




年長園児～小学生(女子） 幼児(４歳）～小学生　　保護者同伴必要：体験可
高校生～大人 中学生～高校生（女子） 中学生 

日時） ７月２０日（土）13：30～15：00 高校～大人 日時） ①８月１日（木）10：00～11：30
８月１７日（土）13：30～15：00 ①7月31日（水）19：00～21：00 ②８月２９日（木）10：00～11：30
８月３１日（土）13：30～15：00 場所） 三日市公民館 ②８月７日（水）19：00～21：00 ③９月２６日（木）10：00～11：30
９月７日（土）13：30～15：00 定員） １０名 ボランティアセンター 場所） ①キックス3階中会議室AB
９月２１日（土）13：30～15：00 費用） ５００円(材料費） 各10名 ②、③キックス3階大会議室A
ボランティアセンター（全5回） 持物） 飲み物（お茶） 費用） 無料 定員） 各50名
２０名 無料 服装） 汚れても良い服装 費用） 無料

対象） 大学生～大人 幼児（４歳）～小学３年生 保護者同伴必要：体験可 対象） 幼児（4歳）～小学１年生　保護者同伴必要：体験可
日時） ①７月23日（火）10：00～11：30 小学４～６年生  　同伴者見学可 小学２～３年生　同伴者体験見学可

②７月26日（金）10：00～11：30 中学生 日時） ８月２日（金）14：00～15：30 ①８月２日（金）10：00～11：30
場所） ①千代田公民館 高校生～大人 場所） ノバティながの南館３階多目的ホール ②８月７日（水）10：00～11：30

②三日市公民館 ①７月26日（金） ②8月2日（金）13：30～15：30 定員） ２０名 キックス3階中会議室AB
定員） 各10名 場所） 費用） 無料 定員） 各２０名
費用） 無料 定員） 各10名 持物） 筆記用具・定規 費用） １００円（材料費）
服装） 運動しやすい服装・運動靴 費用） 服装） 汚れてもいい服装 持物） ハサミ・マジック・セロハンテープ・筆記用具

持物） お茶・水などの飲み物 服装） 動きやすい服装

小学３～６年生　　保護者体験可 幼児（4歳～）　保護者同伴必要：体験見学可　
①7月27日（土）10：00～12：00 小学生4～6年生　　保護者体験見学可　 小学生　同伴者体験見学可 小学１～３年生　保護者同伴必要：体験見学可　
②7月27日（土）13：00～15：00 中学生 中学生 小学４～６年生　同伴者体験見学可
③8月24日（土）10：00～12：00 高校～大人 高校～大人 ８月１１日（日）10：00～14：00
④8月24日（土）13：00～15：00 日時） 7月29日（月）10：00～12：00 ８月１０日（土）①10：00～11：30 ②13：00～14：30 キックス4階創作工房・食工房

場所） ボランティアセンター 場所） キックス3階和室 ２３名 持物） 持ち帰り用の袋、水筒
定員） 各3名 定員） １０名 定員） 各１０名 費用） ５００円(昼食にざるそばが付きます。）
費用） 無料 費用） 無料 費用） 無料 持物） 飲み物 服装） 汚れてもいい服装　そばアレルギーの方はご遠慮ください

服装） タオル、お茶 筆記用具 服装） 動きやすい服装 注意）

★

小学生　　保護者同伴必要：見学可 小学３～６年生 小学３～６年生(保護者同伴必要、体験可）
中学生 中学生 中学生 高校生～大人

高校生～大人 高校生～大人 ①８月１９日（月）　②２０日（火）　③２１日(水）
日時） ①７月２９日（月）10：00～12：00 7月30日（火）10：00～11：30 いずれも　９：００～１１：３０　

②８月５日（月）10：00～12：00 場所） キックス3階視聴覚室 美加の台第１０緑地 大阪南医療センター
場所） 障がい者福祉センター「あかみね」 定員） 10名 定員） １０名 定員） 各５名
定員） 各3名 費用） 無料 費用） 無料 費用） 無料
費用） 無料 持物） 滑り止めの軍手、滑りにくい靴

服装） 帽子、長袖、長ズボン（ケガ、虫を防ぐため）

★

★

日時）

場所）

★
点字の基礎を学ぶ。点字で封筒作り。
パソコンや点字板を使って点字を打ってみる。
点字でイラスト入り名刺を作ろう！

★

対象）

15

対象）

日時）
対象）

★

5

場所）

にぎわい工房

対象）

16

間伐体験、クラフト体験

８月１７日（土）9：00～12：00

は中学生が対象のプログラムです。

高校生～大人

朗読サークルみち

★

市民の力で森づくり　間伐体験・クラフト体験

対象）

「水は地球の宝もの」と題した環境紙芝居を読んで
頂き、声優体験をして頂きます。

7

日時）

のぞいてみよう！点字の世界

定員）

手話や指文字の表し方。あいさつ、自己紹介等を手
話で表す。

日時）

要約筆記を必要とする聴覚障がい者の方と一緒に、
筆談、ノートテイク等でわかりやすい要約の方法と伝
え方を学習します。

 対象）

場所）
定員）

★
♪歌体操（なつかしい歌を唄い、指体操、肩こり予防
体操他）

歌体操
11

★

ガールスカウト大阪府第１３１団

ガールスカウトと手作り品を楽しもう

手話をはじめてみませんか。

大人
７月２１日(日）　１０：００～１２：００

場所）

河内長野リサイクル市場市民の会

不思議な模様（もよう）ができるよ！

小学１～２年生　保護者同伴必要：体験可
小学３～６年生　同伴者見学可

みちの朗読（読んでみよう！動いてみよう！）

無料

使用済み牛乳パックを利用することで、環境のことを考
えてみよう！！

日時）

場所）

対象）

親子工作会

七望流天野会

縁日（ヨーヨー、スーパーボール）の店員、お手伝い
（おみやげ付）

映像に字幕を付ける体験

定員）

ボランティアセンター

にぎわいプラ座

★
つまようじの材料やかまぼこ板など廃材を使う親子で
楽しむ工作会です。アイデアをたくさん出して作って下
さい。

★

対象）

は高校生、大学生、大人が対象のプログラムです。

日時）
場所）

服装）

病院ボランティアの体験

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」

当日中止になった場合材料等ご希望者にお渡しします

見る・聴く・感じる、そして自分もやってみる！みちの朗
読、楽しみましょう！

場所）

万華鏡（まんげきょう）を作ろう！

12
かわちながの消費者協会

菜園クラブ

野菜栽培の勉強会

字幕作成体験

10

★
①おいしい人参他
②おすすめキャベツ他
③イチゴ他

大人

13 14

夏休みボランティア体験学習

はきなれた靴

対象）

日時）

持物）

中学生

NPO法人森林ボランティアトモロス

対象）

TOYクラブ

日時）

は小学生が対象のプログラムです。

8

対象）

手話サークルてのひら

6
河内長野点訳サークル

「声優体験しませんか」

対象）

聴覚障がい者の言語である手話を体験してもらう。対
象者に合わせて楽しく簡単な手話から。

牛乳パックで作ろう「ペン立て」　

2
要約筆記サークル「葉月」

対象）

4
いきいき歌体操河内長野

手話サークルさくらんぼ
1

まずは筆談から！伝え合ってみましょう！ クラフト体験しよう
9

対象）

日時）

★

日時）

　　　　　 　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

★

★

費用）

3

キッズ縁日inプラ座

・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。

申込みは、７月６日（土）から実施日の１週間前まで。 申込先：るーぷらざ ☎ ０７２１－５３－８１００ 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）

★ ★

★

全５回通して受



小学生
中学生 対象） 制限なし（小学３年生以下は保護者同伴）
高校生～大人 日時） ８月２４日（土）　13：00～15：00
８月２２日（木）13：00～15：00 場所）

場所） キックス3階和室 定員） 指揮者体験：３名
定員） ２０名 ヴァイオリン体験：１０名

無料 マイ楽器演奏体験及び鑑賞：１００名
持物） 浴衣を持っている人は持ってきて下さい。 費用） 無料

無い人はこちらで用意します。 マイ楽器の持参も可

対象） 小学生～大人　 対象） 大学生～大人
身体障がい者の方は付き添いをお願いします。 日時） ９月７日（土）10：00～11：30

日時） ①８月２５日（日）13：00～14：00 場所） キックス４階創作工房
②８月２５日（日）14：00～15：00 定員） ２０名
③８月２５日（日）15：00～16：00 無料

場所） 市民公益活動支援センター「るーぷらざ」 持物） エプロン、廃食油、牛乳パック、レジ袋
定員） 各１４名
費用） 無料
服装） 運動がしやすい服装、靴

対象） 大人
日時） ９月９日（月）　　１０：００～１１：００
場所） 寺ヶ池公園花壇
定員） ５名
費用） 無料 　　　　　　
持物） 手袋・お茶・帽子・タオル

汚れてもよい服装

　　　　

皆で一緒に星空コンサート

アンサンブル・トゥッティ華帆会

服装）

花づくり体験

18

費用）

皆で卓球バレーを体験しよう！！

★

17

対象）

持物）

★

★

21

★

19

花づくりボランティア“花の精”

浴衣を着て、日本舞踊を体験しよう

20
廃食油から石けんを作ろう！！

★ 浴衣の着付、古典小曲を一曲体験します。

花壇の見学と説明、花壇の手入れの体験、質問受け
等

ユニバーサルスポーツ「卓球バレー」をしてみません
か。身体障がい者（車いす）の方も体験できます。

日時）

「星座や星雲」と「楽器演奏や指揮」の勉強をして、
弦楽アンサンブルを一緒に体験していただきます。

キックス4階イベントホール

ＮＰＯ法人　はぴえる

費用）

河内長野市の廃食油のゆくえや石けんについて

環境NGOエコライフかわちながの

申込みは、７月６日（土）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

・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。

令和元年（２０１９年）
７月１日～９月３０日

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。

シールがもらえます

くろまろ塾認定

「ボランティア・インターンシップ」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！

＜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
ＴＥＬ：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
ＴＥＬ：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

＜申込み＞
①るーぷらざのプログラム

７月６日（土）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）

★
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