
茨木市社会福祉協議会 ボランティアセンター

心の世界を広げよう！
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通年 夏季限定等

1 いばらきデイサービス　おさんぽ 3 37 茨木市立葦原老人デイサービスセンター 8
2 介護老人保健施設　たんぽぽ 3 38 特別養護老人ホーム春日丘荘 8
3 コムシェいばらき 3 39 春日丘荘デイサービスセンター 8
4 在宅複合型施設　天兆園 3 40 介護老人保健施設　めぐみ 8
5 地域密着型介護老人施設　みやけの里 3 41 コムシェいばらき 8
6 デイサービスセンター　静華苑 3 42 じんないケアセンター喜楽 8
7 デイサービス　ソラスト南茨木 3 43 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター　豊川の郷【1】 8
8 特別養護老人ホーム　ラガール 3 44 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター　豊川の郷【2】 8

45 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点 9
46 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点 9

9 茨木市立障害福祉センターハートフル 4
10 茨木市立障害者生活支援センター　ともしび園 4
11 茨木ローザス 4 47 障がい者支援施設　茨木療護園 9
12 障がい者支援施設　茨木療護園 4 48 生活介護事業所　あいの 9

49 とんぼ作業所【1】 9
50 とんぼ作業所【2】 9

13 育児サークル「アンファン広場」【1】 4
14 育児サークル「アンファン広場」【2】 4
15 玉島保育園 4 51 末広認定こども園 9
16 なかよしわんぱく保育園 4 52 天王こども園【1】 9
17 ふくろう広場 5 53 天王こども園【2】 10

54 認定こども園　ちとせ學院 10
55 認定こども園　ちとせ學院Due南茨木 10

18 大池地区【1】　会食会 5 56 認定こども園　中穂積敬愛保育園 10
19 大池地区【2】　いきいきサロン 5 57 保育園　下穂積キッズ 10
20 大池地区【3】　健康づくりサロン 5 58 ほづみ保育園 10
21 大池地区【4】　子育てサロン 5 59 松ケ本認定こども園 10
22 春日地区【1】　いきいきサロン 5 60 こどもボランティア教室 10
23 春日地区【2】　子育てサロン 5
24 沢池地区【1】　子育てサロン 6
25 沢池地区【2】　食事会 6 61 茨木地区　子育てサロン 11
26 白川地区　子育てサロン 6 62 太田地区　ふるさとまつり 11
27 玉島地区　ふれあいサロン 6 63 春日丘地区　敬老会 11
28 西地区【1】子育てサロン 6 64 春日地区　ふるさとまつり 11
29 西地区【2】会食サロン 6 65 白川地区　白川まつり 11
30 西地区【3】うたごえ喫茶 6 66 天王地区　ふるさとまつり 11
31 西地区【4】ふれあいカフェ 6 67 西河原地区　ふるさとまつり 11
32 西地区【5】草抜き 7 67 西河原地区　青健まつり 11
33 東地区　コミュニティセンターまつり 7 68 東地区　ふれあいまつり 11
34 耳原地区【1】　よってこ食堂　夕食会 7
35 耳原地区【2】　よってこ食堂　昼食会 7
36 耳原地区【3】　子育てサロンmini★ 7

活動先はさまざま
あなたがやってみたいこと、好きなことから体験を選んでみてください。
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平成30（2018）年度　ボランティア体験プログラム活動先
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高齢者関係

障がい者関係

こども関係

地区

高齢者関係（夏季期間のみ）

障がい者関係（夏季期間のみ）

こども関係（夏季期間のみ）

地区（夏季および秋季期間のみ）

気になること

ほっとけない

こと

好きなこと

得意なこと

興味のあること

やってみたい

これまでの

体験や経験

新しい

ボランティア

活動 発見



1 いばらきデイサービス　おさんぽ 2 介護老人保健施設　　たんぽぽ
清水1-12-9 真砂3-21-27

活動
場所

活動
場所

通年 通年
月～金曜日 月～土曜日
10時～16時 9時30分～12時

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物
昼食代300円持参、
動きやすい服装

持ち物
上履き、
動きやすい服装

3 コムシェいばらき 4 在宅複合型施設　天兆園
玉島1-28-1 安威2-10-11

活動
場所

活動
場所

通年 通年

月・水・木・土・日曜日 月～土曜日
9時30分～17時 10時～15時30分　※祝日不可

対象 中学生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　4人/日

持ち物
弁当、上履き、
動きやすい服装

持ち物
上履き、
動きやすい服装

5 地域密着型介護老人施設　みやけの里 6 デイサービスセンター　静華苑

丑寅2-1-8 見付山1-11-1
活動
場所

活動
場所

2018/7/1～11/30(期間限定) 通年
月～土曜日 月～日曜日
10時～16時 9時～17時

対象 中学生～社会人 対象 中学生～社会人

受入
人数

男：2～4人/日　女：2～4人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 上履き、弁当 持ち物
弁当、上履き、
動きやすい服装

7 デイサービス　ソラスト南茨木 8 特別養護老人ホーム　ラガール
天王2-4-13 大字安威12

活動
場所

阪急南茨木駅下車　徒歩3分
活動
場所

2018/7/1～2019/3/31(期間限定) 2018/7/2～11/30(期間限定)
月～土曜日 月～金曜日
10時～16時 10時～16時

対象
小学3年生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物

動きやすい服装、
弁当（弁当注文の場合は、事前
に施設へお願いし、当日500円を
持参して下さい）

活動内容（施設から）

日時

活動内容（施設から）

活動内容（施設から）

日時

デイサービス利用者と
の交流、レクリエー
ションへの参加等

高齢者関係　（通年・期間限定）

入所者と会話やアクティ
ビティなどを一緒にして
下さる方を募集します。

※グループで参加歓迎
※事前オリエンテーショ
  ンの参加が必要
※演奏会・発表会は募集
  人数の限りでない。

利用者とのコミニュ
ケーション、レクリ
エーションの補助、ク
ラブ活動の補助等

※食事券あり
※バス利用の場合は、
　バス代支給

JR茨木駅下車　徒歩15分

活動内容（施設から）
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活動内容（施設から）

日時

日時

レクリエーション（折
り紙・紙芝居等）の手
伝いや、話相手等お願
いします。

阪急バス（阪急石橋行き）「清水」下車　徒歩8分 近鉄バス（83・84）「若園公園前」下車　徒歩3分

近鉄バス（83・84）「北摂つばさ高校前」下車
徒歩10分

阪急バス（車作線）「安威南口」下車　徒歩3分

活動内容（施設から）

高齢者と一緒に散歩へ
出かけたり、おしゃべ
りをして過ごします。

利用者のお話相手、移
動介助、お茶出し等の
簡単な内容ですので、
安心して下さい。

阪急バス（87他）「茨木サニータウン」下車
徒歩5分

阪急南茨木駅下車　徒歩10分

活動内容（施設から）

活動内容（施設から）

利用者とのコミュニ
ケーションを中心にお
茶出し等もお願いしま
す。

日時 日時

日時日時

趣味活動（麻雀・将棋
・囲碁・物作り）のお
手伝い。
高齢者の方とのコミュ
ニケーションや見守り
支援の補助。

※グループ・親子での参
　加歓迎
※交通費（応相談）
※食事（希望者）支給



9 茨木市立障害福祉センターハートフル 10 茨木市立障害者生活支援センターともしび園

片桐町4-26 西穂積町8-2
活動
場所

活動
場所

通年 10時～15時　火～土曜日 通年  10時～15時15分
月～金曜日
※12/29～1/3受入不可

対象 専門学生・大学生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男：1人/日　女：1人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物
弁当、上履き、
動きやすい服装

持ち物
上履き、
動きやすい服装

11 茨木ローザス 12 障がい者支援施設　茨木療護園
片桐町8-40 茨木市大字安元27

活動
場所

活動
場所

通年 15時45分～18時 2018/7/30～通年

第2・第4日曜日 月～金曜日
※8/5～8/26受入不可 10時～16時　※時間応相談

対象 中学生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　10人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物
上履き、
動きやすい服装

持ち物
上履き、
動きやすい服装

13 育児サークル「アンファン広場」【1】 14 育児サークル「アンファン広場」【2】
上郡2-12-8 松ケ本町8-30

活動
場所

活動
場所

2018/7/11～2019/3/27(期間限定） 2018/7/17～2019/3/19(期間限定）
第2・第4水曜日 　※8/8は不可 第3火曜日
9時～13時 9時～13時

対象 中学生～社会人 対象 中学生～社会人

受入
人数

男女不問　5～6人/日
受入
人数

男女不問　5～6人/日

持ち物
印鑑持参（交通費受取時）、
動きやすい服装

持ち物
印鑑持参（交通費受取時）、
動きやすい服装

15 玉島保育園 16 なかよしわんぱく保育園
平田2-36-13 上穂東町1-13

活動
場所

活動
場所

通年 通年
月～土曜日 月～土曜日
8時30分～17時 9時～17時30分

対象 高校生～大学生 対象 専門学生、大学生

受入
人数

男女不問　4人/日
受入
人数

女　2人/日

持ち物
上履き、
動きやすい服装

持ち物
昼食代230円持参、帽子、
動きやすい服装、運動靴

日時 日時

阪急茨木市駅下車　徒歩10分
茨木小学校体育館

活動内容（施設から）

阪急バス（80・83）「中河原」下車　徒歩5分
アル・プラザ茨木

0歳から6歳までの子ど
もたちが、集団の中で
生活・遊びを通して成
長している様子を、見
て感じて一緒に楽しん
で活動して下さい。

※支給：食事

こども関係　（通年）

JR茨木駅下車　徒歩5分
イオンモール茨木

近鉄バス（83・84・85）「玉島1丁目」下車
徒歩7分

JR茨木駅下車　徒歩7分

風船バレーボールのチ
ームです。
一緒に練習を楽しみま
しょう。

※グループでの参加歓迎

日常支援やリクリエーシ
ョンの補助、整容補助、
シーツ交換、喫茶や学習
会、音楽活動のお手伝い
をお願いします。

※グループでの参加歓迎
※交通費（バス代）640円

子育て中の親子が、楽
しいイベントに参加す
ることにより、何かと
繋がり、居場所を見つ
け、前向きに子育てが
できる。その手伝い。

※グループ・親子での
  参加 歓迎
※交通費500円

子育て中の親子が、楽
しいイベントに参加す
ることにより、何かと
繋がり、居場所を見つ
け、前向きに子育てが
できる。その手伝い。

※グループ・親子での
  参加 歓迎
※交通費500円

活動内容（施設から）

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

日時

障がい者関係　（通年）

活動内容（施設から）

日中の生活介護プログ
ラムにおける外出の同
行や、レクリエーショ
ン活動のお手伝いをお
願いします。

※事前オリエンテーショ
  ンの参加が必要

日時

※祝日と8/12～8/20・
　12/29～1/7受入不可

日時

日時
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日時

日時

阪急バス（サニータウン線）「団地入口」下車
送迎車で5分

JR茨木駅下車　徒歩20分
近鉄バス（14）「茨木弁天」又は「ゴルフ場口」下車
徒歩2分

活動内容（施設から）

阪急茨木市駅（西口）下車　徒歩10分

ともしび園の利用者たちはボ
ランティアの皆さんとの出会
いを楽しみにしています。主
に作業の補助やイベントのお
手伝いをお願いします。

※事前オリエンテーション
　の参加が必要（活動日当
　日でOK)
※給食（単位修得目的の活
　動の方は支給しません。）

かわいい子ども達と一
緒に過ごします。
生活面のお手伝いをし
たり、外遊びや散歩、
制作などをします。

※行事等の関係で弁
  当の日があります。
 （確認の上、各自持参）



17 ふくろう広場
西福井1-13-2　1F

活動
場所

通年　月～土曜日
※8/11～16・12/28～1/5受入不可

10時30分～15時30分

対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　1～2人/日

持ち物

上履き、
動きやすい服装
ソックス着用の事
※裸足不可

18 大池地区【1】　会食会 19 大池地区【2】　いきいきサロン
舟木町11-35 舟木町11-35

活動
場所

活動
場所

2018/7/26・8/23・9/27・11/22、 2018/7/14・8/11・9/8・10/13・

2019/1/24・2/28・3/28 11/10・12/8、2019/1/12・2/9

いずれも木曜日　9時～12時　 いずれも土曜日　9時30分～12時　　　

対象 中学生以上 対象
小学生以上
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

20 大池地区【3】　健康づくりサロン 21 大池地区【4】　子育てサロン
舟木町11-35 舟木町11-35

活動
場所

活動
場所

2018/7/25・8/22・9/26・10/24 2018/7/17・10/16・12/18、
11/28・12/26、2019/1/23・2/27 2019/2/19
いずれも水曜日　13時～15時　 いずれも火曜日　9時～12時

対象 中学生以上 対象 中学生以上

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

22 春日地区【1】いきいきサロン 23 春日地区【2】子育てサロン
①上穂積2-13-30   ②春日3-12-41 上穂積2-13-30

活動
場所

活動
場所

①2018/7/14・9/8　第2土曜日 2018/7/20・9/21・11/16、
②8/11　　第2土曜日 2019/1/18・3/15
13時30分～15時30分 いずれも金曜日　9時30分～12時　　

対象 大学生（短大含） 対象
小学生以上
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

活動内容（地区から） 活動内容（地区から）

日時日時

①春日コミュニティセンター（奇数月）JR茨木駅徒歩20分
②春日文化会館（偶数月）JR茨木駅徒歩10分

春日コミュニティセンター
阪急バス（中河原南口方面行）「上穂積」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

日時 日時

こども関係 （通年）

阪急バス（80・83）「中河原」下車　徒歩3分

活動内容（地区から）

就学前の幼児と保護者
の方を対象に、年6回で
子育てサロンを開催し
ています。
子どもとのふれあいや
運営に参加してみませ
んか。

※親子での参加歓迎

活動内容（施設から）

活動内容（地区から）
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日時

地区　（通年：日時限定）

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

大池コミュニティセンター
阪急茨木市駅（南東方面へ約400ｍ）徒歩5分

日時日時

親子で利用されている
未就園児への、手遊び
や絵本の読み聴かせな
どで、一緒にふれあっ
てほしいです。

給食ボランティアの手
作り料理で、地域のひ
とり暮らし高齢者の方
と昼食会を開催してい
ます。
一緒に楽しい時を過ご
しませんか。

※グループでの参加歓迎
※昼食はこちらのを

地域の子どもから高齢
者まで気軽に集えるサ
ロンです。
マジックや折り紙等で
楽しく仲間づくりに参
加して地域の活動を体
験しませんか。

※グループ・親子での参
  加歓迎

地域の高齢者を対象と
した健康づくりのサロ
ンを開催しています。
歌や体操等による介護
予防にも取り組んでい
ます。

※親子での参加歓迎
※支給：昼食

65歳以上の高齢者が集
い、交流を深める場の
提供、ゲーム遊び、物
作り、落語や音楽を聴
くなどして交流する。

※グループ・親子での
  参加歓迎

子育て中の親子との交
流や乳幼児の見守りを
します。

※グループ・親子での
  参加歓迎

活動内容（地区から）

?



24 沢池地区【1】　子育てサロン 25 沢池地区【2】食事会
南春日丘5-1-8 南春日丘5-1-21

活動
場所

活動
場所

2018/7/10・9/11・11/13、2019 2018/7/6・9/7・11/2、2019/1/25・

/1/15・3/12　いずれも火曜日 ・3/1　いずれも金曜日
10時～12時　 9時～14時

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

26 白川地区　子育てサロン 27 玉島地区　ふれあいサロン
鮎川1-8-17 平田2-25-9

活動
場所

活動
場所

毎月第4月曜日 2018/7/25・8/22・9/26・10/24・
11/28、2019/1/23・3/13

9時～13時 12時30分～15時　いずれも水曜日

対象 中学生～社会人 対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

28 西地区【1】　子育てサロン 29 西地区【2】　会食サロン
北春日丘4-7-2　 北春日丘4-7-2　

活動
場所

活動
場所

2018/7/26・10/25・11/22、 2018/7/21・9/8・11/24、
2019/1/24　いずれも木曜日 2019/3/23　　いずれも土曜日
9時30分～12時 10時～13時

対象 中学生以上 対象 中学生以上

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

30 西地区【3】　うたごえ喫茶 31 西地区【4】　ふれあいカフェ

北春日丘4-6-9　　 北春日丘4-6-9　　

活動
場所

活動
場所

通年 通年
毎月第2・第4水曜日 毎週火曜日
13時～15時30分 12時30分～16時30分

対象 中学生以上 対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

6

子供たちが楽しく遊べ
て、保護者の方がホッと
くつろげる・・・そんな
場所です。
毎月楽しいイベント企画
も盛りだくさん！ぜひ一
緒に楽しい時間を作って
下さい。

※グループでの参加歓迎

高齢者の方と、気軽で
楽しいひとときを一緒
に過ごしてください♪

※12/19・2/27は、
　9時30分～13時30分

就学前の子どもと保護
者の方々が、楽しんで
過ごせる場所です。♪
一緒に遊びやお話をし
て過ごしてみません
か。

※親子での参加歓迎

ひとり暮らし高齢者の
方が、みんなと一緒に
食事をしたり、余興や
会話を楽しむ場所で
す。
準備や片付けの手伝い
や楽しいお話をしませ
んか。

※親子での参加歓迎

みんなで大きな声を出
し、歌ってスッキリ♪
「カラオケはちょっ
と・・・」という方も
一緒に楽しんでもらえ
ます。
喫茶のお手伝いもぜひ
お願いします。

※親子での参加歓迎

子どもから高齢者まで
どなたでも集える“憩
い”のカフェです。
カフェのお手伝いを通
して楽しいひと時を過
ごしませんか。

※親子での参加歓迎

西公民館
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分

西公民館
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分

春日丘憩いの家
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分
近鉄バス（24）「阪大東口」下車　徒歩5分

活動内容（地区から） 活動内容（地区から）

活動内容（地区から） 活動内容（地区から）

元気いっぱいの子ども
たちと一緒に遊んだ
り、お母さんたちとお
話をしたり。みんなの
んびり、和やかな雰囲
気で開催しています。
子ども達と一緒に遊ん
だり、見守りをお願い
します。

料理好き、おしゃべり
好きな方を大募集！
愛情いっぱいのおいし
い料理を作って、高齢
者の方と一緒に楽しく
食べましょう。

※昼食はこちらのを

春日丘憩いの家
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分
近鉄バス（24）「阪大東口」下車　徒歩5分

日時 日時
活動内容（地区から） 活動内容（地区から）

日時 日時

日時 日時

日時 日時

地区　（通年：日時限定）

玉島公民館
近鉄バス（水尾三丁目行き）「平田一丁目」下車
徒歩5分

白川公民館　2階
京阪バス（3・6）「鮎川」下車　徒歩1分

沢池コミュニティセンター
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園前」下車
徒歩2分

沢池多世代交流センター
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園前」下車
徒歩2分

活動内容（地区から） 活動内容（地区から）



32 西地区【5】　草抜き 33 東地区 コミュニティセンターまつり
北春日丘4-6-9　　 学園町4-18

活動
場所

活動
場所

通年 2018/11/23
毎週火曜日 金曜日（祝日）
12時30分～16時30分 9時30分～15時30分

対象 中学生以上 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　3人/日
受入
人数

男女不問　8人/日

持ち物
動きやすい服装、軍手、帽子、
お茶（水分補給用）、タオル

持ち物 動きやすい服装

34 耳原地区【1】　よってこ食堂　夕食会 35 耳原地区【2】　よってこ食堂　昼食会
耳原3-6（耳原児童遊園内） 耳原3-6（耳原児童遊園内）

活動
場所

活動
場所

通年　※但し昼食会開催時はナシ 小学校の夏・冬・春休み期間

毎週火曜日　14時～19時 毎週火曜日
※8/14と、毎月最終火曜日は不可 10時～15時　※但し8/14受入不可

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

36 耳原地区【3】子育てサロンmini★
耳原3-6（耳原児童遊園内）

活動
場所

※小学校の夏・冬・春休み期間は

受入不可　毎週火曜日

9時30分～12時

対象
小学生～社会人
（小学生は要保護者付添）

受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装

7

7

地区ぷらっとホームの
草抜きを手伝ってもら
えませんか?
いろいろな種類の植物
にも出会えるかも!?

※親子での参加歓迎

東コミュニティセンター
京阪バス「学園前」　徒歩5分

子民家よってこ
阪急バス（山手台・桑原行き）「耳原」下車　徒歩5分

子民家よってこ
阪急バス（山手台・桑原行き）「耳原」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

地区　（通年：日時限定）

子育てサロン参加者の
有志で集まっているサ
ロンです。子供たちの
遊び相手や見守りをお
願いします。

※長期休暇はお休み
　です。35番「よっ
　てこ食堂」へ来て
　ください！！

日時

子民家よってこ
阪急バス（山手台・桑原行き）「耳原」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

春日丘憩いの家
近鉄バス（春日丘公園行）「春日丘公園」下車　徒歩5分
近鉄バス（24）「阪大東口」下車　徒歩5分

着ぐるみを着て、イベ
ントを盛り上げて下さ
る方を募集していま
す。

※グループでの参加歓迎
※食事支給

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

子どもとその保護者を対
象とする食事を伴う居場
所活動のお手伝いです。
子どもと遊んだり食事作
りを手伝ったりと出来る
事を。
※小学校の夏・冬・春休
　み期間は、時間が変わ
　ります。35番【2】
　「よってこ食堂」へ！

子どもとその保護者を
対象とする、食事を伴
う居場所活動のお手伝
いです。子どもと遊ん
だり食事作りを手伝っ
たりと出来る事を。

日時 日時

日時 日時

福祉ってどういうことですか?

でなく

?



37 茨木市立葦原老人デイサービスセンター 38 特別養護老人ホーム春日丘荘

新和町21-27 南春日丘7-11-22
活動
場所

活動
場所

2018/7/1～9/30 2018/8/7　
月～日曜日 火曜日
9時～16時 17時30分～21時

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　多数/日

持ち物
弁当、上履き、
動きやすい服装

持ち物
上履き、ハンドタオル、
動きやすい服装、運動靴

39 春日丘荘デイサービスセンター 40 介護老人保健施設めぐみ
南春日丘7-11-22 南安威2-10-17

活動
場所

活動
場所

2018/7/2～9/29（期間限定） 2018/7/1～9/30（期間限定）
月～土曜日 月～土曜日
13時30分～15時30分 9時30分～12時30分

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　多数/日
受入
人数

男女不問　2人/日

持ち物
上履き、運動靴、
動きやすい服装

持ち物 上履き、動きやすい服装

41 コムシェいばらき 42
玉島1-28-1 中津町5-3

活動
場所

活動
場所

2018/7/28 2018/8/16～8/18
土曜日 木～土曜日
15時～19時 8時45分～12時30分

対象
小学生5年生～大学生
（小学生は要保護者付添）

対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　10人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物

上履き、動きやすい服装
※検便検査をうけて結果の提
　出が必要
　（食品を扱う場合のみ）

持ち物
上履き、動きやすい服装、
水分、タオル

43 特別養護老人ホーム・
デイサービスセンター 豊川の郷【1】 44 特別養護老人ホーム・

デイサービスセンター 豊川の郷【2】

豊川4-35-31 豊川4-35-31
活動
場所

活動
場所

2018/7/1～9/30（期間限定） 2018/8/18
月～日曜日 土曜日　　
13時～16時 15時30分～19時

対象 中学生～社会人 対象 中学生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
受入
人数

男女不問　10～15人/日

持ち物 上履き、動きやすい服装 持ち物 上履き、動きやすい服装

日常の活動で、利用者と
のふれあい、レクリエー
ションやお話相手、お茶
出し、食事の準備など、
お手伝いしてくださる方
を募集しています。

※事前オリエンテーショ
　ンの参加が必要
※グループでの参加歓迎

盆踊り大会
模擬店（軽食やゲーム
コーナー等）の補助、会
場設営、後片付け等。皆
様のご協力お願いしま
す。

※事前オリエンテーシょ
　ンの参加が必要
※グループでの参加歓迎
※軽食支給

日常活動の補助
レクリエーションの参
加や喫茶のお手伝い、
話し相手です。
利用者と一緒に笑顔
を！！

※グループでの参加歓迎

利用者の話相手、移動
介助、お茶出し等の補
助をお願いします。

納涼祭でお手伝いをし
て下さる方を募集しま
す。屋台のスタッフな
どをお願いします。

※子ども（小学生）向
　けプログラム
※事前オリエンテーシ
　ョンの参加が必要
※グループ・親子での
　参加歓迎

夏祭り
毎年3日間夏祭りを開催
しています。的当て第4
種類のゲームを展開し
ています。高齢者の皆
様と楽しくゲームして
みませんか?

※交通費支給（応相談、
　要事前問合せ）

利用者の話し相手。
レクリエーション活動
への参加及び補助。

夏祭り
屋台応援・ゲームイベン
ト応援・盆踊り参加・和
太鼓の実演1回目と2回目
の移動手伝い等、楽しく
夏祭りを盛り上げて下さ
い。

※グループ・親子での参
  加歓迎
※2階控え室集合

近鉄バス（13・24）「阪大病院前」下車　徒歩5分
大阪モノレール彩都線　阪大病院下車　徒歩5分

阪急バス（82.88）「安威団地」下車　徒歩5分

日時 日時

大阪モノレール豊川駅下車　徒歩1分

じんないケアセンター喜楽

近鉄バス（83・84）「北摂つばさ高校前」バス停下車
徒歩10分

阪急茨木市駅下車　徒歩7分

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

大阪モノレール豊川駅下車　徒歩1分

活動内容（施設から）

日時

活動内容（施設から）

日時

阪急南茨木駅下車　徒歩15分
近鉄バス（13・24）「阪大病院前」下車　徒歩5分
大阪モノレール　阪大病院下車　徒歩5分

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

高齢者関係　（夏季期間のみ）

8

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）
日時 日時

日時 日時



45 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点 46 NPO法人ナルク茨木・摂津拠点
会員の利用者宅 ドゥライフ茨木　東中条1-6

活動
場所

活動
場所

2018/7/10～8/30(夏季期間のみ) 2018/7/20～9/30(夏季期間のみ)
月～金曜日　10時～17時 月～金曜日
※受入不可　8/11～8/15 13時30分～15時

対象 中学生以上 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2～4人/日
受入
人数

男女不問　3～5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 上履き、動きやすい服装

47 障がい者支援施設　茨木療護園 48

大字安元27 東太田1-4-39
活動
場所

活動
場所

2018/8/25 2018/7/21～8/31(夏季期間のみ)
土曜日 月～金曜日
16時～20時30分 9時30分～15時　

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　2～3人/日

持ち物 上履き、動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

49 とんぼ作業所【1】 50 とんぼ作業所【2】
南目垣1-11-6 南目垣1-11-6

活動
場所

活動
場所

2018/7/27 2018/8/20・9/10
金曜日 月曜日
10時～15時30分 13時～15時

対象 高校生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

51 末広認定こども園 52 天王こども園【1】　　　
末広町8-27 大正町3-16

活動
場所

活動
場所

2018/7/1～8/30　(夏季期間のみ) 2018/7/26　
月～金曜日  ※8/10～17は不可 木曜日
9時～16時 15時30分～19時30分

対象 中学生～大学生 対象 中学生～大学生

受入
人数

男女不問  3人/日
受入
人数

男；3人/日　女：3人/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、
帽子、運動靴

持ち物
上履き、動きやすい服装、
水筒、タオル、運動靴

毎日0～5歳児たちが、教
育・保育を受けている中
で、一緒に遊んで新しい
自分づくりをして下さ
い。

※事前オリエンテーショ
  ンの参加が必要
※昼食・おやつ支給

夏祭りの店舗のお手伝
いです。子ども達と直
接触れ合いながら、楽
しい思い出作りのお手
伝いをして頂けたらと
思っています。

※食事支給

阪急南茨木駅下車　徒歩13分
JR千里丘駅下車　徒歩13分

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

京阪バス（寝屋川市行）「目垣」下車　徒歩10～15分
または阪急バス（西面大橋経由柱本団地行）
「西面大橋」下車　徒歩10～15分

京阪バス（寝屋川市行）「目垣」下車　徒歩10～15分
または阪急バス（西面大橋経由柱本団地行）
「西面大橋」下車徒歩10～15分

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

日時

こども関係　（夏季期間のみ）

「とんぼまつり」で、利
用者と一緒に店番や模擬
店まわりの支援。
一緒に楽しんでもらえれ
ばと思います。

※事前オリエンテーショ
　ンの参加が必要
　（当日実施予定）
※弁当・お茶支給

月に一度のクラブ活動
での支援。
サッカー、料理、ゲー
ム等、一緒に楽しみな
がらの支援です。

※事前オリエンテーショ
　ンの参加が必要
　（当日実施予定）

活動内容（施設から） 活動内容（施設から）

日時 日時

日時日時

阪急茨木市駅下車　徒歩5分

JR茨木駅下車　徒歩10分
阪急茨木市駅下車　徒歩10分　　 東中条1-6
あいおいニッセイ同和損保介護研修センター3F（ナルク事務所）

JR茨木駅下車　徒歩10分
阪急茨木市駅下車　徒歩10分
あいおいニッセイ同和損保介護研修センター4F（ドゥライフ茨木）

高齢者関係　（夏季期間のみ）
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日時

生活介護事業所　あいの

納涼祭のお手伝い。
（屋台・縁日など）

※グループでの参加歓迎
※食事支給

障がいを持つ利用者の
方々の、レクリエー
ションなど日常生活の
お手伝いをして頂きま
す。

※食事支給

デイサービスセンター
【ドゥライフ茨木】で
利用者と一緒に夏祭り
の手伝いをする。又、
通常のデイサービスを
体験する。

活動内容（施設から）活動内容（施設から）

日時

茨木市福祉文化会館前（駅前4-7-55）より
送迎有り（要予約）　送迎車で約30分

JR総持寺下車　徒歩10分

障がい者関係　（夏季期間のみ）

子育て支援（幼児の見
守り、家事支援）高齢
者・障がい者支援（外
出介助、家事支援、話
し相手）

※グループでの参加歓迎
※昼をはさむ場合は、
　弁当支給

日時



こども関係　（夏季期間のみ）
53 天王こども園【2】 　 54

大正町3-16 庄2-7-35
活動
場所

活動
場所

2018/7/1～9/30（夏季期間のみ） 2018/8/1～9/30（夏季期間のみ）
月～金曜日 ※8/9～8/15受入不可 月～土曜日
9時～17時 8時30分～17時

対象 中学生～大学生 対象 高校生～大学生

受入
人数

男女不問　3～4人/日
受入
人数

男女不問　 3人/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、
水筒、タオル、運動靴

持ち物
上履き、動きやすい服装、
※ジャージ不可

55 56 認定こども園　中穂積敬愛保育園
沢良宜西1-10-31 中穂積1-2-31

活動
場所

活動
場所

2018/7/2～9/29（夏季期間のみ） 2018/7/20～9/30 （夏季期間のみ）
月～金曜日 月～土曜日※8/13～8/16受入不可　
9時～17時 8時30分～17時

対象 高校生～社会人 対象 中学生～社会人

受入
人数

女　2人/日
受入
人数

男女不問　3人/日

持ち物

昼食代400円持参、上履き、
動きやすい服装、エプロン、
箸、コップ

持ち物
弁当、上履き、下履き、
動きやすい服装

57 保育園　下穂積キッズ 58 ほづみ保育園

下穂積3-5-30 上穂積2-3-45
活動
場所

活動
場所

2018/7/2～9/6(夏季期間のみ） 2018/7/9～9/30(夏季期間のみ）
月～金曜日※8/13～8/15受入不可 月～土曜日
9時～17時 9時～17時（休憩30分）

対象 中学生～社会人 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　2人/日
（8/19までは3人/日）

受入
人数

男女不問 1人/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、
コップ、運動靴、帽子

持ち物
弁当、水筒、着替え、帽子、
動きやすい服装

59 松ケ本認定こども園 60 こどもボランティア教室
松ケ本町4-40 駅前4-7-55　

活動
場所

JR茨木駅下車　徒歩5分
活動
場所

2018/7/1～9/30(夏季期間のみ） 2018/8/10
月～土曜日 金曜日
8時30分～18時 10時～15時30分

対象 中学生～社会人 対象
小学校4年生～6年生と保護者
◆スタッフ：中学生～大学生

受入
人数

男女不問 3人/日
受入
人数

男女不問 20人/日

持ち物
上履き、動きやすい服装、
エプロン、三角巾、外靴
（運動靴）

持ち物 動きやすい服装、水分

社会福祉協議会ボラン
ティアセンターでのボラ
ンティア教室です。
ぜひ体験してみて下さ
い！！

※支給：昼食(受講者の
　み)
※グループ・親子での参
　加歓迎
◆スタッフ募集！！

子ども達と一緒に生活をする
上で、保育士の補助や、子ど
もと共に楽しさを共感して下
さい。

※事前オリエンテーショ
　ンの参加が必要
※検便検査を受けて結果
　の提出が必要
※給食支給

かわいい子ども達と、元
気に楽しく遊んでみませ
んか?お世話をすると、と
ても喜んでくれますよ。
一度来てみて下さい!!

※事前オリエンテーショ
  ンの参加が必要
※検便検査を受けて結果
　の提出が必要

保育補助としてクラスに入っ
て頂き、一緒に遊んだり、食
事や着脱の手伝い等をして頂
きます。掃除等の雑用も活動
に含まれます。

※事前オリエンテーショ
　ンの参加が必要
※検便検査を受けて結果
　の提出が必要

保育士のお手伝いをしな
がら、子どもの発達を知
り楽しく遊んで下さい。

※事前オリエンテーショ
　ンの参加が必要
※検便検査を受けて結果
　の提出が必要

夏期保育中でのお手伝い
で、保育補助として、ク
ラス内のお手伝いをお願
いしており、水遊びや
プール等が主な活動で
す。

※食事支給

保育補助等の保育業務
を、保育教諭の指示の下
行う。

※グループでの参加歓迎
※食事支給

0歳児から就学前までの園
児がいます。こども達か
らたくさんの笑顔と元
気、優しさがもらえま
す！ぜひ体験してみて下
さい！！
※グループでの参加歓迎
※事前オリエンテーション
　の参加が必要

※検便検査を受けて結果
　の提出が必要
※給食・おやつ支給
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日時

日時 日時

認定こども園　ちとせ學院Due南茨木

阪急南茨木駅下車　徒歩5分

活動内容（施設から）

活動内容（施設から）

JR茨木駅下車　徒歩10分

活動内容（施設から）

日時 日時

活動内容（施設から）

日時

日時

JR茨木駅下車　徒歩15分

活動内容（施設から）

JR茨木駅下車　徒歩3分

活動内容（施設から）

JR茨木駅下車　徒歩7分
茨木市福祉文化会館　茨木市社会福祉協議会
4階大会議室

活動内容（施設から）

認定こども園　ちとせ學院

阪急南茨木駅下車　徒歩13分
JR千里丘駅下車　徒歩13分

阪急総持寺駅下車　徒歩3分

活動内容（施設から）

日時



61 茨木地区　子育てサロン 62 太田地区　ふるさとまつり
東宮町1-19 花園1-21-26

活動
場所

活動
場所

2018/9/20 2018/①8/1（水）②8/2（木）

木曜日 ③8/3（金）9時～13時（準備）

9時30分～13時 ④8/4（土）15時～21時（当日）

対象 大学生（短大含） 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問 4人/日
受入
人数

男　10人/日
女　 5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

63 春日丘地区　敬老会 64 春日地区　ふるさとまつり
中穂積3-3-43 上穂東町5-18

活動
場所

活動
場所

2018/9/16 2018/8/18   ①12時30分～15時30分　（準備）

日曜日 土曜日　  　   ②16時30分～19時30分（イベント）

13時～16時 　　　　　　　    ③12時30分～19時30分（終日）

対象 中学生以上 対象 高校生～大学生

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

65 白川地区　白川まつり 66 天王地区　ふるさとまつり

白川1-4-1 天王2-13-57
活動
場所

活動
場所

2018/8/4（土）8/5（日） 2018/8/4
土曜日　　（※雨天時　8/5　日曜日）

16時～21時 16時～21時30分（売り切れ次第終了）

対象 中学生～社会人 対象 中学生以上

受入
人数

男女不問　15人（多数）/日
受入
人数

男女不問　5人/日

持ち物 動きやすい服装 持ち物 動きやすい服装

67 68 東地区　ふれあいまつり

鮎川2-5-23

活動
場所

活動
場所

①2018/7/21　土曜日 2018/7/21
  　17時30分～20時 土曜日

②2018/8/25　土曜日
　10時～15時

16時30分～21時

対象 ①高校生　　②大学生 対象 高校生～社会人

受入
人数

男女不問　5人/日
受入
人数

男女不問　8人/日

持ち物
動きやすい服装、
お茶（水分補給用）

持ち物 動きやすい服装

地域の祭りで会場設営
や模擬店の手伝いをし
ませんか。

※グループでの参加歓迎

毎年恒例の地域の一大
イベント！模擬店の手
伝いなど、イベントの
運営等ご協力をお願い
します。

※グループでの参加歓迎

ふるさとまつりで、焼
トウモロコシの調理と
販売をします♪
お祭りの雰囲気を感じ
ながら一緒に楽しく過
ごしませんか。

※親子での参加歓迎

敬老のお祝いの日の
お手伝いをお願いしま
す。ご案内等お願いし
ます。

地区内のお祭りのお手
伝いをお願いします。

※グループでの参加歓迎
※予備日8/19（日）

地域の子育てサロン事
業に参加して、あまり
接する機会のない乳幼
児との時間を過ごす。

テント張り・提灯準備
（8/1～8/3）
ゴミステーション管理
（8/4）
※8/4のみ弁当・Tシャツ
　（ユニフォーム）支給

※グループでの参加歓迎

地区　（夏季および秋季期間のみ）

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

日時

日時

阪急茨木市駅下車（北へ700ｍ）徒歩15分
茨木公民館　和室

阪急バス（中河原南口方面行き）「上穂積」下車すぐ
春日小学校グラウンド

活動内容（地区から）

活動内容（地区から）

日時

京阪バス（3・6）「白川住宅口」下車　徒歩３分
白川小学校グラウンド

京阪バス「学園前」下車　徒歩10分
東小学校グラウンド

近鉄バス（花園東和苑行き）「東和苑」下車
徒歩5分　太田小学校グラウンド

活動内容（地区から）

近鉄バス（70・72・73）「疣水神社前」下車　徒歩5分

活動内容（地区から）

日時
地域の祭の手伝いをお
願いします。
若い力で一緒に祭りを
盛り上げて下さい。参
加を心よりお待ちして
います。

※グループでの参加歓迎
※支給：軽食

西河原地区　①ふるさとまつり
　　　　　　②青健まつり

①西河原北町7-33　西河原小学校
②西河原北町7-21　西河原コミュニティセンター

日時日時
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阪急南茨木駅から（西へ）　徒歩3分
天王小学校グラウンド

活動内容（地区から）

日時

JR茨木駅から西へ約800ｍ
春日丘小学校

活動内容（地区から）

日時


