
 

のボランティア体験プログラム 2019 

～ボランティアに出会う夏がやってきた～ 

ボランティア活動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、7 月から 9 月の夏の期間を利用し

て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

ものを選んで参加していただけます。ボランティア初心者も

経験者も大歓迎です！！ 

実施期間：7 月 1 日(月)～9 月 30 日(月) 

 
参加対象：ボランティアを体験してみたいと思 

う方なら、どなたでも参加できます。 
    ※プログラムによって、対象年齢の限定や 

参加条件がある場合もあります。 
 
体験内容：羽曳野市内の福祉施設・校区福祉委

員会・ボランティアグループ・市民
活動団体等における日常支援や地
域活動、イベント等の手伝い 

 
活動の例：施設の利用者の話し相手や散歩の付

添、レクリエーション活動の参加、
ボランティアグループ・市民活動団
体の活動補助、子育てサロンの準
備・片づけなど 

 
参加申込：羽曳野市社会福祉協議会 
     (羽曳野市役所別館 1 階⑦番窓口) 
      ☎ ０７２－９５８－２３１５ 
   ※事前にオリエンテーションを行い、活動や 

活動日時を決めていただきます。 
 
 

 



 

№ 
種別 施設・団体名 受け入れ可能期間 活動内容 募集対象者・人数 持ち物 

活動場所 

交通機関 

1 高齢者 社会福祉法人 ふくふく会  

グループホーム みやび 

8/４（日） 

12時30分～16時３０分 

夏祭の模擬店の手伝い。 

時間内であれば、時短可 

男女不問 ２～3 人 

高校生・専門・短大 

大学生・社会人 

男女不問  2 人 

上履き 

動きやすい

服装 

西浦 2-1844-1 

古市駅下車 徒歩１５分 

自動車可 

8/25（日）・9/22（日） 

 9 時半～16時 30分 

カフェのお手伝い。参加で

きる時間帯でお願いします。  

専門学生・大学生 

社会人 

男女不問  1～2 人 

2 高齢者 

 

社会福祉法人 ふくふく会  

グループホーム みやびのもり  

①7/7(日) 14時～15 時 

②8/26(月) 14 時～15 時  

③9/1(日) 13時～16 時 

いずれも開始 10分前集合 

オリエンテーション有 

①七夕まつり(高齢者とのふれあい) 

②喫茶クラブ(準備・片づけ 

 食器洗い・ふれあい) 

③秋祭り(ふれあい・屋台の

手伝い・売り子・後片付け) 

高校生 

短・大学生 

社会人 

男女不問 2人/日 

上履き

動きやすい服装 

西浦 3-3-23 

古市駅下車徒歩 20 分 

①③自動車不可 

②自動車可 

3 高齢者 (㈱)メディケア・リハビリ 

リハビリプラザ 

7/1～9/30 

月～土 

１３時～１５時 30 分 

利用者様とコミュニケーション。

囲碁・将棋等。レクリエー

ションのお手伝い。 

水分補給・おやつ出し等。 

中・高校生 

専門・短・大学生 

社会人 

 

動きやすい服装 樫山 45-1 

恵我之荘駅 

近鉄バス野村下車徒歩５分 

(丹治はやプラザ向側) 

4 高齢者 光輪会 

小規模多機能 そらまめ 

7/1～9/30 

(時間帯・曜日は、相談) 

施設内の清掃等 高校生以上 

社会人 

上靴 

動きやすい服装 

南古市 3-50 

古市駅下車 徒歩 20分 

５ 子ども 保健センター 

離乳食講習会 

7/17(水)8/19(月)9/18(水)  

１３時１５分～１５時１５分  

保護者が別室で離乳食講習

会に参加している間、保育

をお願いします。 

専門・短・大学生 

社会人 

1～２人 

動きやすい服装  

羽曳野市保健センター 

古市駅下車 徒歩１０分 

 

６ 高齢者 

子ども 

はびきの折り紙ボランティア桃 ①練習日時：7/20(土))8/17(土)  

②練習日時：7/23(火)8/20(火 ) 

③活動日時：8/23(金)10 時～１２時  

④活動日時：9/3(火)１４時半～１６時  

折り紙を楽しんで、参加者

に折り方を教えるお手伝い 

高校生 

専門・大学生・社会人 

男女不問 

折り紙 

③④上履き 

練習日・活動日により異な

る。 

７ 高齢者 玉手箱 7/11(木)8/8(木)９/１２(木)  

１４時～１５時 

「たんぴ野」で高齢者の方々と

一緒に、楽しく歌いましょう。楽器を

演奏できる方、大歓迎です。  

小・中学・高校生 

専門・大学生・社会人 

男女不問 歌に興味のある方 

楽器（ある人） 野 66-2 

恵我之荘駅下車 

丹比壮病院循環バス利用可 

8 高齢者 羽曳野市傾聴 

楽花生 

7/1～9/30 

(時間帯・曜日は、相談) 

高齢者施設を訪問し、入居

者の方々のお話を聴きます 

中学・高校・専門・

大学生・社会人 

上履き 活動日時により異なる。 



 

9 高齢者 

障がい者 

絵手紙ボランティアこころ  練習日：第１金曜日 10 時～１２時  

活動日：第１金曜日他 

※時間は活動場所により異なる  

絵手紙を練習して、福祉ｚ

施設の利用者に寄り添って

絵手紙を描くお手伝い 

中学・高校・専門・

大学生・社会人 

 

上履き 活動日時により異なる。 

10 高齢者 

障がい者 

コスモス 7/1～9/30 

月曜日～金曜日 

(曜日・時間帯は、相談) 

ティッシュの空箱と綿 100％の生地を

利用して高齢者や障がい者の方々の

身体をキレイにする為の布づくりです。  

小学生以上 なし 誉田 4-1-1 羽曳野市役所

別館２階 ボランティアセンター 

古市駅下車 徒歩 7分 

11 子ども ＳＡはびきのおもちゃ 

 

7/20(土)・21(日) 

10 時～１6 時 

LIC はびきので開催される

エコイベントで、エコブー

スでの製作遊びの手伝い 

高校生以上 

男女 各 3人 

昼食(終日参

加の場合) 

軽里１丁目１－２ LICはびきの  

古市駅下車  

近鉄バス 軽里１丁目下車 徒歩１分 

12 環 境 カトレア 毎月第１・第３火曜日 

１０時～１１時 

市内から回収してきた牛乳

パックの整理 

小学生以上 帽子 

 

誉田 4-1-1 羽曳野市役所

別館１階 社会福祉協議会 

12 子ども 子育てサロン   

たかわし 

7/4(木)・9/12(木) 

10 時～１２時 30分 

7/4：七夕飾りをつくろう 

9/12： 未定 

不問 動きやすい服装 

 

島泉 1-16-6 島泉幼稚園内 

高鷲駅下車 徒歩 10分 

13 子ども 子育てサロン   

はびきがおか 

7/3(水)・9/4(水) 

10 時～１２時 30分 

7/3：七夕製作・ブラックシアター 

9/4：未定  

専門学生・大学生 

男女不問 

動きやすい服装 

 

羽曳が丘西 2-5-1ＭＯＭＯプラザ  

古市駅もしくは藤井寺駅下車 

近鉄バス 羽曳が丘西２丁目バス停 徒歩 1 分 

 高齢者 カフェ さくら野 7/1～9/30 毎週水曜日 

1３時３０分～１5時３０分  

（8/14は受け入れ不可） 

カフェのお手伝い 高校・専門・大学生  

社会人 

男女不問 ２人/日 

上履き 

エプロン 

野 640-1 恵我之荘駅下車 

近鉄バス 野村バス停 徒歩 3 分  

15 子ども 羽曳野市社会福祉協議会 

あおぞら保育園 

7 月 27日(土) 

17 時～20時 

夏祭りを開催する際の出店

の準備や片付けを含むお手

伝いをお願いします。 

高校・専門・大学生  

社会人（５０歳まで） 

男女不問 ３～４人  

上履き 

動きやすい服装 

 

古市 2-2-27 

古市駅下車 徒歩１０分 

18 子ども 夏休みこどもの家 2019 

夏休みこどもの家 

実行委員会 

8/5～8/9月曜日～金曜日 

（受け入れ不可日有） 

９時３０分～１５時３０分 

※参加当日、活動説明あり 

1 日だけの参加可 

夏休み中の小学生の遊びを中

心とした居場所。段ボール遊び

や工作やカプラ・トランプ・ビ

ーズなどを使い、子どもたちと

ゆっくり過ごす。 

中・高校生 

専門・短・大学生

男女不問 1～２人/日 

 

お弁当・飲み物 

動きやすい服装 

郡戸 206 

恵我之荘駅下車 

近鉄バス 郡戸バス停 徒歩５分 

交通費支給 

19 障がい者 社会福祉法人 

ひまわり園・古市ひまわり園  

7/1～9/30 

13時30分～14時30分 

受け入れ不可の日有 

障がい者の方と一緒に、畑作業

ををお願いします。 

小学生以上(親子・

グループ参加歓迎) 

上履き 

動きやすい服装 

古市下車・藤井寺駅下車 

近鉄バス羽曳が丘 5丁目バス停徒歩 5分  

古市駅下車 徒歩 20分 


