1
2019年度
施設名

活動場所

ボランティア体験プログラム受け入れ可能施設一覧表（吹田市版）

交通機関

1

老 （社福）大阪キリスト教女子青年福祉会
シャロン千里デイサービスセンター

古江台3-9-3

（阪急千里線）北千里～（徒歩）6分

2

老 一般財団法人
吹田市介護老人保健施設

片山町2-13-25

（阪急千里線）豊津～ もしくは
（JR京都線）吹田〜（徒歩）15〜20分

活動期間
7月１日～９月30日（月～土）
（8月14日～16日除く）
9時〜17時

募集対象(人数)
条件
小学生以上(２名/日)

7月1日～9月３0日（月～金）
9時〜15時

活動内容／参加者へのメッセージ
利用者様との会話や見守り、行事のお手伝いなど。得意なこと（歌や踊り等）をして
いただける方も大歓迎です。
高齢者とコミュニケーションやレククリエーションの補助、クラブ活動の補助などお
願いします。

高校生以上(２〜3名/日)
9月14日（土）
13時30分～18時

「吹老祭」です。お祭りで、利用者さんの付き添いや模擬店などのお手伝いなど一緒
に参加してください。

千里丘北1-3-2

（ＪＲ京都線）千里丘〜（徒歩）15分

7月1日～9月３0日（月～日）
10時〜17時（うち数時間～）

高校生以上（3名/日）

高齢者の日常生活のお手伝いをお願いします。

老 グループホームヴィラコティ岸部

岸部中4-12-2-100

（ＪＲ京都線）岸辺〜（徒歩）5分

7月1日～9月３0日（月～日）
10時〜15時

高校生以上（1〜2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

入居者のお話し相手や簡単な家事支援（一緒に洗い物をしてもらうなど）をお願いし
ます。

5

老 （社福）こばと会
グループホーム たんぽぽ

山田東2-31-5

（モノレール）万博記念公園〜（徒歩）15
分

7月1日～9月３0日（月～金）
9時〜15時

中学生以上（2名/日）
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

高齢者とのコミュニケーション及び、介護補助体験。

6

老 （社福） こばと会
特別養護老人ホーム

山田西1-26-27

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）南千里
～（阪急バス）亥の子谷（徒歩)3分

7月１日～９月3０日（月～金）
9時〜15時

高校生以上（1名/日）

レクリエーションの補助や居室清掃など。

7

老 グループホームめいの家

五月が丘北6-12

（阪急千里線）南千里～（徒歩）15分

7月1日～9月30日(月〜土）
10時〜16時

中学生以上(6名/日)
グループでの参加歓迎

利用者さんとレクリエーションを楽しんだり、日常的な手伝い、散歩に出かけたりと
楽しい一日を過ごしてください。

8

老 （社福）六心会

千里山竹園1-50-18

（北大阪急行）緑地公園～（徒歩）15分

8月25日（日）
10時〜17時

専門学生以上(3〜4名/日)
グループでの参加歓迎

毎年、入居者さんと地域の方との交流の場として納涼祭を開催しています。入居者さ
んの誘導やゲームコーナーのお手伝いなどを行っていただきます。

9

老 医療法人泰山会
介護老人保健施設

山田北5－14

（阪急千里線・モノレール）山田～（徒歩） 7月1日〜9月30日（月〜日）
10分
11時30分〜13時 or 13時～15時30分

小学5年生以上(２〜8名/日)

食事おやつ前後の配膳下膳のお手伝いや、毎週金曜日に行われているコーヒー喫茶の
催しを開催しているので、その中で高齢者との交流を図っていただきます。

7月１日～９月30日（月〜土）
9時〜16時

中学生年以上(4名/日）
グループでの参加歓迎

高齢者と共にレクリエーションへの参加、傾聴活動、食事の配膳下膳など。日により
外出援助の付き添い補助もあり。時間内で短時間も可能です。

岸部北4-9-3

（阪急千里線・ＪＲ京都線）吹田～
（阪急バス）竹谷～（徒歩）５分
８月12日（月）
10時〜20時の間

中学生以上(10名/日）

盆踊り大会の準備、夜店又は付き添いを担当していただきます。受け入れ時間内で短
時間のみの活動も可能ですので、ご相談ください。

7月1日～9月30日（月〜日）
8時30分〜19時

小学5年生以上（3名/日）

デイサービスに来所されているご利用者様の活動のお手伝いやお話し相手、その他園
芸や日常業務等得意なことを活かしてください。

3

老 （社福）恵泉福祉会

4

メヌホット千里丘

いのこの里

離宮千里山

10 老 (社福）寿楽福祉会
特別養護老人ホーム

千里

寿楽荘

11 老 （社福）寿楽福祉会
吹田市立千里山西デイサービスセンター

12 老 （社福）成光苑
吹田竜ヶ池ホーム

13 老 医療法人 協和会
介護老人保健施設ウエルハウス協和

千里山西2-13-2

（北大阪急行）緑地公園～（徒歩）5分
（阪急千里線）関大前～（徒歩）10分

原町3-21-25

（JR京都線・阪急千里線）吹田～（阪急バ
ス）吹田第二中学校前 下車すぐ

岸部北1-24-2

（北大阪急行）桃山台～（送迎バス）25分
（阪急千里線）南千里～（送迎バス）20分
（JR京都線）岸辺～（送迎バス）10分
※時刻表などホームページ参照

7月5日・19日、8月2日・16日、9月6日・ 高校生以上（8人/日）
20日(金)
グループでの参加歓迎
13時30分〜1５時30分

隔週で金曜日に実施している『音楽サークル』での準備やお手伝いです。ご入居者の
方と一緒に歌を楽しみます。

８月3日(土）
12時〜16時

夏祭りの屋台で、販売のお手伝いやゲームのお手伝いをして頂きます。高齢者の方に
夏の季節を楽しんで頂くお手伝いをお願いします。

高校生以上（10人/日）
グループでの参加歓迎

7月1日〜9月30日（月〜日）
9時〜16時（時間の内で可）

日常生活の援助の必要な利用者に対し、安全面での見守りや話し相手、レクリエー
ションへの参加となります。
専門学生以上（4名/日）

8月17日（土）
9時～16時

夏祭りにおける利用者への援助。車いすを押したりなど。

14 老 (社福）みなと寮
大阪市立弘済院第一特別養護老人ホーム

古江台6-2-1

（阪急千里線・モノレール）山田〜（徒歩)7 7月1日〜9月30日（月〜日）
分
10時〜16時（時間内で可）

15 老 （社福）燦愛会
特別養護老人ホーム ハピネスさんあい

幸町22-5

（JR京都線）吹田～（徒歩)15分

7月１日～９月3０日（月～金）
8時45分〜16時30分

1

中学生以上(2名/日）
グループでの参加歓迎

外出レクリエーションや施設行事の際の利用者引率、見守り、介護業務の補助。

中学生以上（2人/日）

入居されている高齢者と一緒に、リハビリ体操やレクリエーションに参加したり、コ
ミュニケーションをとっていただきたいです。

2
施設名
16 老 特定非営利活動法人生活ネットワーク虹
生活ネットワークデイサービス虹

（社福）西谷会

17 老
認知症高齢者グループホーム 憩〜江坂〜

活動場所

交通機関

活動期間

19 老 特別養護老人ホーム
デイサービスセンター

みらい

20 老 吹田市立亥の子谷デイサービスセンター

21 老 グループホーム「あい」

22 障 (社福）のぞみ福祉会
のぞみ工作所

23 障 吹田市立障がい者支援交流センター
あいほうぷ吹田

（阪急千里線）千里山、関大前～（徒歩)5分

7月１日～９月3０日（月～金）
10時〜15時30分

中学生・高校生・専門学生・大学生
（2名/日）

利用者さんのお話し相手や創作活動のお手伝い。レクリエーションに一緒に入っても
らいます。

江坂町2-14-22

（大阪メトロ御堂筋線）江坂〜（徒歩）10
分

7月１日～９月3０日（月、火、木、金）
10時〜16時

専門学生以上（2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

レクリエーション、お話し、散歩、買い物、体操、入居者と一緒に掃除、洗濯たた
み、カラオケなどをサポートしていただきます。

川園町1-1

山田北5-13

山田西1-26-20

（阪急京都線）相川～（徒歩）10分

7月１日～９月3０日（火、金、日）
10時〜11時、13時〜14時、
13時30分〜14時30分
（7月16日〜19日、9月30日除く）

2階のご利用者様のお話し相手をしていただきたいと思います。
高校生以上（3名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要
3階のご利用者様のお話し相手をしていただきたいと思います。

７月1日〜9月30日（月〜土）
8時30分〜16時30分

専門学生以上（3名/日）

話し相手や配膳下膳、ドライヤーなどをお願いします。

７月1日〜9月30日（月〜土）
10時30分〜15時
（7月18日除く）

小学生3年生以上（4名/日）
グループでの参加歓迎

体操、歌、書道、囲碁、将棋などの活動支援。お茶入れや配膳などのお手伝い。

8月19日〜8月21日（月〜水）
10時30分〜15時

小学生3年生以上（4名/日）
グループでの参加歓迎

利用者が企画した夏祭りの補助。かき氷やたこ焼き、輪投げコーナーなどの店番。太
鼓や踊りを利用者と楽しんでください。

（阪急京都線）相川～（徒歩）10分

７月1日〜9月30日（月〜日）
10時〜16時

中学生以上（2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

認知症高齢者の生活の場です。一緒に散歩やおしゃべり、家事の手伝いなどを一日2〜
3時間程から体験できます。

（阪急千里線）南千里～（徒歩）10分

9月中
9時〜15時（うち2時間～でも可）

小学生以上（5名/日）
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

「よっといで祭」に焼き鳥屋台で参加予定。炭火焼なので、興味のある方、体力のあ
る方大歓迎です！

専門学生以上（2人/日）
運動が可能な方

利用者のみなさんのサークル活動のお手伝いです。利用者のソフトボール練習のお手
伝いです。一緒に楽しんで下さい。

（阪急千里線）山田～（徒歩)10分

（阪急千里線）南千里～（阪急バス)亥の子
谷～（徒歩）3分

高浜町22-7

高浜町6-6
中の島スポーツグラウンド

7月1日～9月30日（金）月1〜2回
（阪急千里線）吹田か下新庄～（徒歩)10分 詳細は問い合せ
17時〜19時
７月1日〜9月30日（月〜金）
10時30分〜15時30分

千里万博公園12-27

（阪急千里線）山田〜（徒歩)10分

専門学生以上(何人でも可/日)
グループでの参加歓迎

９月7日（土）14時〜20時
(準備と片付け含む）
24 障 さつき福祉会
第二さつき障害者作業所

25 障 ワークセンターくすの木

活動内容／参加者へのメッセージ

千里山東2-3-8

7月１日～９月3０日（火、水、金、土）
9時30分〜11時30分
（7月16日〜19日、9月30日除く）
18 老 吹田特別養護老人ホーム 松風園

募集対象(人数)
条件

山田西2-13-8

佐井寺3-3-1

（阪急千里線）山田～（徒歩)15分

（阪急千里線）南千里～
（阪急バス）佐井寺北（徒歩)15分

障がい者の日中活動、木工作業、縫製作業、施設内の喫茶店などのお手伝いをお願い
します。利用者の皆さんと楽しい時間を過ごしませんか。
地域の方も来て盛り上がる「あいほうぷ祭り」、ゲームコーナー、模擬店等のお手伝
い。利用者も楽しみなお祭りを一緒に楽しみましょう。

７月1日〜９月30日（月〜金）
10時〜16時
（8月13日〜15日除く）

専門学生以上（1名/日）

障がいのある方の仕事のお手伝いや散策などの活動を一緒に取り組んでくださる方募
集です！

7月23日〜9月20日（火～金）
9時30分〜16時
（8月9日〜8月19日除く）

高校生以上（1〜2人/日）

障がいのある方の作業補助、食事の介助や歯みがきなどのお手伝い。

7月27日（土）
15時～20時(準備片付け含む）

高校生以上（1〜2人/日）

地域と共催の夏祭りの売り子や誘導係。

26 児 （社福）稲荷学園

豊津町38-1

（大阪メトロ御堂筋線）江坂〜（徒歩）8分

7月1日～9月30日（月～金）
8時30分〜17時

中学生以上(女性2名/日）

当園では、戸外遊びを中心に楽しくのびのびと過ごしています。子ども達から元気を
もらいたい方、体験お待ちしております。

27 児 （社福）愛の園
あやめ保育園

津雲台4-9-1

(阪急千里線）（モノレール）山田〜（徒
歩)5分

7月1日～8月30日（月～金）
(8月13日〜16日、8月26日～30日除く)
9時〜17時

高校生以上(3〜4名/日)
事前オリエンテーションの参加が必要

子どもたちと一緒に遊んだり、食事や着脱など生活援助をしていただきます。室内外
の清掃や環境整備もしていただきます。

28 児 （社福）千里聖愛保育センター

竹見台1-2-1

（阪急千里線）南千里～（徒歩）7分

７月1日〜8月30日（月〜金）
9時〜17時

専門学生以上（2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

子ども達と一緒に遊んだり、生活をともにする中で、保育の楽しさを体験してくださ
い。

29 児 幼保連携型認定こども園
千里山やまて学園

山手町2-17-22

（阪急千里線）豊津～（徒歩）10分

7月1日〜9月30日（月～金）
（8月11日～16日除く）
9時〜16時

中学生以上（３名/日）

日常の保育補助をしていただきます。

2

3
施設名

30 児 認定こども園もみの木千里保育園

（社福）南友会
31 児 幼保連携型 認定こども園
かんらんこども園

活動場所

山田北5－15

南金田2-18-7

交通機関

活動期間

募集対象(人数)
条件

活動内容／参加者へのメッセージ

8月5日〜8月9日（月〜金）
9時〜16時

中学生・高校生・専門学生・大学生
（4名/日）
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（電
話でも可）

園の通常の生活の中で、0歳児～5歳児のクラスに入って、保育者と共に遊びや生活の
介助を体験してください。

7月6日（土）
16時30分〜19時

高校生以上（4名/日）
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（電
話でも可）

園主催の夕涼み会（夕方17時～20時）のお手伝いをお願いします。園児、小学生対
象の遊びコーナーの担当を職員と共にします。

７月1日〜9月27日（月〜金）
9時30分〜17時30分

高校生・専門学生・大学生
（女性2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

子ども達の排泄、着脱、食事などの援助と子ども達の遊びを見守ってください。

7月20日（土）
16時〜21時

専門学生、大学生
（女性5〜6名/日）

模擬店のお手伝いをお願いします。

（阪急千里線）（モノレール）山田～
（徒歩）7分

（阪急千里線）豊津～or（大阪メトロ御堂筋
線）江坂〜（徒歩）10分

32 児

（社福）こばと会
さくら保育園

山田南45-10

（ＪＲ京都線）岸辺〜（徒歩）20分

7月29日〜8月30日（月〜金）
9時〜17時
（8月13日〜16日除く）

中学生以上（3名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

年齢別のクラスに入り、子ども達と遊び生活し、たくさん関わって頂きます。

33 児

（社福）こばと会
こばと保育園

高城町20-6

（ＪＲ京都線）吹田〜（徒歩）10分

8月1日〜8月9日、8月19日〜8月30日
（月〜金）9時〜17時30分
（8月10日〜17日除く）

高校生・専門学生・大学生
（2名/日）
検便検査の結果が必要（赤痢菌、サルモネ
ラ、O157）

クラスの保育に入り、設定時間の活動、食事の補助など、現場の保育士と共に行う。

34 児 （社福）輝き福祉会
保育園千里山キッズ

千里山竹園1-24-12

（阪急千里線）千里山～（徒歩)10分

7月1日～9月30日（月～金）
9時〜18時
（8月13日、14日除く）

中学生以上(3名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

子どもとの関わり。

35 児 （社福）大阪キリスト教女子青年福祉会
シャロン千里 こども館

古江台3-9-3

（阪急千里線）北千里～（徒歩)5分

７月3日、10日、17日と9月4日、11日、
18日、25日（水）
14時〜17時30分

専門学生以上(2〜3名/日）
グループでの参加歓迎
できるだけ2名以上の参加

主に小学生の子ども達が自由に遊ぶ場を提供しています。子ども達の遊び相手として
関わって下さい。

36 児 （社福）藍野福祉会
あいの南千里駅前保育園

吹田市佐竹台1丁目6-1-1

（阪急千里線）南千里～（徒歩)3分

7月1日～9月30日（月～金）
9時30分〜16時

中学生以上（5名/日）
グループでの参加歓迎
事前オリエンテーションが必要

1歳児から5歳児のクラスで日常生活活動に参加いただきます。水遊びなどの夏季期間
特有の活動が中心となります。

37 児 （社福）成光苑

きりん夜間愛育園

長野東13-5

（ＪＲ京都線）千里丘〜（徒歩）10分

7月1日～9月３0日（月〜木）
9時〜15時

専門学生以上（1〜2名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

異年齢児保育をする中で、思いやりや優しさを育んでいける言葉がけや関わり方など
体験して頂き、保育の楽しさを感じて頂く。

38 児 （社福）成光苑

第二愛育園

長野東13-5

（ＪＲ京都線）千里丘〜（徒歩）10分

7月1日～8月３1日（月～金）
（8月10日～20日除く）
9時〜16時

高校生、専門学生、大学生(5名/日)
事前オリエンテーションの参加が必要

子どもとの関わりやお世話をしてもらったり、体育活動や製作などの補助、自由時間
に一緒に遊ぶなど色々な活動に関わってもらいたいです。

山田南30-18-302

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）山田～
（阪急バス）山田南～（徒歩）１分

7月１日～９月31日（月～土、土曜日は第
1、第3のみ）
（8月13日〜15日除く）
9時30分〜16時30分

小学生5年以上（2名/日）
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（で
きれば当日早目に来てもらって行う）

乳幼時親子とのふれあい体験、簡単な作業などのお手伝い、日により行事をすること
もあります。

山田中学校グラウンド
山田市場15-1

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）山田～
（阪急バス）山田南～（徒歩）5分

8月24日（土）
17時〜20時

中学生以上（4名/日）
グループでの参加歓迎

地域の中学校での夏祭りに参加予定。人手が少ないので店番などをしていただきま
す。

40 他 NPO「心のオアシス」
子育て広場「オアシス」

朝日が丘町46-14-103

（JR京都線）吹田〜（阪急バス）名神下〜
（徒歩）5分

7月1日～9月３0日（水～土）
10時〜16時

小学生以上（4名/日）
子ども向け体験プログラム
グループえの参加歓迎
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

近隣の子育て世代への支援。乳幼児が保護者と共に絵本に親しんだり遊具やおもちゃ
で遊ぶ。交流会もとても人気です。月に2回大きな行事あり。

41 他 子育てCOCOステーション

千里山西1-40-12
海原ビル２階

（阪急千里線）千里山～（徒歩)１分

7月1日～９月30日（月、水、金、第3土）
9時30分〜16時
（7月15日・8月12日・9月16・23日（祝
日）、8月13日〜16日除く）

中学生・高校生・専門学生・大学生(1〜2
名/日）
事前オリエンテーションの参加が必要

子どももおとなも誰もがほっとできる居場所を一緒に作りませんか？興味のある人、
子どもが好きな人、ぜひ来てみてください。

42 他 (社福)みなと寮

古江台6-2-8

（阪急千里線、モノレール）山田〜
（徒歩)5分

7月1日～8月31日（月～金）
10時30分〜17時

専門学生以上(２名/日）

心身上、その他の理由により日常生活全般に援助を必要とする方に、健康で文化的な
生活が送れるように必要な援助を行っています。

東佐井寺地区公民館
五月が丘西5-1

（阪急千里線）南千里～（阪急バス）
佐井寺北～（徒歩）3分

39 他 子育て広場

こすもすの家

救護施設 千里寮

43 他 五月が丘地区福祉委員会

7月22日、9月30日（月）
13時30分〜15時

地域の高齢者の方ふれあいの場です。7月は健康管理のミニ講座。9月はお茶を飲みな
がらおしゃべりで楽しい時間を一緒に過ごしましょう。
高校生以上（2〜3名/日）

7月25日、9月26日（木）
10時〜12時

3

0歳～5歳までの地域の就園前の親子の友達作りの場です。7月は段ボール遊び。9月
は風船遊びです。

4
施設名

44 他 片山地区福祉委員会

活動場所

朝日が丘児童センター
朝日が丘町15－1

交通機関

7月6日（土）
13時30分〜16時30分

中学生以上（5名／日）

「いきいきサロン」で、高齢者と子どもの交流を目的とした七夕飾りを一緒に作りま
す。

7月16日（火）
10時30分〜11時30分

高校生以上（5名／日）

子育てサロンの運営と行事の補助のボランティアです。親子のクラフトのサポートを
します。

7月16日、8月20日、9月17日(火）
9時〜12時

高校生・専門学生・大学生（5名／日）
グループでの参加歓迎

地域の就園前の親子が集う子育てサロンです。地区福祉委員会がボランティアで楽し
く過ごせる場を作っています。

中学生以上（女性3名／日）
親子での参加歓迎

地域の未就学児とその保護者を対象に交流を図る。7月は人形劇、9月はハンドベルの
演奏他を予定しております。

8月23日（金）
13時～16時

中学生以上（5〜10名／日）

夏祭りの準備のお手伝いをお願いします。

8月24日（土）
9時～21時（昼休憩有、16時〜でも可）

中学生以上（5〜10名／日）

夏祭り当日です。午前の準備からお手伝いいただけると嬉しいですが、時間は要相談
です。一緒にお祭りを盛り上げましょう。

中学生以上（5名／日）
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

子育て中の親同士が気楽に集い、情報交換しながら子育てを楽しむサロンです。

吹田歴史文化まちづくりセ
ンター 浜屋敷
南高浜町6－21

46 他 藤白台地区福祉委員会

藤白台市民ホール第1、2会
（阪急千里線）北千里～（阪急バス）ゆらら 7月10日、9月11日（水）
議室
藤白台～（徒歩）1分
10時〜11時30分
藤白台2-9-1-114

47 他 南山田地区福祉委員会

山田中学校グラウンド
山田市場15-1

亥の子谷コミュニティセン
ター 2階ホール
山田西1-26-20

（JR京都線・阪急千里線）吹田or
（阪急京都線）相川～（徒歩）10分

（JR京都線）岸辺or（阪急千里線）山田～
（阪急バス）山田南～（徒歩）5分

（阪急千里線）南千里～（阪急バス）亥の子 7月25日、8月22日、9月26日(木)
谷～（徒歩）2分
10時〜11時30分

地域の0歳～2歳ぐらいまでの赤ちゃんと親が集まって悩みを事や情報交換などを行う
「子育てサロン」です。保育園の先生も来られます。安全の見守りなどして頂きま
す。

7月9日（火）
10時〜12時
49 他 桃山台地区福祉委員会

桃山台市民ホール
桃山台2-5-5

活動内容／参加者へのメッセージ

（JR京都線）吹田～（徒歩）7分

45 他 吹三地区福祉委員会

48 他 山三地区福祉委員会

募集対象(人数)
条件

活動期間

7月3日・10日・24日・31日(水）
（阪急千里線）南千里（徒歩)10分or（北大 13時30分〜16時30分
阪急行）桃山台～（徒歩)5分

中学生・高校生・専門学生・大学生
（2〜3名／日）

７月25日、8月22日（木）
14時〜16時

地域の誰でも訪れてお茶を飲み楽しむティーサロンです。注文を聞きお茶をお持ちす
る。時にはお話し相手になって下さい。
地域の高齢者の集いの場として情報交換など交流をしている「いきいきサロン」で
す。

いきいきサロン
７月3日・9月4日（水）
11時〜13時
50 他 吹二地区福祉委員会

吹二地区公民館
泉町3-15-29

（阪急千里線）吹田～（徒歩)10分

子育てサロン
７月11日・9月12日（木）
10時〜12時

高校生・大学生（2〜3名／日）

子育てサロン、いきいきサロン、ティーサロン等、地区福祉委員会が主体となり運営
する住民の集いの場でのボランティア活動です。地域の皆さんと交流しませんか。お
待ちしています。

サロントマト
７月22日（月）
13時〜15時
７月26日、8月23日（金）
10時〜12時

51 他 千一地区福祉委員会

千一地区公民館
原町2-12-2

佐井寺地区公民館
佐井寺南ヶ丘1-1
52 他 佐井寺地区福祉委員会
佐井寺地区いこいの間
佐井寺南ヶ丘1-1

70歳以上の高齢者6〜7人と一緒に料理を作り食べます。

７月19日、8月23日（金）
9時〜12時

70歳以上の高齢者6〜7人程で街歩き。

（JR京都線）吹田〜（徒歩)20分

高校生（2名／日）
７月10日、8月7日、9月11日（水）
10時〜12時

乳幼児やその保護者の方々が自由に楽しく過ごしていただいている子育てサロンのお
手伝い。

７月24日、8月28日（水）
10時30分〜12時

70歳以上の高齢者20人程ボランティア8人程とで一緒に歌やゲームなどをして楽しん
でいるので参加ください。

７月17日、8月21日、9月18日（水）
（JR京都線）吹田〜 or (阪急千里線）千 10時〜12時
里山～（阪急バス）上山手バス停（徒歩)5〜
7分
７月26日、9月27日（金）
13時15分〜15時50分

中学生・高校生・専門学生・大学生
（2〜3名／日）

子育て中の親の情報交換や仲間づくりの「子育てサロン」です。私たちと一緒に楽し
い時間を過ごしませんか？

中学生以上（2〜3名／日）

地域の高齢者の方集まって楽しむ「ふれあいサロン」です。お茶を飲みながらお話し
やゲームで楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

中の参加申込書を記入し、窓口に申し込みをしてください。
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