
社会福祉法人　交野市社会福祉協議会（交野市ボランティアセンター）　平成３０年度「夏のボランティア体験プログラム」一覧表

障

老

老

老

26 老

27 老

老

30 他

31 他

専・大・社/男女可2～3人/1日

小・中・高・専・大・社/男女可5人

動きやすい服装

動きやすい服装

夏休みの寺子屋の活動です。勉強や工作など、子どもたちに向けた取り組
みのお手伝いをしていただきます。

市民交流フェスタのお手伝いをしてもらえる人を募集します。おもちゃづくりや
手話カルタで一緒に楽しみましょう。和太鼓演奏や南中ソーランなどの催しも
あります。

藤が尾小学校区福祉委員会

交野市ボランティアグループ連絡会

交野市藤が尾4-2-13

交野市天野が原町5-5-1

7月26日（木）、8月1日（水）、8月9日（木）、
8月22日（水）/13時30分～16時30分

8月4日（土）13時00分～15時30分

弁当or昼食代620円

グループホーム希望
交野市東倉治3-8-11
JR学研都市線津田駅下車徒歩10分

7月1日～8月31日（8月11日～8月19日除く）
月～金/10時30分～16時00分
（小学生は10時30分～14時00分）

小・中・高・専・大・社/男女可3人
当日体調不良の時はご連絡下さい。

昼食代350円・上履き・動きやすい服装

特別養護老人ホーム天の川明星①
交野市藤が尾2-5-22
ＪＲ学研都市線河内磐船駅下車徒歩15分

7月1日～8月31日
10時30分～16時30分

小4年生以上・中・高・専・大・社・介護に興味のある方なら誰でも
/男女可4人
グループでの参加、親子での参加歓迎。

利用者様の生活介助をして頂き、楽しくコミュニケーションをとって過ごして下
さい。

㊐デイサービスや特養における高齢者とのコミュニケーション及び食事の配
膳、下膳やレクリエーション補佐、見守り等の業務の補助。

夏祭りの催し物（出店・ゲームコーナー等）のお手伝い。ご利用者様の誘導、
お話し相手等を行っていただきます。

上履き・動きやすい服装

㊐利用者様との話し相手やレクリエーション活動等を一緒にワイワイと楽しみ
ましょう。

㊐認知症や障がいを持たれた高齢者とのふれあい。お茶配りや入浴後のド
ライヤーのお手伝い。レクリエーション体験などもあります。

23 交野市東倉治5-8-8
ＪＲ学研都市線津田駅下車徒歩10分

7月1日～8月31日
月～土/10時～15時

小・中・高・専・大・社/子供（小学生）向け体験プログラム。親子
での参加歓迎。体験前にオリエンテーションの参加が必要。
男女可2人

弁当・上履き・動きやすい服装

動きやすい服装・スニーカー/屋台食券１セット支給

上履き 障がい者の方と一緒にゲームをしたり、お話相手など。

老

5 障 ハートフルステーションいわふね
交野市私市2-14-14
京阪交野線河内森駅下車徒歩5分
JR学研都市線河内磐船駅下車徒歩2分

7月1日～8月31日（8/10～8/20除く）
月・水・金/10時～15時30分

7月1日～8月31日
月～土
9時～16時30分

中・高・専・大・社/男女可2人

㊐知的障がい者が中心の通所施設です。日々の内職作業や、散歩運動な
ど、利用者と一緒にする活動を体験して頂きます。

上履き・エプロン・三角布/一緒に調理した食事支給
障がい者の方と一緒に調理をしておいしいごはんを食べましょう。簡単な調
理の補助や見守りなど。

専・大・社/男女可3人
グループでの参加歓迎

弁当・上履き・動きやすい服装

専・大・社/男女可1人 弁当or昼食代440円・上履き・動きやすい服装

<募集対象＞　小：小学生　中：中学生　高：高校生　專：専門学生　大：大学生　社：社会人　
<活動内容＞　㊐：日常の活動への参加

㊐施設のご入居者と日常生活上の活動を通じて交流していただきます。行事
等があれば随時ご参加いただきます。

25 特別養護老人ホーム美来②
交野市倉治4-40-7
京阪交野線交野市駅下車・京阪バス幾野４
丁目バス停徒歩約１分

8月5日（日）
10時～１5時

小5年生以上（要保護者付添）・高・専・大・社/男女可5人
グループでの参加、親子での参加歓迎。
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要。

28

8月11日（土）
14時～18時

施設・団体名 活動場所・交通機関 活動日時
募集対象・人数／日
その他条件

24 特別養護老人ホーム美来①
交野市倉治4-40-7
京阪交野線交野市駅下車・京阪バス幾野４
丁目バス停徒歩約１分

７月1日～8月31日
月～金/10時～16時

中・高・専・大・社/男女可2人
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要

18

20 老

必要な持ち物                 支給されるもの 活動内容/参加者へのメッセージ

14 老 きんもくせい特別養護老人ホーム
交野市大字星田5156-8
ＪＲ学研都市線星田駅下車徒歩15分

種
別

交野市寺4-590-１
JR学研都市線河内磐船駅下車徒歩約20分3 障 交野自立センター通所部②

小学校４年生以上・中・高・専・大・社/男女可2人

7月1日～8月31日
月～金/10時～16時

特に問いません
男女可2人/日

デイサービスセンターきさべ②
7月9日～7月13日
月～金/13時～15時

7月27日（金）、8月24日（金）
10時～15時

老 特別養護老人ホーム　あおやま

交野市青山3-431-1
京阪交野線交野市駅下車徒歩30分/ＪＲ学
研都市線河内磐船駅下車徒歩30分/ＪＲ学
研都市線津田駅下車徒歩30分
京阪バス交野駅・河内磐船駅発：交野警察
署前下車徒歩約１０分

7月1日～8月31日
月～金（日・祝除く）
①9時～12時30分または②9時～15時

大・專・社/男女可1～2人
グループでの参加可能。学校教育等の一環としての参加可能。
事前にオリエンテーションの参加が必要（事前の電話確認で
可）。

㊐デイサービス利用者のお話し相手や一緒にレクリエーション参加（期間中
夏祭りあり）する事により高齢者への理解を深めて頂きたい。

交野市私部1-55-10
京阪交野線交野市駅下車徒歩20分

㊐レクリエーションで行う流しそうめんのお手伝い。利用者様とふれあいを通
して一緒に楽しんで頂きたいと思っています。

㊐洗髪後の整容介助・配膳（お茶だし等食事前の準備）・入所者様との話し
相手やレクレーションの参加、施設敷地内の散歩付き添い

交野市青山3-432
京阪交野線交野市駅下車徒歩30分/ＪＲ学
研都市線河内磐船駅下車徒歩30分/ＪＲ学
研都市線津田駅下車徒歩30分
京阪バス交野駅・河内磐船駅発：交野警察
署前下車徒歩約１０分

1 老 介護老人保健施設　青山

交野市青山3-432
京阪交野線交野市駅下車徒歩30分/ＪＲ学
研都市線河内磐船駅下車徒歩30分/ＪＲ学
研都市線津田駅下車徒歩30分
京阪バス交野駅・河内磐船駅発：交野警察
署前下車徒歩約１０分

7月1日～8月31日
月～金（日・祝除く）
①9時～12時30分または②9時～15時

大・專・社/男女可1～2人
グループでの参加可能。学校教育等の一環としての参加
可能。事前にオリエンテーションの参加が必要（事前の電話確
認で可）。

上履き・ハンドタオル・お茶（水筒）
・動きやすく汚れてもいい服装
②のみ昼食支給（実習生を除く）

㊐施設利用者のリハビリ指導の補助（リハビリ室～居室等への誘導）※経験
者のみ・洗髪後の整容介助・配膳（お茶だし等食事前の準備）・入所者様との
話し相手やレクレーションの参加、施設敷地内の散歩付き添い

22

デイサービスセンター天の川
交野市藤が尾2-5-22
ＪＲ学研都市線河内磐船駅下車徒歩15分

8月1日～8月31日
月～金/9時～15時

小学4年生以上・中・高・専・大・社/男女可2人

19 老 デイサービスセンター　あおやま

大・專・社/男女可1～2人
グループでの参加可能。学校教育等の一環としての参加可能。
事前にオリエンテーションの参加が必要（事前の電話確認で
可）。

中・高・專・大/男女可5人
体験前の事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、検便検査をうけて結果提出が必要

13 老 きんもくせいデイサービスセンター
交野市南星台2-5-15
ＪＲ学研都市線星田駅下車星田7丁目バス停
下車徒歩1分

15

12

17

11 児 認定こども園　交野保育園
交野市松塚11-10
京阪交野線郡津駅下車徒歩３分

7月23日～8月24日（8/13～8/15除く）
月～土/9時30分～16時30分

老 サール・ナートかたの
交野市私部南1－490
JR学研都市線河内磐船駅下車徒歩約10分
京阪交野線交野市駅下車徒歩約15分

交野市郡津5-76-1
京阪交野線郡津駅下車徒歩5分

7月3日～8月31日（8/9～8/15を除く）
月～金/9時～16時

21 老 デイセンターリハビリプラザ交野
交野市私部西4-11-18
京阪交野線交野市駅下車徒歩約１０分

7月1日～8月31日
月～土／13時30分～16時00分

小・中・高/男女可3人
子ども（小学生）向け体験プログラム

2 障 交野自立センター通所部①
交野市寺4-590-１
JR学研都市線河内磐船駅下車徒歩約20分

7月21日（土）、8月18日（土）
9時30分～11時

中・高・専・大・社/男女可3人

高・専・大・社/男女可１人
検便検査を受けて結果の提出が必要
本人確認あり

特に問いません/男女可2人
親子での参加歓迎

中・高・専・大・社/男女可1～2人

夏祭りでの出店のお手伝い。
㊐日常生活ではレクリエーションのお手伝い。

弁当・上履き・動きやすい服装

弁当・動きやすい服装

上履き・ハンドタオル・お茶（水筒）・動きやすく汚れても
いい服装　②のみ昼食支給（実習生を除く）

㊐洗髪後の整容介助・配膳（お茶だし等食事前の準備）・入所者様との話し
相手やレクレーションの参加、施設敷地内の散歩付き添い

弁当・上履き・動きやすい服装

小学校３年生以上・中・高・専・大・社　　/男女可2人

7月1日～8月31日
月～金（日・祝除く）
①9時～12時30分または②9時～15時

弁当or昼食代550円・上履き・動きやすい服装・水筒お
茶

昼食代（200円）・上履き・動きやすい服装・箸・コップ
※食事は給食

㊐利用者さんと一緒にする活動して頂きます。

㊐こどもたちの生活を見守り援助したり、一緒に遊んだりする。

㊐こどもたちと楽しく遊んだり、お世話を手伝って頂ければと思います。０～５
歳までのかわいいこどもたちと楽しく過ごしましょう。

上履き・動きやすい服装

㊐入居者様との交流（コミュニケーション）等。

上履き・動きやすい服装/昼食支給

昼食代320円・上履き・動きやすい服装

小学校４年生以上・中・高・専・大・社/男女可2人

㊐ご老人の方々とのコミュニケーションが中心となります。レクリエーションへ
の参加も体験していただきます。

上履き・ハンドタオル・お茶（水筒）・動きやすく汚れても
いい服装　②のみ昼食支給（実習生を除く）

㊐caféのホールで、オーダーをとる、料理を運ぶ食器をさげる等接客全般を
考えています。運ぶだけしてもらう等能力に応じて内容を決めます。

㊐日頃の活動を利用者さんと一緒に体験してください。

動きやすい服装

16

老

弁当・上履き・動きやすい服装　　　※お茶とおやつ支
給

29 他 星田小学校区福祉委員会
星田区サマーフェスティバルで模擬店（綿菓子等の販売）を出店します。お店
の手伝いしてもらえる人を募集します。

認定こども園
第2きんもくせい保育園

老

交野市星田3
星田公園
JR学研都市線星田駅下車徒歩10分

交野市寺4－590-1
学研都市線河内磐船駅下車徒歩20分

交野市森南１－17－6
JR学研都市線河内磐船駅下車徒歩約５分

7月1日～8月31日
月～土/10時～16時

小/男女可10人
前後の準備、片づけ（日程未定）も可能であれば参加可。

夕涼み会のお手伝いです。屋台や机の出し入れなどお年寄が楽しめるように
お手伝いして下さい。

7月1日～8月31日
月～土/10時～15時

弁当・上履き・動きやすい服装・おはし・コップ・手拭きタ
オル

㊐デイサービスへ通っている御利用者とのお話相手や家事援助、レクリエー
ションを職員と一緒にお願いします。

7月1日～8月31日
月～金/9時～15時

地域活動支援センターみのり 交野市天野が原町2-14-18

児

弁当・上履き・エプロン・白色系Ｔシャツorポロシャツ

7月1日～8月31日（8/13～8/17除く）
月～金/10時～15時

10

9
社会福祉法人　心生会
ミルキーウェイ（Ｂ型）②

障
社会福祉法人かたの福祉会
ワークハウスやわらぎ

4

特別養護老人ホームかたの美来

7月1日～9月30日（8/13～8/17除く）
月～金/9時～16時

中・高・専・大・社/男女可2人
体験前に事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの参加が必要。

障

専・大・社/男女可1～2人
体験前にオリエンテーションの参加が必要

㊐主に知的障がいの方が、日中活動できる場所として、内職、紙すき、マド
レーヌ作りを行っています

弁当・上履き
㊐みのり利用者とプログラム活動（内職、レクリエーション）に参加して下さ
い。

小5年生以上・中・高・専・大・社/男女可2人
親子での参加歓迎。

交野市東倉治1－12－12
JR学研都市線河内磐船駅下車徒歩30分

社会福祉法人　かたの福祉会
くらじワークセンター

障
7月1日～7月31日
月～金/10時～15時30分

7 障
交野市天野が原町5-5-1
ゆうゆうセンター１F
学研都市線河内磐船下車徒歩3分

6 障

㊐障がい者の方が日中活動できる場所として、仕出し弁当作りや内職、アン
テナショップを行っています。

8 弁当or昼食代300円・上履き・動きやすい服装・タオル

上履き
社会福祉法人　心生会
café スタッキー

7月1日～8月1日（8/11～8/21除く）
火～日/11時～13時

7月1日～8月31日（8/13～8/15除く）
　月・水・木・金/10時～16時

小・中・高・専・大・社/男女可2人体験前に事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの参
加が必要。

デイサービスいわふねの森

デイサービスセンターきさべ①
交野市私部1-55-10
京阪交野線交野市駅下車徒歩20分

7月1日～8月31日（8/13～8/15除く）
月～金/9時30分～15時30分

中・高・専・大・社/男女可2人
 検便検査を受けて結果の提出が必要（弁当作業に入る人に限
る）。

社会福祉法人　心生会
ミルキーウェイ　生活介護①

交野市天野が原町2-14-20
京阪交野線交野市駅下車徒歩15分
学研都市線河内磐船下車徒歩15分
京阪バスさくら丘住宅下車徒歩15分

交野市天野が原町2-14-20
京阪交野線交野市駅下車徒歩15分
学研都市線河内磐船下車徒歩15分
京阪バスさくら丘住宅下車徒歩15分

弁当・上履き・動きやすい服装
㊐お年寄のお話し相手、掃除、たたみ物、食事の配膳下膳など簡単な介護
のお手伝い。1時間の参加でも大丈夫。レクリエーション持込歓迎。

特別養護老人ホーム天の川明星②
交野市藤が尾2-5-22
ＪＲ学研都市線河内磐船駅下車徒歩15分

8月26日
18時00分～20時00分

小4年生以上・中・高・専・大・社・介護に興味のある方なら誰でも
/男女可6人
グループでの参加、親子での参加歓迎。

動きやすい服装


