タオル

持ち物
上履き、ハンドタオル、
動きやすい服装、運動靴

38 39

豊川4-35-31 豊川4-35-31
活動
場所

活動
場所

2019/7/1～9/30（期間限定） 2019/8/31　土曜日
月～土曜日　13時～16時 15時30分～19時　　

対象 中学生～社会人 対象 中学生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　10～12人/日

持ち物 上履き、動きやすい服装 持ち物 上履き、動きやすい服装

40 そんぽの家　茨木島 41

島4-8-8 沢良宜西2-2-7
活動
場所

活動
場所

2019/7/1～9/30　月～日曜日 2019/7/1～9/30（期間限定）
9時～18時　 月～土曜日

13時30分～15時

対象
小学4年生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　2～3人/日
受入
人数

男女不問　1～3人/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、弁当、
エプロン

持ち物
上履き、動きやすい服装、
水分補給用の飲み物

42 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点 43 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点
会員の利用者宅での家事支援等 東中条1-6 デイサービスドゥライフ茨木　

活動
場所

活動
場所

2019/7/10～8/30(夏季期間のみ) 2019/7/20～8/30(夏季期間のみ)
月～金曜日　10時～17時 月～金曜日　13時30分～15時

※受入不可　8/11～8/15

対象 専門学生・社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2～4人/日
受入
人数

男女不問　2～4人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 上履き、動きやすい服装

日時

JR茨木駅下車　徒歩10分
阪急茨木市駅下車　徒歩10分　　 東中条1-6
あいおいニッセイ同和損保介護研修センター3F（ナルク事務所）

デイサービスでの夏祭り
企画でゲーム進行の補助

※交通費支給（市内バス
　代程度）・食事実費
（いずれも応相談、要事前
　問合せの事）

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

夏祭り
屋台応援・ゲームイベント
応援・盆踊り参加・和太鼓
の実演1回目と2回目の移動
手伝い等、楽しく夏祭りを
盛り上げて下さい。

※グループ・親子での参加
　歓迎
※2階控え室集合

デイサービス　結

阪急南茨木駅下車　徒歩7分

大阪モノレール豊川駅下車　徒歩1分

日時

活動内容（施設から）

活動内容（施設から）

大阪モノレール　沢良宜駅下車　徒歩15分

活動内容（施設から）

日時

日時

活動内容（施設から）

日々の活動を一緒に行い
、ゲームや工作に参加し
て楽しんでもらえたらと
思います。

子育て支援（幼児の見守
り、家事支援）
高齢者・障がい者支援（
外出介助、家事支援、話
し相手）

※事前オリエンテーション
　の参加が必要
※グループでの参加歓迎
※昼をはさむ場合は、弁当
　を支給します。

ドゥライフ茨木で利用者
と一緒に夏祭りの手伝い
。
又、通常デイサービスの
体験。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要
※グループでの参加歓迎

活動内容（施設から）

日時

活動内容（施設から）

施設入居者とのふれあい

※グループ・親子での参加
　歓迎
※事前オリエンテーション
　の参加が必要

JR茨木駅下車　徒歩10分
阪急茨木市駅下車　徒歩10分
あいおいニッセイ同和損保介護研修センター4F（ドゥライフ茨木）

利用者の話し相手。
レクリエーション活動へ
の参加及び補助。

近鉄バス（13・24）「阪大病院前」下車　徒歩5分
大阪モノレール　阪大病院下車　徒歩5分

盆踊り大会
模擬店（軽食やゲームコー
ナー等）の補助、会場設営
、後片付け等。皆様のご協
力お願いします。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要
※グループでの参加歓迎
※軽食支給

阪急茨木市駅下車　徒歩7分

高齢者関係　（夏季期間のみ）
じんないケアセンター喜楽

日時日時

8

日時

大阪モノレール豊川駅下車　徒歩1分

特別養護老人ホーム・

デイサービスセンター　　豊川の郷【1】
特別養護老人ホーム・

デイサービスセンター　　豊川の郷【2】



44 特別養護老人ホーム　聖和荘
畑田町11-25

活動
場所

2019/7/1～2019/9/30（期間限定）

月～日曜日 
10時～17時

対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 弁当　上靴　動きやすい服装

45 46

片桐町4-26 片桐町4-26
活動
場所

活動
場所

2019/7/6・8/3・9/7 2019/7/10・9/11
第1土曜日 第2水曜日
10時～14時 13時～16時　

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2～3人/日
受入
人数

男女不問　2～3人/日

持ち物 昼食代　200円 持ち物 ハンカチ

47 48

片桐町4-26 片桐町4-26

活動
場所

活動
場所

2019/7/21・9/15 2019/7/7・7/21・8/4・8/18・9/1・9/15

第3日曜日 第1・第3日曜日
13時～16時 13時～16時

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2～3人/日
受入
人数

男女不問　2～3人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 特になし

49 茨木子ども将棋クラブ
駅前4-6-16

活動
場所

10時～12時　※8月はお休み

対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問  5人/日

持ち物 なし

茨木市立障害福祉センター　ハートフル
阪急茨木市駅下車　徒歩8分

日時

高齢者関係　（夏季期間のみ）

こども関係　（夏季期間のみ）

活動内容（施設から）

囲碁・将棋を通して障が
い者との交流をはかりま
す。
囲碁については指導者も
います。

9

茨木市立障害福祉センター　ハートフル
阪急茨木市駅下車　徒歩8分

日時

小学生の子どもに将棋の
指導をしたり、対局を楽
しんで下さい。

活動内容（施設から）2019/7/13（土）・9/14（土）　第2土曜日
7/28（日）・9/22（日）　　　　　第4日曜日

活動内容（施設から）

茶道の作法を習い、お茶
会を通して障がい者との
交流をはかります。

活動内容（地区から）

茨木市立障害福祉センター　ハートフル
阪急茨木市駅下車　徒歩8分

障がい者関係　（夏季期間のみ）
精神保健ボランティアグループ夢ふうせん
②お茶会

施設利用者とのコミュニ
ケーションや洗濯物をた
たんだり、食事や喫茶の
準備等をお願いしたいと
思っています。

※グループでの参加歓迎
※事前オリエンテーション
　の参加が必要

活動内容（施設から）

阪急バス「春日」下車　徒歩5分

茨木市市民活動センター会議室
阪急茨木市駅下車　徒歩15分

卓球の練習やダーツを通
して障がい者との交流を
はかります。
スポーツの苦手な方は会
話のみでも良いです。

精神保健ボランティアグループ夢ふうせん
①土曜食事会

精神保健ボランティアグループ夢ふうせん
③卓球交流会

日時 日時

活動内容（施設から）

茨木市立障害福祉センター　ハートフル
阪急茨木市駅下車　徒歩8分

日時

参加者全員で献立を考え
作り、一緒に食事をしな
がら障がい者との交流を
はかります。

日時

精神保健ボランティアグループ夢ふうせん
④囲碁・将棋交流会

?

街のことを想って

自分から



50 育児サークル「アンファン広場」【1】 51 育児サークル「アンファン広場」【2】
上郡2-12-8 松ケ本町8-30

活動
場所

活動
場所

イオンモール茨木
JR茨木駅下車　徒歩5分

2019/8/1（木）・8/7（水） 2019/7/16・8/27　火曜日

日時 8/22（木）・8/28（水） 9時～13時
　　　　　9時～13時9時～13時 　　

対象 中学生～社会人 対象 中学生～社会人

受入
人数

男女不問　2～3人/日
受入
人数

男女不問　2～3人/日

持ち物 動きやすい服装、タオル 持ち物 動きやすい服装、タオル

52 こどもボランティア教室 53 さくらんぼこども園 （就学前の子ども）

駅前4-7-55　 寺田町12-16

活動
場所

活動
場所

阪急茨木市駅下車　徒歩15分

2019/8/20　火曜日 2019/7/11～8/5(夏季期間のみ）
10時～15時30分 月～金曜日

9時～13時30分

小学校4年生～6年生と保護者
※子ども単独も可
◆スタッフ：中学生～大学生

受入
人数

男女不問 20人/日
受入
人数

男女不問 1人/日

持ち物 動きやすい服装、水分 持ち物
動きやすい服装、運動靴
昼食代150円持参

54 ちとせ學院めぐみの森（就学前の子ども） 55 てんのう中津保育園
　戸伏町13-35 中津町14-28

活動
場所

阪急茨木市駅下車　徒歩10分
阪急総持寺駅下車　徒歩12分

活動
場所

2019/7/1～9/30 月～金曜日  ※8/13～17は不可

月～金曜日　※8/13～17は不可 9時～17時

9時～16時　

対象 中学生～社会人 対象 高校生～大学生

受入
人数

男女不問 2人/日
受入
人数

男女不問　2～3人/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、
水分、外遊び用の靴
（履いて来られた靴でも可）

持ち物
上履き、動きやすい服装、
帽子、水筒、タオル、外用運動
靴、エプロン、三角巾、マスク

56 天王こども園【1】　　　 57 天王こども園【2】　　　
大正町3-16 大正町3-16

活動
場所

活動
場所

阪急南茨木駅下車　徒歩13分
JR千里丘駅下車　徒歩13分

2019/7/1～8/31　 2019/7/20　土曜日
月～金曜日  ※8/9～16は不可 16時～20時
9時～17時

対象 高校生～大学生 対象 高校生～大学生

受入
人数

男女不問  3人/日
受入
人数

男女不問　5～6人/日

持ち物

上履き、動きやすい服装、水筒、
タオル、運動靴
ジャージでの通園は禁止です。
（園で着替えて下さい。）

持ち物

上履き、動きやすい服装、
水筒、タオル、運動靴
ジャージでの通園は禁止です。
（園で着替えて下さい。）

阪急南茨木駅下車　徒歩13分
JR千里丘駅下車　徒歩13分

茨木市福祉文化会館　茨木市社会福祉協議会
阪急茨木市駅下車　徒歩10分　JR茨木駅下車　徒歩8分
4階会議室

活動内容（施設から）

社会福祉協議会ボランティ
アセンターが開催するボラ
ンティア教室です。
ぜひ参加してみて下さい
！！

※支給：昼食
※グループ・親子での参加
　歓迎
◆スタッフ募集！！

活動内容（施設から）

活動内容（施設から）

お祭りのお手伝いです。
店舗に来る子どもの対応で
店番をお願いします。
夏の思い出になる行事です
！

※食事支給
※保育に興味のある方

10

家庭で子育てしている親
子を対象に、楽しいイベ
ントを催すことにより親
子で友人を見つけ、新し
い居場所に参加してもら
う。

※グループ・親子での参加
  歓迎

活動内容（施設から）

子どもたちと一緒に遊ん
で頂いたり、安全に遊べ
るよう見守り等お願いし
ます。

※事前オリエンテーショ
  ンの参加が必要
※支給：昼食

日時
7月～8月いっぱいは、夏の遊
びを楽しみます。
水遊びやプール活動等のお手
伝いをして頂きたいと思ってい
ます。

※事前オリエンテーショ ンの
    参加が必要
※昼食・おやつ支給
※保育に興味のある方

活動内容（施設から）

こども関係　（夏季期間のみ）

阪急茨木市駅下車　徒歩7分

日時

活動内容（施設から）

子どもたちと積極的に関わ
って頂けると嬉しいです。
保育士の補助として携わっ
て頂きます。水遊びが中心
です。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要
※食事支給
※配膳等に携わる場合は、
　検便検査を受けて結果の
　提出が必要

高校生～大学生

家庭で子育てしている親
子を対象に、楽しいイベ
ントを催すことにより親
子で友人を見つけ、新し
い居場所に参加してもら
う。

※グループ・親子での参加
  歓迎

将来子どもと関わる仕事が
したい人は、是非子どもと
沢山触れ合ってその楽しさ
を感じて下さいね♪男性も
大歓迎です！

活動内容（施設から）

アル・プラザ茨木
阪急バス（80・83）「中河原」下車　徒歩5分

活動内容（施設から）

日時

日時

日時

日時

対象

日時

対象



58 59 花たちばな認定こども園（就学前の子ども）

庄2-7-35 稲葉町16-14

活動
場所

活動
場所

2019/7/22～8/30　月～金曜日 2019/7/1～9/30
9時～16時 月～金曜日 ※8/10～17受入不可

9時～17時　

対象 高校生～大学生 対象 中学生～大学生

受入
人数

男女不問　 4人/日
受入
人数

女性　3人/日

持ち物
上履き、熱中症対策、動きやすい
服装（ジャージ不可） 持ち物

上履き、動きやすい服装、水分、
昼食代300円持参

60 保育園　下穂積キッズ 61 ほづみ保育園

下穂積3-5-30 上穂積2-3-45
活動
場所

JR茨木駅下車　徒歩10分
活動
場所

JR茨木駅下車　徒歩15分

2019/7/1～9/13 2019/7/2～8/31
月～金曜日※8/13～8/16受入不可 月～土曜日
9時～17時 9時～16時

対象 中学生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問 2人/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、お茶、
コップ、運動靴、帽子

持ち物
弁当、水筒、着替え、帽子、
動きやすい服装

62 太田地区  ふるさとまつり 63 春日地区  ふるさとまつり
花園1-21-26 上穂東町5-18

活動
場所

活動
場所

2019/①7/31（水）②8/1（木）③8/2（金） 2019/8/17 　 ①12時30分～15時30分（準備）

9時～13時（準備）④8/4(日）（片付け） 土曜日　  　   ②16時30分～19時30分（イベント）

⑤8/3（土）15時～21時（当日） 　　　　　　　    ③12時30分～19時30分（終日）

対象 高校生～社会人 対象 高校生～大学生

受入
人数

男　15人/日
女　15人/日

受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

64 白川地区　白川まつり 65 天王地区　ふるさとまつり
白川1-4-1 天王2-13-57

活動
場所

活動
場所

2019/①8/3（土）・②8/4（日） 2019/8/3　土曜日
③8/3・8/4の両日共参加 （※雨天時　8/4　日曜日）
16時～21時 16時～21時30分（売り切れ次第終了）

対象 中学生～社会人 対象 中学生以上

受入
人数

男女不問　15人（多数）/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

活動内容（施設から）

保育者の補助をして頂く中
で、子ども達に寄り添い、
安心して生活が送れるよう
ご協力をお願いします。

※事前オリエンテーション
  の参加が必要
※給食・おやつ支給

活動内容（施設から）

かわいい子ども達と一緒に
遊んでみませんか?
遊びを通して人との関わり
や、生活習慣を伝えて下さ
い。

※検便検査を受けて結果の
  提出が必要
※はしか、風疹、水痘の予
  防接種済かの確認
※出来るだけ貴重品を持っ
  てこない

こども関係　（夏季期間のみ）

活動内容（地区から）

阪急バス（中河原南口方面行き）「上穂積」下車すぐ
春日小学校グラウンド

日時

11

日時

日時

活動内容（地区から）

認定こども園 ちとせ學院（就学前の子ども）

京阪バス（3・6）「白川住宅口」下車　徒歩３分
白川小学校グラウンド

ふるさとまつりで、焼ト
ウモロコシの調理と販売
をします♪
お祭りの雰囲気を感じな
がら一緒に楽しく過ごし
ませんか。

※親子での参加歓迎

活動内容（地区から）

近鉄バス（花園東和苑行き）「東和苑」下車　徒歩5分
太田小学校グラウンド

日時

毎年恒例の地域の一大イ
ベント！
模擬店の手伝いなど、イ
ベントの運営等ご協力を
お願いします。

※グループでの参加歓迎

活動内容（施設から）

子どもと楽しく過ごしませ
んか。保育ボランティアを
通じて子どもの心に寄り添
う体験をしてみて下さい。

※グループでの参加歓迎
※事前オリエンテーション
　の参加が必要

テント張り・提灯準備
（7/31～8/2）
ゴミステーション管理
（8/3）
※8/3のみ弁当・Tシャツ
　（ユニフォーム）支給
片付け（8/4）

※グループでの参加歓迎

阪急南茨木駅から（西へ）　徒歩3分
天王小学校グラウンド

活動内容（地区から）

地区内のお祭りのお手伝
いをお願いします。

※グループでの参加歓迎
※予備日8/18（日）

地区　（夏季および秋季期間のみ）

日時

阪急総持寺駅下車　徒歩8分

活動内容（施設から）

阪急茨木市駅下車　徒歩8分

日時

保育補助等の保育業務を、
保育教諭の指示の下行う。

※グループでの参加歓迎
※事前オリエンテーション
　の参加が必要
※食事支給

日時日時



66 67 西河原地区【2】　青少年まつり

西河原北町7-21 西河原コミュニティセンター

活動
場所

活動
場所

2019/7/20　土曜日 2019/8/31　土曜日

15時30分～21時 11時～14時

対象 高校生以上　　 対象
小学生以上
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　多数/日

持ち物
動きやすい服装、
お茶（水分補給用）

持ち物 動きやすい服装

68 東地区　ふれあいまつり 69 葦原地区　敬老会
鮎川2-5-23 新和町13-50

活動
場所

活動
場所

2019/7/27　土曜日 ①9/14（前日準備）土曜日

16時30分～21時 ②9/15（当日準備等）日曜日

①13時～16時　②11時～17時

対象 高校生～社会人 対象 大学生

受入
人数

男女不問　8人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物
上履き、動きやすい服装、タオ
ル、軍手

70 春日地区　敬老会 71 春日丘地区　敬老会

上穂東町5-18 中穂積3-3-43

活動
場所

活動
場所

2019/10/6　日曜日 2019/9/15　日曜日
13時～16時 13時～16時

対象 中学生以上 対象 中学生以上

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

72 73 東地区 コミュニティセンターまつり

学園町4-18

活動
場所

活動
場所

2019/11/16　土曜日 2019/11/23　土曜日（祝日）
10時～14時 　 9時30分～15時30分

対象
小学生以上
（小学生は要保護者付添）

対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　8人/日

持ち物
動きやすい服装、
お茶（水分補給用）

持ち物 動きやすい服装

12

活動内容（地区から）活動内容（地区から）

福祉活動の年間最大の事
業は敬老会です。
地区高齢者71歳以上
（1200人）に招待状を出
し、長寿を祝い住民の高
齢者への理解を深めます
。

②支給：食事、お茶

活動内容（地区から）

日時

活動内容（地区から）

日時

地域のお米炊き体験の手
伝いをお願いします。
若い力で一緒にイベント
を盛り上げて下さい。参
加を心よりお待ちしてい
ます。

※グループでの参加歓迎
※支給：軽食

日時

活動内容（地区から）

日時

地域の祭の手伝いをお願
いします。
若い力で一緒に祭りを盛
り上げて下さい。参加を
心よりお待ちしてます。

※グループでの参加歓迎
※支給：軽食

春日小学校
阪急バス（中河原南口方面行き）「上穂積」下車すぐ

活動内容（地区から）

敬老会でのお手伝いで案
内等お願いします。

日時

西河原地区【3】 お米炊き体験

西河原北町7-21

活動内容（地区から）

敬老会でのお手伝いで案
内等お願いします。

日時

日時 日時

葦原小学校体育館
近鉄バス（20・21）（南摂津駅行き）・(18)(鳥飼五久【東】行き）
「南沢良宜」下車　徒歩5分

春日丘小学校
JR茨木駅から西へ約800ｍ

地域の祭りで会場設営や
模擬店の手伝いをしませ
んか。

※グループでの参加歓迎

着ぐるみを着て、イベン
トを盛り上げて下さる方
を募集しています。

※グループでの参加歓迎
※食事はこちらで支給
　します。

西河原北町7-33　西河原小学校

近鉄バス（70・72・73）「疣水神社前」下車　徒歩5分近鉄バス（70・72・73）「疣水神社前」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

東コミュニティセンター
京阪バス「学園前」　徒歩5分

東小学校グラウンド
京阪バス「学園前」下車　徒歩10分

西河原地区【1】　ふるさとまつり

西河原コミュニティセンター
近鉄バス（70・72・73）「疣水神社前」下車　徒歩5分

地域の祭りで会場設営や
模擬店の手伝いをしませ
んか。

※グループでの参加歓迎
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①活動までに必要な事項を確認しよう
活動日までに、受け入れ先（活動場所）までの交通機関や持ち物、服装などを必ず確認しましょ

う。活動に関する不明なことや不安なことがあれば、気軽にボランティアセンターまで相談して

ください。

②無断欠席・遅刻は絶対しない
受け入れ先となる施設や団体は、ボランティアを受け入れるためにいろいろと準備をしてくれて

います。無断欠席や遅刻などは絶対にないようにお願いします。やむをえず欠席または遅刻をし

そうな場合は、必ず受け入れ先に連絡してください。

③活動しやすい服装で
活動は、人と触れ合ったり動き回ることが多いので、爪は短く切り、服装も動きやすい物にして

ください。また、貴重品等はできるだけ持参しない、あるいは自己責任で管理をしてください。

④プライバシーを守ろう
ボランティア体験で関わった方々のことなど個人的な情報は、絶対に外に漏らしてはいけません。

活動中も相手を尊重し、話の内容にも十分に配慮しましょう。

⑤受け入れ先のスタッフの指示を守ろう
ボランティア体験として活動できる内容は、各施設や団体によってそれぞれの取り組みや方針が

あり、利用者への援助の内容や目的も個々に違いますので、受入先のスタッフの指示は必ず守っ

てください。ただ、やりたいことや思うこと等があれば、事前にスタッフに相談してもらうのは

大丈夫です。

⑥利用者との“関係づくり”を大切にしよう
ボランティア活動にとって利用者との“関係づくり”は、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。そして、相手の意思や考えを尊重し、相手を理解

するように心がけましょう。

このボランティア体験での施設の利用者やスタッフ、他のボランティアとの交流は、きっとあな

たにとってプラスになると思います。

⑦自分の“気づき”を大切にしよう
ボランティア活動では、心に余裕を持ち、感受性豊かに、自分で“気づき”“感じる”ことが大

切 です。ぜひ、様々なことを感じてください。そして自分の体験や感じたことを家族や友人に話

したり、記録にまとめて振り返ってください。自分の体験を言葉や文字にすることで、自身の新

たな“気づき”にも繋がります。

QR



10月中の4日間 11月11日（月） 11月18日（月）

3月4日（水） 奇数月第２月曜日
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8月20日（火）

夏休み子ども

ボランティア講座

高齢者サポート

ボランティア講座

視覚障がい者サポート

ボランティア講座

精神保健ボランティア

入門講座

ボランティア

入門講座

ボランティア

交流会

災害ボランティア

養成講座

12月4日（水）



 

   

FAX

✉ ivc@ibaraki-csw.com

072-627-0086

FAX 072-627-0107
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