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２０１９年度ボランティア体験プログラム（摂津市）　受け入れ先一覧

実施期間：２０１９年７月１日～９月３０日
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。ボランティア活動を通してたくさんの人との出会いや、新し
い経験をして自分の視野を広げてみませんか？

施設・団体名 活動場所【交通機関】 活動期間/時間 募集対象/持ち物/その他 活動内容・メッセージ

摂津市地域子育て支
援センター

摂津市千里丘東1-16-
2/JR千里丘駅下車徒歩5
分

7月22日～8月31日/月
～金/9時半～16時

高校生以上/男女可1～2
名/弁当・動きやすい服
装（くつ下着用）

乳幼児の親子が集まる親子
ひろばで子どもと遊んだり、
簡単な手作りおもちゃを作っ
たりします。

認定こども園
とりかいひがし遊育園①

摂津市鳥飼上3-2-25/近鉄
ﾊﾞｽ鳥飼本町１丁目下車徒
歩5分・ＪＲ京都線千里丘駅
阪急ﾊﾞｽ中鳥飼下車徒歩7分

8月1日～8月31日（8月
13日～8月14日は除
く）/　月～土/9時～17
時

高校生以上/男女可2～3
名/昼食代250円//要検
便検査

日常保育のお手伝い（園児のお
世話や園の清掃）をお願いいた
します。

認定こども園
とりかいひがし遊育園②

摂津市鳥飼上3-2-25/近鉄
ﾊﾞｽ鳥飼本町１丁目下車徒
歩5分・ＪＲ京都線千里丘駅
阪急ﾊﾞｽ中鳥飼下車徒歩7分

7月20日/16時半～20
時

高校生以上/男女可3
名

夏祭りでの夜店、片付けのお手
伝いをお願いします。

認定こども園
とりかい遊育園①

摂津市鳥飼中1-20-1/阪
急・近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞｽ
停下車徒歩5分・勝安寺
ﾊﾞｽ停下車徒歩5分

7月6日/16時半～19時
半

高校生以上/男女可2～3
名/動きやすい服装/食
事支給/要事前ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

ﾖｰﾖｰやｹﾞｰﾑなどの模擬店
のお手伝い。小学生・幼児を
楽しませながら夏祭りのお手
伝い。

認定こども園
とりかい遊育園②

摂津市鳥飼中1-20-1/阪
急・近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞｽ
停下車徒歩5分・勝安寺
ﾊﾞｽ停下車徒歩5分

7月8日～8月31日(8月
10日～8月18日は除
く）/月～金/9時～16
時

高校生以上/男女可2～3名/
動きやすい服装・昼食代250
円・箸・ｽﾌﾟｰﾝ・ﾀｵﾙ・帽子/要
事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

保育の仕事をお手伝いしていた
だきながら、子どもたちのあそ
びを広げる工夫やあそび相手を
していただきます。

認定こども園
正雀愛育園①

摂津市正雀4-12-23/阪
急正雀駅下車徒歩10分

7月22日～8月30日（8
月13日～8月15日は除
く）/月～金/9時～17
時

中学・高校・専門・大学生/男
女可2～3名/動きやすい服
装・上履き・昼食代300円/要
事前オリエンテーション・要
検便検査

子ども達の着替え、食事等の簡
単な補助や、一緒に楽しく遊ん
でいただきます。

認定こども園
正雀愛育園②

摂津市正雀4-12-23/阪
急正雀駅下車徒歩10分

7月6日/15時半～18時
半

中学・高校・専門・大学生/男
女可5～6名/動きやすい服
装/上履き/グループでの参
加歓迎/要事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

夏祭りで、ｹﾞｰﾑや夜店で販
売をしながら、子ど達と接し
楽しく過ごして頂きます。

認定こども園
せっつ遊育園①

摂津市三島3-13-1/阪
急摂津市駅下車徒歩6
分・大阪モノレール摂
津駅徒歩10分

7月22日～8月30日（8
月10日～8月19日は除
く）/月～金/8時半～
16時

中学・高校・専門・大学生
/男女可4名/動きやすい
服装/食事支給/要事前ｵ
ﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・要検便検査

０歳～５歳児の認定こども園で
す。保育の手伝いをしていただ
きます。子どもとの時間を楽しん
でください。

認定こども園
せっつ遊育園②

摂津市三島3-13-1/阪
急摂津市駅下車徒歩6
分・大阪モノレール摂
津駅徒歩10分

7月6日/16時～20時
高校生以上/男女可4名/
動きやすい服装/食事支
給

園庭と三島公園で行う園児と地
域の子どもたちとの夕涼み会で
夜店（輪投げなどのゲーム）の
お手伝いをお願いします。

社会福祉法人成晃会
老健ひかり

摂津市東別府5-2-45/
阪急正雀駅下車徒歩
15分

7月1日～9月30日/月
～日/終日（要相談）

高校生以上/男女可1～5
名/弁当・上履き・動きや
すい服装/ｸﾞﾙｰﾌﾟ参加歓
迎

利用者様とのコミュニケーショ
ン、入浴時のドライヤーや車椅
子移動介助、食事の配膳や下
膳、お茶出し補助など。

社会福祉法人摂津宥
和会地域生活支援セ
ンター摂津市立みきの
路①

摂津市桜町2-1-7/大阪ﾓ
ﾉﾚｰﾙ沢良宜駅下車徒歩
10分

7月1日～9月30日/月
～金/13時～17時/土
日祝要相談・時間要相
談

小学生(4年以上・要保護者付
添）専門・大学生・社会人/男1女
2名可/動きやすく汚れてもいい
服装・上履き・弁当/要事前ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝ・学校の課題による参加
不可

清掃、草抜き等の環境整備・利
用者さんと散歩やゲーム、話し
相手等

社会福祉法人摂津宥
和会地域生活支援セ
ンター摂津市立みきの
路②

摂津市桜町2-1-7/大
阪ﾓﾉﾚｰﾙ沢良宜駅下
車徒歩10分

7月14日/16時～20時

小学生（4年以上・要保護者付添）・高
校生以上/男女可5名/動きやすい服
装・上履き・エプロン/グループ・親子で
の参加歓迎/要事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ/学
校の課題による参加不可/食事支給

納涼会の屋台の手伝い、盆踊り
への参加、利用者の方の付き
添い、準備と片付け

社会福祉法人成光苑
特別養護老人ホーム
せっつ桜苑

摂津市桜町1-1-11/ＪＲ
千里丘・モノレール沢良
宜・阪急京都線摂津市駅
下車徒歩10～15分

7月28日/13時～18時

高校生以上/男女可5
名/動きやすい服装/
グループでの参加歓
迎

夏祭りでの屋台の準備、販
売のお手伝い

きりんデイサービスセ
ンター

摂津市千里丘3-16-7/Ｊ
Ｒ千里丘・阪急京都線摂
津市駅下車徒歩10～15
分

7月21日・9月15日/12
時半～16時半

専門学生以上/男２名
女２名/動きやすい服
装

認知症カフェでの喫茶手伝
い、片付け、交流
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摂津市ボランティアセンター

社会福祉法人桃林会
とりかい白鷺園①

摂津市鳥飼中1-19-8/阪急
ﾊﾞｽ勝安寺前ﾊﾞｽ停下車徒
歩3分・近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞ
ｽ停下車徒歩10分

7月1日～9月30日/月
～金/9時半～17時

高校生以上/男女可1～2
名/上履き・動きやすい服
装/食事支給

利用者様のお話相手や簡単な介護
補助等、活動内容や時間は希望を
確認しﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成します。お気
軽にご相談ください。

社会福祉法人桃林会
とりかい白鷺園②

摂津市鳥飼中1-19-8/阪急
ﾊﾞｽ勝安寺前ﾊﾞｽ停下車徒
歩3分・近鉄ﾊﾞｽ鳥飼五久ﾊﾞ
ｽ停下車徒歩10分

7月26日/16時半～19
時

高校生以上/男女可1～2
名/上履き・動きやすい服
装/食事支給

夏祭りやイベントのお手伝いをお願
いします。利用者様と楽しんでいた
だける方、お待ちしています。お気
軽にお問い合わせください。

認定こども園
みなみせんりおか遊育園

摂津市南千里丘4-35/阪
急摂津市駅下車徒歩5分

7月1日～8月30日（8月
10日～8月15日を除く）
/月～金/7時～19時
（内6～8時間程度）

専門学生以上/男女可2
名/昼食代250円/要事前
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

元気いっぱいの子どもたちと
あそんだり、日常生活のお
手伝いをしたりを一緒にしま
す。

摂津市立ひびきはば
たき園（生活介護）①

摂津市鳥飼上5-2-8/JR
京都線千里丘駅阪急ﾊﾞｽ
ふれあいの里ﾊﾞｽ停下車
徒歩5分

7月1日～9月30日/月
～金/10時～16時

専門学生以上/男女可1名/
上履き・動きやすい服装・ﾀｵ
ﾙ・弁当/要事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ
ﾝ・活動証明証発行不可

18歳以上の方が利用されてお
り、和紙作業のお手伝いや制
作、ｽﾄﾚｯﾁを一緒に行っていた
だける方を募集しています。

摂津市立ひびきはば
たき園（就労継続支援
B型）②

摂津市鳥飼上5-2-8/JR
京都線千里丘駅阪急ﾊﾞｽ
ふれあいの里ﾊﾞｽ停下車
徒歩5分

7月1日～9月30日/月
～金/10時～16時

専門学生以上/男女可1名/
上履き・動きやすい服装・ﾀｵ
ﾙ・弁当/要事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ
ﾝ・活動証明証発行不可

18歳以上の方が利用されていま
す。・パソコン解体作業や軽作業が
中心の活動に参加してくださる方を
募集しています。

千里丘愛育園①
摂津市千里丘3-16-7/JR
千里丘駅下車徒歩10分

8月3日・8月4日/9時～
17時

大学生/女2名/動きやす
い服装・弁当/交通費支
給

学童保育のお泊り保育の手
伝い

認定こども園
KENTOひまわり園

摂津市千里丘7-3-7/JR
京都線岸辺駅下車徒歩
13分

7月1日～9月30日(8月
14日～8月15日は除
く）/月～土/9時～17
時

大学生/男女可1名/動き
やすい服装・弁当

1歳児クラスから5歳児クラス
の保育の補助をお願いしま
す。

〒５６６－００２２　摂津市三島２－５－４　摂津市立地域福祉活動支援センター
TEL　０６－６３１８－１１２８　FAX　０６－６３８３－９１０２

千里丘愛育園②
摂津市千里丘3-16-7/JR
千里丘駅下車徒歩10分

7月25日～8月31(8月
13日～17日は除く）/9
時～17時/月～金

大学生/女3名/上履き・動き
やすい服装・コップ・お箸・エ
プロン・三角巾/食事・交通
費支給/要事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ
ﾝ・要検便検査

保育のお手伝いをお願いし
ます

社会福祉法人こころ福祉
会作業所あい（第2作業
所あい）

摂津市鳥飼野々3-37-2/
阪急バス鳥飼八防下車
徒歩5分

8月24日または8月31
日/16時～20時

専門学生以上（夜のため視
力の弱い方は不可）男2名/
動きやすい服装/食事支給・
交通費1000円支給

花火大会で花火を各利用者さ
んが持ちますのでヤケド等危険
をさけるためにマンツーマンで
支援。

申込・問合せ 


