ボランティア体験期間

お申込みは各市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
〔詳しくは裏面をご覧ください〕

ボランティア体験プログラムって…？

7/1 9/30

http://www.osakafusyakyo.or.jp/volunteer/summerv.php

この体験プログラムは、大阪府社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会の共催で、
大阪府内の社会福祉施設やボランティアグループ、NPO団体等の協力により実施する、
ボランティアを身近に体験してもらうためのプログラムです。
サマーキャンプや夏祭りといったイベント、日常活動を利用者の方と
一緒に過ごしてみるといったさまざまなプログラムが用意されています。
この機会にボランティア活動を通してたくさんの人と出会い、新しい経験を積み、
自分の世界を広げてみませんか？
主催

パソコン、携帯電話からも
プログラム一覧を見ることができます!!

大阪府社会福祉協議会

検索

※TOP ページより「ボランティア体験プログラム」のアイコンをクリック

大阪府社会福祉協議会 大阪府ボランティア・市民活動センター、市町村社会福祉協議会

このボランティア体験プログラム（チラシ）は、
平成26年10月から12月に実施された共同募金
配分金を受けて作成したものです。
後援

大阪府、大阪府教育委員会

誰でも気軽に楽しくボランティア！ぜひ、ご参加ください!!
対象者
小学生から社会人、高齢者まで、ボランティアに関心、興味のある方

保

※資格取得のための実習による参加はご遠慮ください。

険

行事参加者傷害保険（ボランティア体験プログラム専用保険）で、参加者の自宅との往復・プログラム中の事故を保障します。体験プログラ
ムに参加されるすべての人に対して、大阪府社会福祉協議会が保険料を負担し、加入します。プログラム中に事故があった場合は、至急、お
申込み施設の窓口である市町村社会福祉協議会ボランティアセンター（市町村社協 VC）までご連絡ください。

個人情報の取り扱いについて
お預かりした個人情報は、施設への参加連絡、ボランティア保険加入手続きのみに使用するものとし、個人情報に関する方針（プライバシー
ポリシー）および個人情報保護規定に基づき、利用者の個人情報を保護いたします。

参加申し込み方法
各市町村の社会福祉協議会ボランティアセンターの窓口および専用 Web サイト（表面に記載）から、プログラム一覧をご覧になり、各市町
村社協 VC を通じてお申し込みください。（申し込み方法は各市町村で異なりますので、十分ご確認ください。また、一部の市町村では、窓口
でのプログラム紹介となる場合もございます。）
！ ※申込先は大阪府ボランティア・市民活動センターではなく、各市町村社協 VC となります。

大阪府内の市町村社会福祉協議会ボランティアセンターの連絡先（大阪市・堺市以外）
名

称

住

所

豊中市社会福祉協議会
豊中市岡上の町 2-1-15
ボランティアセンター「ぷらっと」 （すこやかプラザ内）

電

話

名

称

住

所

電

話

06-6848-1000

まつばらボランティアセンター

松原市阿保 1-1-1
松原市役所東別館内

072-339-0741

池田市ボランティアセンター

池田市城南 3-1-40
池田市保健福祉総合センター内

072-753-8858

柏原市ボランティア・
市民活動センター

柏原市大県 4-15-35
柏原市健康福祉センター内

072-972-6760

吹田市社会福祉協議会
ボランティアセンター

吹田市出口町 19-2
吹田市立総合福祉会館 2F

06-6339-1210

羽曳野市ボランティアセンター

羽曳野市誉田 4-1-1

072-958-2315

高槻市ボランティア・
市民活動センター

高槻市紺屋町 3-1-303 号
グリーンプラザ 3 号館 3 階

072-683-2200

藤井寺市社会福祉協議会
藤井寺市ボランティアセンター

藤井寺市北岡 1-2-8

072-938-8220

茨木市社会福祉協議会
ボランティアセンター

茨木市駅前 4-7-55
茨木市福祉文化会館内

072-627-0086

大阪狭山市ボランティアセンター

大阪狭山市今熊 1-85

072-367-6601
0721-93-6299

箕面市社会福祉協議会
ボランティアセンター

箕面市船場西 1-11-35

072-749-1535

河南町ボランティアセンター

南河内郡河南町大字白木
1359-6 河南町役場内

摂津市ボランティアセンター

摂津市三島 2-5-4
摂津市立地域福祉活動支援センター

06-6318-1128

太子町ボランティアセンター

南河内郡太子町大字春日 963-1
町立総合福祉センター内

0721-98-1311

1312

島本町社会福祉協議会
ボランティアセンター

三島郡島本町桜井 3-4-1
島本町ふれあいセンター内

075-962-5417

千早赤阪村ボランティアセンター

南河内郡千早赤阪村大字水分
195-1

0721-72-0294

能勢町ボランティアセンター

豊能郡能勢町宿野 114
能勢町立ふれあいセンター内

072-734-0770

岸和田市ボランティアセンター

岸和田市野田町 1-5-5
市立福祉総合センター内

072-430-3366

豊能町社会福祉協議会
ボランティアセンター

豊能郡豊能町東ときわ台 1-2-6
保健福祉センター

072-738-5370

泉大津市社会福祉協議会
ボランティアセンター

泉大津市東雲町 9-15
市立総合福祉センター内

0725-23-1393

守口市社会福祉協議会
ボランティアセンター

守口市寺内町 1-16-5

06-6992-2715

貝塚市社会福祉協議会
ボランティアセンター

枚方市社会福祉協議会
枚方市ボランティアセンター

枚方市新町 2-1-35
枚方市立総合福祉会館ラポールひらかた内

072-841-0181

泉佐野市社会福祉協議会
ボランティアセンター

寝屋川市社会福祉協議会
ボランティアセンター

寝屋川市池田西町 28-22
市立総合センター内

072-838-0400

和泉ボランティア・市民活動センター 和泉市いぶき野 5-1-7
和泉中央駅南側歩行者デッキ・アムゼモール 1F
｢アイ・あいロビー｣

0725-57-0294

大東市社会福祉協議会
ボランティアセンター

大東市新町 13-13
大東市立総合福祉センター内

072-874-1082

高石市ボランティア・
市民活動センター

高石市加茂 4-1-1
市役所別館 1F

072-265-7600

門真市ボランティアセンター

門真市御堂町 14-1
門真市保健福祉センター内

06-6902-6453

泉南市ボランティアセンター

泉南市樽井 1-8-47
泉南市総合福祉センター 3 階

072-483-0294

四條畷市社会福祉協議会
ボランティアセンター

四條畷市北出町 3-1

072-878-1210

阪南市ボランティアセンター

阪南市尾崎町 1 丁目 18-15
地域交流館内（旧尾崎小学校跡地）

072-472-3333

忠岡町社会福祉協議会

泉北郡忠岡町忠岡南 1-9-15
忠岡町総合福祉センター内

0725-31-1666
072-452-6001
072-466-5015

貝塚市畠中 1-18-8
（保健 ･ 福祉合同庁舎）
泉佐野市上町 1-2-9
社会福祉協議会 1F

交野市立ボランティアセンター

交野市天野が原町 5-5-1

東大阪市社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター

東大阪市高井田元町 1-2-13
東大阪市立総合福祉センター内

06-6789-5550

熊取町ボランティアセンター

泉南郡熊取町野田 1-1-8
（熊取ふれあいセンター内）

八尾市社会福祉協議会
サポートやお ボランティアセンター

八尾市青山町 4-4-18

072-925-1045

田尻町ボランティアセンター

泉南郡田尻町大字嘉祥寺 883-1
（田尻町総合保健福祉ｾﾝﾀｰ内）

富田林市社会福祉協議会
ボランティアセンター

富田林市宮甲田町 9-9

0721-25-8200

岬町ボランティアセンター

河内長野市社会福祉協議会
ボランティアセンター

河内長野市大師町 26-1

0721-65-0133

072-894-3737

問い合わせ先 大阪府ボランティア・市民活動センター

泉南郡岬町深日 3238-24

072-439-0294
072-464-2259

072-492-5700

TEL.06‑6762‑9631 FAX.06‑6762‑9679

※大阪市や堺市内でのボランティア体験を希望する方は、下記の連絡先に直接お問い合わせください。

堺市社会福祉協議会 ボランティア情報センター
大阪市ボランティア・市民活動センター
（または大阪市内24区社会福祉協議会）

TEL：072‑232‑5420
TEL：06‑6765‑4041

FAX：072‑221‑7409
FAX：06‑6765‑5618

