ボランティア体験プログラム活動先一覧
プログラム

番号

1

2

3

4

5

種
別

施設・団体名

活動場所

泉南特別養護老人ホーム 泉南市りんくう南浜３－ 7月2日(火)～9月30日(月）
なでしこりんくうデイ・サー ７
月曜日～土曜日
高 ビスセンター
齢
9:00～16:00
者

高
齢
者

介護老人保健施設
ライフポート泉南

泉南市りんくう南浜３－ 7月28日（日）
７
12：30～16：00

泉南特別養護老人ホーム 泉南市りんくう南浜３－ 7月1日(月)～9月30日(月）
７
月曜日～土曜日
高 なでしこりんくう
齢
9:00～16:00
者

高
齢
者

グループホーム
ゆうゆう

・高校生・専門学生・大学生（短大含 ・弁当
む）・社会人
・動きやすい服装

担当者

デイサービス利用者様とのコミュニケーションやレクリ 横尾
エーション、季節の行事等のお手伝い。

・専門学生・大学生（短大含）
・社会人

・動きやすい服装

デイサービスでの納涼祭の催し物（金魚すくい・ゲー 横尾
ムコーナーなど）を職員と一緒に利用者様が楽しんで
頂けるようにお手伝い。

納涼祭の準備です。模擬店での軽食の盛り付けや、 岩本
机・椅子の設置等が主な内容です。
最後に全員でフラダンスを行います。ぜひ！！

泉南市信達市場３９４
－１

・中学生・高校生・専門学生
・大学生（短大含）・社会人
1～2人/日

・弁当
レクリエーション、クラブ活動、整容等を行い、利用者 清水
・動きやすい服装
の方々とコミュニケーションをとり、交流する。
・水筒(水分摂取できるよ
うに）

7月1日(月)～8月31日(土） ・中学生・高校生・専門学生
月曜・火曜・木曜・金曜・土 ・大学生(短大含 ）・社会人
曜日
1～2人/日
10:00～15:00

・上履き
・動きやすい服装

7月1日(月)～9月30日(月）
月曜日～土曜日

・昼食代（600円）
・動きやすい服装

お話し相手、散歩の同行をして頂きたいです。踊りや 坂下
音楽活動、手品などの催し物をして下さる方をお待ち
しております。

・中学生・高校生・専門学生・大学生 ・昼食代（530円）
（短大含）
・動きやすい服装
・社会人
・エプロン
●体験前に事前オリエンテーション
参加

街かどデイハウス事業と通所介護事業を行っている 宮﨑
団体です。利用者様に心豊かに過ごして頂けるよう
にお手伝い頂きます。

年齢不問（どなたでも）

利用者さんの話相手や散歩、買物の付き添い、レク
リエーション活動のお手伝いをお願いしたい。

土手

【支給】
食事

10:00～16:00
●催し物をしてくださる場合は7名程
●8/17(土)～8/20(火）は受 ●グループでの参加歓迎
け入れできません。
●体験前に事前にオリエンテーショ
ンに参加

高
齢
者

高
齢
者

活動内容/参加者へのメッセージ

2人/日

2人/日

高
齢
者

泉南市樽井４－３３－４ 7月1日(月)～9月30日(月）
月曜日～金曜日
10：30～15：30
●8月13日(火)～15日(木)
は受け入れ出来ません

ケアハウス
亀寿の森
8

持ち物/支給

4人/日

特定非営利活動法人
泉南ふれ愛の里
7

募集対象/人数/条件

泉南特別養護老人ホーム 泉南市りんくう南浜３－ 8月19日(月)～8月24日(土） ・高校生・専門学生・大学生（短大含 ・弁当
なでしこりんくうデイ・サー ７
月曜日～土曜日
む）・社会人
・動きやすい服装
高 ビスセンター
齢
13:30～15:00
2人/日
者

このゆびとまれデイサービ 泉南市馬場2-8-12
スセンター
6

活動期間/時間

泉南市新家３３２１－２ ８月3日（土）
16：00～20：00

1人/日
・高校生・専門学生
・あれば浴衣
・大学生（短大含）・社会人
・その他
●グループでの参加、親子での参加
歓迎
５人/日

夏祭りの準備の手伝いや、高齢者とのふれあい

亀井

プログラム

番号

9

10

11

12

13

14

15

16

種
別

障
が
い

募集対象/人数/条件

持ち物/支給

ＨＰＯ法人
ホス

施設・団体名

泉南市男里２－１７７－ 7月1日(月)～9月30日(月） ・高校生・専門学生
２
・大学生（短大含）・社会人
10：00～16：00
●8月10(土)～8月14(水）は ３人/日
受け入れできません

活動場所

・昼食代（３７０円）
お弁当持参も可
・お茶

障碍者の就労支援施設で、作業所内で軍手作業、
ボールペン袋詰め、ビス作業、トイレ袋セット作業を
行う。農作業のあります。

薄波

デイセンターせんなん

泉南市信達市場１２２２ 7月1日(月)～9月30日(月）
－１２
月曜日～金曜日

・上履き
・動きやすい服装

障がいのある方への作業や日中活動、外出等行事
への支援を手伝ってください。そして何より人との出
会いを楽しんでください。

村上

障
が
い

障
が
い

障
が
い

社会福祉法人 桜花会
サクラッコ

泉南市新家１４９５-１

活動期間/時間

10:00～16:00
●8月10日(土)～18日(日)
は受け入れ出来ません

1～2人/日

7月13日（土）

・高校生・専門学生
・弁当
・大学生（短大含）・社会人
・上履き
●グループでの参加歓迎
・動きやすい服装
・学校の課題などによる参加は不可

10：00～15：00

社会福祉法人 桜花会
サクラッコ

泉南市新家１４９５-１

・高校生・専門学生
・大学生（短大含）・社会人

8月3日（土）
16：00～20：00

5人/日
・高校生・専門学生
・大学生（短大含）・社会人
●グループでの参加歓迎
●学校の課題などによる参加は不
可

地域の人々や、障がい児・者の利用者と一緒に夏祭 松本
りを、お手いして下さる方、お待ちしています。
中谷
巻田

・動きやすい服装

せんなん夏祭りで、当事業所のブースを、お手伝いし 松本
て下さる方、募集しています。
中谷
巻田

・弁当
・上履き
・動きやすい服装

障害児・・者が利用している事業所に、関心や興味が 松本
あり、人とかかわることが大好きな方、ぜひ一度お問 中谷
い合わせください。
巻田

障がい児や発達に課題のある子どもと活動や遊びの 明渡
補助をしていただきます。
東

泉南市新家１４９５-１

7月22日(月)～8月31日(土） ・高校生・専門学生
月曜日～金曜日
・大学生（短大含）・社会人
・グループでの参加歓迎
10：00～17：00
●午前・午後のみも可能
5人/日
●8/11(日)～8/18(日)は受
け入れできません。

泉南市
子ども総合支援センター

泉南市信達牧野４３６
－１

7月1日(月)～9月30日(月)
月曜日～金曜日

・中学生・高校生・専門学生・大学生 ・上履き
（短大含）・社会人
・動きやすい服装

9:00～12:00

●体験前に事前オリエンテーション
が必要

障
が
い

担当者

【支給】
食事

社会福祉法人 桜花会
サクラッコ
障
が
い

活動内容/参加者へのメッセージ

●8/8、8/14、8/15、8/16、
8/20、9/3、9/17は受け入 2人/日
れできません

泉南市地域子育て支援セ 泉南市樽井１－８－４７ 7月1日(月)～9月30日(月）
そ ンター
月曜日～金曜日
の 「ひだまり」
他
9:00～15:00

小学生(保護者付添）・中学生・高校 ・弁当
生・専門学生・大学生（短大含）
・動きやすい服装

特定非営利活動法人
泉南市鳴滝１－9－13
ほしぞら＆ふれあいハウス
そ 鳴滝
の
他

・専門学生
・大学生（短大含）
●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

7月23日（火）
9:30～18:30
●午前・午後のみも可能
●1,2時間も可能

子育て講座時の子どもの一時保育（就学前の子ども 的場
対象）や遊びの広場の活動への参加。活動日は、お
問い合わせください。

2～3人/日

5人/日

・動きやすい服装
【支給】
食事(イベントの食事を、
一緒に食べていただく）

夏休み子供企画のイベントを開催します。準備や子
供たちたちへのサポートをお願いします。

河部

◇◆事前説明会◆◇
「このプログラムに参加してみたいけど、申込方法がわからない・・・」・「どんなボランティアがあるのかを、もっと知りたい・・・」と
いう方は事前説明会を開催します。
ボランティアの説明や体験プログラムの説明などの内容です。興味がある方は気軽に参加してください。

日 時：①７月２３日（火） １４時～１５時

②８月８日（木） １０時～１１時

場 所：泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）内 ３階 ボランティアセンター
※泉南市立市民体育館・ホームセンターダイキの前です

★
夏祭りのお手伝い①
日

時：７月 28 日（土）12 時 30 分
～16：00 時
内
容：納涼際の準備。模擬店軽食の盛り付
けや、話し相手など
場 所・発 信：介護老人保健施設ライフポート泉南
（最寄り駅：南海本線樽井駅）
備
考：動きやすい服装でお越しください

夏祭りのお手伝い③
日
内

時：7 月 13 日（土）１０時～15 時
容：障がい児（者）の利用者さんと
一緒に夏祭りのお手伝い
場 所 ・ 発 信：社会福祉法人 桜花会 サクラッコ
（最寄り駅：ＪＲ阪和線新家駅）
備
考：動きやすい服装でお越しください
持 ち 物：上履き、お弁当

夏祭りのお手伝い②
日
内

時：８月 3 日（土）16 時～20 時
容：夏祭りの準備、運営、利用者との
話し相手や介助など
場 所 ・ 発 信：ケアハウス亀寿の森
（最寄り駅：ＪＲ阪和線新家駅）
備
考：動きやすい服装でお越しください
持ち物：タオル・浴衣（できれば）

夏祭りのお手伝い④
日
内
場

備

時：８月 3 日（土）16 時～20 時
容：当事業所のブースのお手伝い
所：泉南市民球場サザンスタジアム
（最寄り駅：南海本線樽井駅
徒歩 20 分）
考：動きやすい服装でお越しください

《発信：社会福祉法人 桜花会

サクラッコ》

夏休み子供企画 おもてなし大作戦
イベントのお手伝い
日

時：7 月 23 日（火）9 時 30 分～18 時 30 分
午前・午後のみ、1,2 時間も可
内
容：子供達が地域の方や、外国の方などのおもてなしを
します！その準備や、サポートなど。
場 所 ・ 発 信：特定非営利法人ほしぞら＆ふれあいハウス鳴滝
（最寄り駅：南海本線樽井駅）
備
考：動きやすい服装でお越しください
食事支給（イベントでの食事を一緒に）

高校生以上の方のご参加
になります！
◇◆ 申し込み・問合せ先 ◆◇
泉南市社会福祉協議会
ＴＥＬ 072-482-1027
ＦＡＸ 072-482-1618
〒５９０－０５２１ 泉南市樽井１－８－４７（泉南市総合福祉センター）
ＨＰ http://sennan-shakyo.or.jp/sennanvc/

小学生
向け

実施場所：泉南市地域子育て支援センター
「ひだまり」
住所：泉南市樽井１－８－４７
期間：9 月３０日までの月曜～金曜
時間：９時～1５時
持ち物：動きやすい服装
上履き

実施機関・場所：このゆびとまれ
デイサービスセンター
住所：泉南市馬場２－８－12
期間：９月 3０日までの月曜～土曜
(8 月 17 日～20 日を除く)
10 時～16 時
持ち物：昼食代６０0 円・動きやすい服装

きがるにきてくだ
さいね～！
まっています～♪

ボランティア

体験
み

★よく見てね★

プログラム

おも

もう

こ

しょ

ひつよう

・やりたい！と思うボランティアがあれば、申し込み書に必要

7/1～9/30

か
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も

なことを書 いて、社会 福祉協議会に持 ってきてください。
き

大人の人といっしょに来てね！
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う
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き

もう

こ

・一日で受け入 れられる数 が決 まっているので、申 し込 むと
き

きに聞いてください
くわ

した

れんらくさき

き

たいけん

・詳しくは下 の連絡先へ聞 くか、ボランティア体験 プログラ
ム ホームページをみてくださいね
お問合せ・お申込みは・・・
せ ん な ん し しゃかいふくしきょう ぎ か い

もう

こ

泉南市社会福祉協議会 へ 申し込みにきてね！
せんなんした る い

せ ん な ん し そうごう ふ く し

せんなん

泉南市樽井１－８－４７ 泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）内
せんなん し り つ し み ん たいいくかん

※泉南市立市民体育館・ホームセンターダイキの前です(電話：４８２－１０２７)
※保護者の皆様へ お申し込みの際、保護者の方の同意が必要となります。
申込み時に印鑑をお持ちいただけますよう、お願いいたします。
また、小学生ボランティア体験活動には、保護者の方の付き添いが必要な場合があります。

中学生
向け

実施機関・場所：このゆびとまれ
デイサービスセンター
住所：泉南市馬場２－８－12
期間：９月 3０日までの月曜～土曜
(8 月 17 日～20 日を除く)
10 時～16 時
持ち物：昼食代６０0 円・動きやすい服装

実施機関・場所：グループホーム ゆうゆう
住所：泉南市信達市場 394－１
期間：８月 31 日までの
月曜～土曜（水曜は除く）１０時～1５時
持ち物：上履き・動きやすい服装
お食事は支給されます

ボランティア

体験
プログラム

7/1～9/30

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：７月１日～９月 30 日までの
月曜～土曜
９時～16 時
持ち物：動きやすい服装・弁当・水筒

実施機関・場所：NPO 法人 泉南ふれ愛の里
住所：泉南市樽井４－３３－４
期間：7 月 1 日～9 月 30 日までの月曜～金曜
（8 月 13 日～1５日を除く)
10 時 30 分～15 時 30 分
持ち物：昼食代（530 円）
動きやすい服装・エプロン

ボランティアに、ご興味が
ある方、まずはお話だけで
も！お気軽にご相談にきて
くださいネ！

実施場所：泉南市子ども総合支援センター
住所：泉南市信達牧野４３６－１
期間：9 月３０日までの月曜～金曜(8/8、8/14
8/15、8/16、8/20、9/3、9/17 を
除く）
９時～1２時
持ち物：動きやすい服装・上履き

実施場所：泉南市地域子育て支援センター
「ひだまり」
住所：泉南市樽井１－８－４７
期間：9 月３０日までの月曜～金曜
時間：９時～1５時
持ち物：動きやすい服装
上履き

★気を付けること★
・やりたい！と思うボランティアがあれば、申し込み書に必要なことを書いて、社会福祉協議会
に持ってきてください！
・一日で受け入れられる数が決まっているので、申し込む時に聞いてください。
・詳しくは下の連絡先へ聞くか、ボランティア体験プログラム ホームページをみてください

ボランティア体験プログラム ホームページもみてね！
泉南市ボランティアセンター
URL: http://sennan-shakyo.or.jp/sennanvc/

大阪府社会福祉協議会
URL:http://www.osakafusyakyo.or.jp/volunteer/summerv.php

お問合せ・お申込みは・・・

泉南市社会福祉協議会 へお越しください！
泉南市樽井１ ８ ４７ 泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）内
※泉南市立市民体育館・ホームセンターダイキの前です

（電話：０７２ ４８２ １０２７）

MEMO

高校生
向け

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
デイ・サービスセンター
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：7 月 2 日～9 月 30 日までの
月曜～土曜 9 時 00 分～16 時 00 分
持ち物：動きやすい服装・弁当

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
デイ・サービスセンター
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：8 月 19 日～8 月 24 日までの
月曜～土曜 13 時 30 分～15 時 00 分
持ち物：動きやすい服装・弁当

ボランティア

体験
プログラム

7/1～9/30

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：７月１日～９月 30 日までの
月曜～土曜
９時～16 時
持ち物：動きやすい服装・弁当・水筒

実施機関・場所：NPO 法人 泉南ふれ愛の里
住所：泉南市樽井４－３３－４
期間：7 月 1 日～9 月 30 日までの月曜～金曜
（8 月 13 日～1５日を除く)
10 時 30 分～15 時 30 分
持ち物：昼食代（530 円）
動きやすい服装・エプロン

実施機関・場所：グループホーム ゆうゆう
住所：泉南市信達市場 394－１
期間：８月 31 日までの
月曜～土曜（水曜は除く）１０時～1５時
持ち物：上履き・動きやすい服装
お食事は支給されます

ボランティアに、
ご興味がある方、
まずはお話だけで
も！お気軽にご相
談ください！“

実施機関・場所：このゆびとまれ
デイサービスセンター
住所：泉南市馬場２－８－12
期間：９月 3０日までの月曜～土曜
(8 月 17 日～20 日を除く)
10 時～16 時
持ち物：昼食代６０0 円・動きやすい服装

実施機関・場所：デイセンターせんなん
住所：泉南市信達市場 1222-12
期間：９月 3０日までの月曜～金曜(８月 10
日～18 日を除く) 10 時～16 時
持ち物：上履き・動きやすい服装
お食事は支給されます

実施場所：泉南市子ども総合支援センター
住所：泉南市信達牧野４３６－１
期間：9 月３０日までの月曜～金曜(8/8、8/14
8/15、8/16、8/20、9/3、9/17 を
除く）
９時～1２時
持ち物：動きやすい服装・上履き

実施場所：泉南市地域子育て支援センター
「ひだまり」
住所：泉南市樽井１－８－４７
期間：9 月３０日までの月曜～金曜
時間：９時～1５時
持ち物：動きやすい服装
上履き

実施機関・場所：ＨＰＯ法人 ホス
住所：泉南市樽井２－１７７－２
期間：９月 3０日まで（８月 10 日～14 日
を除く）の月曜～金曜
１０時～16 時
持ち物：昼食代（３７０円）お茶
お弁当持参も可

実施機関・場所：社会福祉法人 桜花会
サクラッコ
住所：泉南市新家１４９５-１
期間：7 月 22 日～８月３１日までの月曜～
金曜(8 月 11 日～18 日を除く)
１０時～１７時（午前、午後のみ可）
持ち物：上履き・動きやすい服装
お弁当

ボランティア体験プログラム ホームページもご覧くださ
い！
泉南市ボランティアセンター
URL: http://sennan-shakyo.or.jp/sennanvc/

大阪府社会福祉協議会
URL:http://www.osakafusyakyo.or.jp/volunteer/summerv.php

申し込み時に気を付けていただくこと
・申し込み書に記入し、社会福祉協議会へ提出してください
・一日当たりの定員がありますので、事前にお問い合わせください
・詳細は下の連絡先へお問い合わせいただくか、ボランティア体験プログラム
をご覧ください

ホームページ

お問合せ・お申込みは・・・

泉南市社会福祉協議会

へお越しください！

泉南市樽井１ ８ ４７ 泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）内
※泉南市立市民体育館・ホームセンターダイキの前です

（電話：０７２ ４８２ １０２７）
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向け

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
デイ・サービスセンター
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：7 月 2 日～9 月 30 日までの
月曜～土曜 9 時 00 分～16 時 00 分
持ち物：動きやすい服装・弁当

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
デイ・サービスセンター
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：8 月 19 日～8 月 24 日までの
月曜～土曜 13 時 30 分～15 時 00 分
持ち物：動きやすい服装・弁当

ボランティア

体験
プログラム

7/1～9/30

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：７月１日～９月 30 日までの
月曜～土曜
９時～16 時
持ち物：動きやすい服装・弁当・水筒

実施機関・場所：NPO 法人 泉南ふれ愛の里
住所：泉南市樽井４－３３－４
期間：7 月 1 日～9 月 30 日までの月曜～金曜
（8 月 13 日～1５日を除く)
10 時 30 分～15 時 30 分
持ち物：昼食代（530 円）
動きやすい服装・エプロン

実施機関・場所：グループホーム ゆうゆう
住所：泉南市信達市場 394－１
期間：８月 31 日までの
月曜～土曜（水曜は除く）１０時～1５時
持ち物：上履き・動きやすい服装
お食事は支給されます

ボランティアに、
ご興味がある方、
まずはお話だけで
も！お気軽にご相
談ください！“

実施機関・場所：このゆびとまれ
デイサービスセンター
住所：泉南市馬場２－８－12
期間：９月 3０日までの月曜～土曜
(8 月 17 日～20 日を除く)
10 時～16 時
持ち物：昼食代６０0 円・動きやすい服装

実施機関・場所：デイセンターせんなん
住所：泉南市信達市場 1222-12
期間：９月 3０日までの月曜～金曜(８月 10
日～18 日を除く) 10 時～16 時
持ち物：上履き・動きやすい服装
お食事は支給されます

実施場所：泉南市子ども総合支援センター
住所：泉南市信達牧野４３６－１
期間：9 月３０日までの月曜～金曜(8/8、8/14
8/15、8/16、8/20、9/3、9/17 を
除く）
９時～1２時
持ち物：動きやすい服装・上履き

実施場所：泉南市地域子育て支援センター
「ひだまり」
住所：泉南市樽井１－８－４７
期間：9 月３０日までの月曜～金曜
時間：９時～1５時
持ち物：動きやすい服装
上履き

実施機関・場所：ＨＰＯ法人 ホス
住所：泉南市樽井２－１７７－２
期間：９月 3０日まで（８月 10 日～14 日
を除く）の月曜～金曜
１０時～16 時
持ち物：昼食代（３７０円）お茶
お弁当持参も可

実施機関・場所：社会福祉法人 桜花会
サクラッコ
住所：泉南市新家１４９５-１
期間：7 月 22 日～８月３１日までの月曜～
金曜(8 月 11 日～18 日を除く)
１０時～１７時（午前、午後のみ可）
持ち物：上履き・動きやすい服装
お弁当

ボランティア体験プログラム ホームページもご覧くださ
い！
泉南市ボランティアセンター
URL: http://sennan-shakyo.or.jp/sennanvc/

大阪府社会福祉協議会
URL:http://www.osakafusyakyo.or.jp/volunteer/summerv.php

申し込み時に気を付けていただくこと
・申し込み書に記入し、社会福祉協議会へ提出してください
・一日当たりの定員がありますので、事前にお問い合わせください
・詳細は下の連絡先へお問い合わせいただくか、ボランティア体験プログラム
をご覧ください

ホームページ

お問合せ・お申込みは・・・

泉南市社会福祉協議会

へお越しください！

泉南市樽井１ ８ ４７ 泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）内
※泉南市立市民体育館・ホームセンターダイキの前です

（電話：０７２ ４８２ １０２７）
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実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
デイ・サービスセンター
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：7 月 2 日～9 月 30 日までの
月曜～土曜 9 時 00 分～16 時 00 分
持ち物：動きやすい服装・弁当

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
デイ・サービスセンター
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：8 月 19 日～8 月 24 日までの
月曜～土曜 13 時 30 分～15 時 00 分
持ち物：動きやすい服装・弁当

ボランティア

体験
プログラム

7/1～9/30

実施機関・場所：特別養護老人ホーム
なでしこりんくう
住所：泉南市りんくう南浜 3 番７
期間：７月１日～９月 30 日までの
月曜～土曜
９時～16 時
持ち物：動きやすい服装・弁当・水筒

実施機関・場所：グループホーム ゆうゆう
住所：泉南市信達市場 394－１
期間：８月 31 日までの
月曜～土曜（水曜は除く）１０時～1５時
持ち物：上履き・動きやすい服装
お食事は支給されます

ボランティアに、
ご興味がある方、
まずはお話だけ
でも！
お気軽にご相談
ください！“

実施機関・場所：このゆびとまれ
デイサービスセンター
住所：泉南市馬場２－８－12
期間：９月 3０日までの月曜～土曜
(8 月 17 日～20 日を除く)
10 時～16 時
持ち物：昼食代６０0 円・動きやすい服装

実施機関・場所：デイセンターせんなん
住所：泉南市信達市場 1222-12
期間：９月 3０日までの月曜～金曜(８月 10
日～18 日を除く) 10 時～16 時
持ち物：上履き・動きやすい服装
お食事は支給されます

実施場所：泉南市子ども総合支援センター
住所：泉南市信達牧野４３６－１
期間：9 月３０日までの月曜～金曜(8/8、8/14
8/15、8/16、8/20、9/3、9/17 を
除く）
９時～1２時
持ち物：動きやすい服装・上履き

実施機関・場所：NPO 法人 泉南ふれ愛の里
住所：泉南市樽井４－３３－４
期間：7 月 1 日～9 月 30 日までの月曜～金曜
（8 月 13 日～1５日を除く)
10 時 30 分～15 時 30 分
持ち物：昼食代（530 円）
動きやすい服装・エプロン

実施機関・場所：ＨＰＯ法人 ホス
住所：泉南市樽井２－１７７－２
期間：９月 3０日まで（８月 10 日～14 日
を除く）の月曜～金曜
１０時～16 時
持ち物：昼食代（３７０円）お茶
お弁当持参も可

実施機関・場所：社会福祉法人 桜花会
サクラッコ
住所：泉南市新家１４９５-１
期間：7 月 22 日～８月３１日までの月曜～
金曜(8 月 11 日～18 日を除く)
１０時～１７時（午前、午後のみ可）
持ち物：上履き・動きやすい服装
お弁当

ボランティア体験プログラム ホームページもご覧くださ
い！
泉南市ボランティアセンター
URL: http://sennan-shakyo.or.jp/sennanvc/

大阪府社会福祉協議会
URL:http://www.osakafusyakyo.or.jp/volunteer/summerv.php

申し込み時に気を付けていただくこと
・申し込み書に記入し、社会福祉協議会へ提出してください
・一日当たりの定員がありますので、事前にお問い合わせください
・詳細は下の連絡先へお問い合わせいただくか、ボランティア体験プログラム
をご覧ください
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泉南市社会福祉協議会

へお越しください！

泉南市樽井１ ８ ４７ 泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）内
※泉南市立市民体育館・ホームセンターダイキの前です
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