
1 高
社会福祉法人邦寿会

どうみょうじ高殿苑

道明寺３－２－２

近鉄南大阪線道明寺駅下車

徒歩２分

７月１日～８月３１日

月～土

９時～１７時

小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生・社会人

（小学生は要保護者付添）

３人／日

弁当・上履き・動きやすい服装

タオル

デイサービスのご利用者とのお話や創作活動のお手伝いを通して、コミュニケーションを

図っていただきます。

乳幼児とその保護者が集う子育て支援施設で、お子さんの見守りをして頂きます。楽しみ

ながら気軽にできる、ふれあいのお手伝いです。

動きやすい服装
当センターは、障害児者の余暇支援の場であるため、障害特性のへの理解をもち、利用

者各々と楽しく安全に遊びの時間をともに過ごす。
10 障

藤井寺市障害児・障害者

ふれあい支援センター

北岡１－２－８　市民総合会館別館

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩１０分

７月１日～８月３１日

１０時～２０時００分

木曜日除く

大学生・社会人

男２人／日　女１人／日

6 高
社会福祉法人みささぎ会

藤井寺特別養護老人ホーム

藤井寺４－１１－７

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩１２分

８月１日

１７時３０分 ～２１時

専門学生・大学生・社会人

１０人/日

上履き・動きやすい服装・タオル

軽食支給

ＰＬ花火に合わせて屋上で開催する「星祭り」のお手伝いをお願いします。屋台販売がメ

インになります。

3 高 青山デイサービス道明寺

道明寺５－３－１１

近鉄南大阪線道明寺駅下車

徒歩５分

７月２日～９月２９日

月～土

９時～１５時

中学生・高校生・専門学生・大学生

３人／日
弁当・上履き・動きやすい服装

デイサービスに来られる利用者様と一緒に創作活動や交流を行ったり、お手伝いを行い

ます。

4 高
高齢者ケアセンター

つどうホール

小山３－１５１－１

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩２５分

８月１７日～８月１９日

９時～１６時

高校生・専門学生・大学生・社会人

５人／日

上履き・動きやすい服装

食事支給

毎年恒例の納涼祭の準備と片付けに多くの人員が必要です。元気なボランティアさんの

顔を見るとみなさん大変喜ばれます。

7 高
社会福祉法人みささぎ会

藤井寺特別養護老人ホーム

藤井寺４－１１－７

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩１２分

７月３１日～８月２日

９時～１５時

専門学生・大学生・社会人

１０人/日

上履き・動きやすい服装・タオル

昼食支給

行事（星祭り）の準備や後片づけをお願いします。

屋台設営や館内の清掃、車イス拭きなどです。
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2 児
社会福祉法人神愛福祉会

つどいの広場ふじいでら

小山９－４－４５

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩１５分

７月９日～８月３１日

月～金

１０時～１２時

８月１１日～８月１５日は除く

小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生・社会人

（小学生は要保護者付添）

３人／日

子ども向けプログラム・親子での参加歓迎・体験前オリ

エンテーションの参加必要

9 障

社会福祉法人飛笑

障害者地域生活支援センター

わっと

岡２－１２－６　進和ビル３階

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩５分

７月１日～９月３０日

１３時～１７時

月～金

祝日、8月11日～15日、24日除く

小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生・社会人

（小学生は要保護者付添）

１人／日

お弁当・上履き

動きやすい服装・タオル

障害をお持ちの方が、憩いの場として過ごす施設です。絵画や手芸など、色々な行事を

行っています。気軽にご参加下さい。

5 高
高齢者ケアセンター

つどうホール

小山３－１５１－１

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩２５分

毎週土曜日

１０時３０分～１２時

高校生・専門学生・大学生・社会人

５人／日

上履き・動きやすい服装

食事支給

日常生活には欠かせない車イスの整備や清掃などをお手伝いして頂きます。キレイな車

イスだとみなさん喜ばれます。

8 高
社会福祉法人みささぎ会

藤井寺特別養護老人ホーム

藤井寺４－１１－７

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

徒歩１２分

７月1 日～９月３０日

月、木、土

13時３０分～１５時

小学校４年生以上・専門学生・大学生・社会人

（小学生は要保護者付添）

３人／日

グループでの参加歓迎

上履き・動きやすい服装・タオル

おやつ支給

レクリエーション活動のお手伝いで、書道や塗り絵、フラワーアレンジメントなど作品作り

のお手伝いをお願いします。
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11 障
社会福祉法人しゅらの郷福祉会

あゆみ

津堂３－２８６－５

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

バス停大正橋南詰下車

徒歩１０分

７月１日～９月３０日

月～金

１０時～１５時

８月１３～１５日は除く

中学生・高校生・専門学生・大学生・社会人

５人／日

グループでの参加歓迎

親子での参加歓迎

体験前オリエンテーションの参加必要

徒歩１０分 木曜日除く

上履き・動きやすい服装

昼食支給

交通費（実費1,000円まで）支給

障がいのある利用者の日中活動をいっしょに楽しんでください。作業したり余暇活動など

です。
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動きやすい服装

屋台チケット500円分

交通費（実費1,000円まで）支給

毎年開催している納涼大会でのお手伝い。利用者とのコミュニケーション等。15 高
介護老人保健施設

ふじいでら

野中１－１０３－１

近鉄南大阪線古市駅下車

徒歩１５分

７月２９日

１５時～１９時

専門学生・大学生・社会人

５人／日

上履き・動きやすい服装

昼をはさむ場合は弁当持参
お話し相手、レクリエーションやクラブ活動の参加。

14 高
社会福祉法人好老会

ひかり・第２ひかり

惣社２－５－１５

近鉄南大阪線土師ノ里駅下車

徒歩１３分

９月２３日

１３時～１６時３０分

高校生・専門学生・大学生・社会人

１０人／日

グループでの参加歓迎

親子での参加歓迎

上履き・動きやすい服装

昼をはさむ場合は弁当持参

施設の最大のイベント（敬老祝賀会）のスタッフとして（ゲームコーナー・屋台コーナー）活

動。

13 高
社会福祉法人好老会

ひかり・第２ひかり

惣社２－５－１５

近鉄南大阪線土師ノ里駅下車

徒歩１３分

７月1 日～９月３０日

１０時～１８時１５分

高校生・専門学生・大学生・社会人

８人／日

グループでの参加歓迎

親子での参加歓迎

12 障
社会福祉法人しゅらの郷福祉会

あゆみ

津堂３－２８６－５

近鉄南大阪線藤井寺駅下車

バス停大正橋南詰下車

徒歩１０分

７月１４日、７月２８日

８月１８日、８月２５日

１０時～１５時

中学生・高校生・専門学生・大学生・社会人

５人／日

グループでの参加歓迎

親子での参加歓迎

体験前オリエンテーションの参加必要

上履き・動きやすい服装

昼食支給

交通費（実費1,000円まで）支給

障害のある利用者と夏季のイベントをいっしょに楽しんでください。



デイサービスのご利用者とのお話や創作活動のお手伝いを通して、コミュニケーションを

乳幼児とその保護者が集う子育て支援施設で、お子さんの見守りをして頂きます。楽しみ

当センターは、障害児者の余暇支援の場であるため、障害特性のへの理解をもち、利用

ＰＬ花火に合わせて屋上で開催する「星祭り」のお手伝いをお願いします。屋台販売がメ

デイサービスに来られる利用者様と一緒に創作活動や交流を行ったり、お手伝いを行い

毎年恒例の納涼祭の準備と片付けに多くの人員が必要です。元気なボランティアさんの

障害をお持ちの方が、憩いの場として過ごす施設です。絵画や手芸など、色々な行事を

日常生活には欠かせない車イスの整備や清掃などをお手伝いして頂きます。キレイな車

レクリエーション活動のお手伝いで、書道や塗り絵、フラワーアレンジメントなど作品作り



障がいのある利用者の日中活動をいっしょに楽しんでください。作業したり余暇活動など



毎年開催している納涼大会でのお手伝い。利用者とのコミュニケーション等。

施設の最大のイベント（敬老祝賀会）のスタッフとして（ゲームコーナー・屋台コーナー）活


