
　　　　　　　社会福祉法人　豊中市社会福祉協議会

令和元年（2019年）

豊中のボランティアイメージキャラクター

「ボランちゃん」
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ボランティア体験プログラムに参加されるあなたに 

楽しいボランティアのためのお願い 

①プログラムを申し込む前に・・・ 

     

○自分の気持ちを確認しよう 
       ボランティアを有意義に行うために 

は、自分の気持ちを確認することが出 

発点です。不安があるのは当然ですが、 

「こんな体験をしたい」「こんなことが楽しみ」というような「積極的な動機」

を自分の中で確認しておくことが大切です。 

      

○福祉・ボランティア体験する施設について知ろう 
       体験する施設・グループについて知ることも大切です。事前に本やインター

ネット等で調べておきましょう。また、せっかくの機会ですから、社会福祉の

動向や仕組みにも目を向けて見ましょう。体験に関する期待が大きくなったり、

自分のイメージが変わるかもしれませんし、より有意義なボランティア体験と

なるでしょう。 

      

○活動に必要な基本事項について確認しよう 
        体験に必要となる日程・時間、服装・交通機関、必要経費、食事、オリエン

テーションなどの基本的な事項について確認しておきましょう。遅刻・無断欠

席の場合、ボランティア体験を断られる場合があります。 

      

○不安なことや心配なことは相談しよう 
        体験に関する不安なことや心配なことは、まずボランティアセンター窓口で

相談しましょう。 

 

 

②ボランティア体験が始まったら・・・ 

 

      ○利用者の生活を尊重しよう 
        施設は利用者の生活の場であり、活動の場です。利用者の生活が最優先とな

ります。相手が何を望んでいるか、相手の立場に立って考えることが大切です。

逆に利用者の自立を損なうような過剰なかかわりにも注意してください。 

 

○利用者のプライバシーを守ろう 

体験で知り得た利用者のことはすべて個人のプライバシーです。そうした個

人情報は絶対に外に漏らしてはいけません。利用者との話の内容や質問内容に

も十分配慮しましょう。常に利用者の立場に立ち、ご本人を尊重することが何

よりも大切です。 

ボランティアとは 

ボランティア活動は、誰でも参加

できる日常的な活動で、周囲の人

や社会のために自発性に基づい

ての活動です。 

ボランティア活動の４つの原則 

・ 自主性、主体性 

・ 社会性、連帯性 

・ 無償性、無給性 

・ 創造性、開発性、先駆性 
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○社会人としてのマナーを守ろう 

社会福祉施設はたくさんの人の利用する場所です。いったん施設の中に入る

と、学生でも社会人として見られます。また、施設内には身体的に虚弱な方も

いますので、衛生面・健康面には特に注意をしてください。 
【注意点】 

・ 挨拶・返事は欠かさずきちんと行うこと。 

・ 健康管理に気をつけること。（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは早めに相談  す

ること。） 

・ 携帯電話の電源は必ず切っておくこと。 

・ ボランティア体験に必要のないものや貴重品は持っていかないこと。 

・ 服装は「体験のときに着用するもの（動きやすい服装）」を活動の内容を想定しながら考える

こと。暑い季節なので帽子やタオル、飲み物は必須です。ノースリーブやミニスカートなど身

体露出のあるものは禁止。サンダルやぞうり等も適しません。 

・ 身だしなみは清潔で相手に好感をもたれるよう気をつけること。（アクセサリーは禁止。 

無精髭や過度の化粧・香水に気をつける。爪や髪にも注意。） 

 

○スタッフの指示を守ろう 

体験できる内容は施設やグループによって違います。利用対象が違うのはも

ちろんのこと、施設にはそれぞれの取り組みの方針がありますし、各利用者へ

の援助の内容や目的も個々に違います。スタッフの指示は必ず守ってください。 

しかし、指示を待っていたのでは 

思ったような体験ができないことも 

あります。やりたいこと、希望は事 

前に伝えましょう。 

また、受け入れスタッフは日々の 

業務の多忙な中でも、できるだけ充 

実した有意義な体験をしてもらえる 

よう準備してくれています。感謝の 

気持ちをもって体験してください。 

 

○利用者との「関係づくり」を大切にしよう 

利用者との「関係作り」はボランティア体験においてとても大切な要素です。

自分の方から積極的に利用者に話しかけてみましょう。実際に仕事を体験する

機会があるかもしれません。そんなときは、できないこと、知らないことはは

っきり伝えて、必ず教わった上で指示を守って体験してください。 

 

○施設のスタッフから話を聞こう 

実際の体験を通して、施設とスタッフや利用者のことを自分の目で確認しま

しょう。また、自分から積極的に質問してみましょう。視野を広げることで、

福祉に関する認識が深まり、人を援助する仕事への理解も深まるはずです。 

ボランティア活動の意義・役割 
・豊かな人間関係と生き方を培っていく 

・色々な人や自然と共生する社会づくり 

・連携と新しいコミュニティの創造 

・活動を通して市民力を高めていく 
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○自分の「気づき」を大切にしよう 

ボランティア体験では、心に余裕を持ち、感受性豊かに自分で「感じる」こと

が大切です。そして想像とは違った点をもとに自分の「価値観」について気づき

を深めてください。 

 

 

③体験が終わったら・・・ 

 

○体験を振り返ろう 

自分の体験や感じたことを家族や友人に話をしたり、記録にまとめてみまし

ょう。また学校の中でも、他の施設での体験を行った人もいることでしょう。

体験を一緒に振り返り、感じたことについて意見を出し合うことでいろいろ刺

激があるはずです。自分の体験を言葉や文字にすることで、福祉に対する知識

や考え方が深まり、また自分自身のことも気づかせてくれるはずです。 

 

○他の活動もしてみよう 

あなたはこの活動でどんなことが楽しかったですか？これからどんなことを

していきたいと思いますか？この活動を原動力に、他の活動にもチャレンジし

てみませんか？ぜひボランティアセンターにお越しください。お待ちしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

活動をとおしてのボランティアの役割 

・ボランティア活動依頼者の社会生活を広げていく 

・市民感覚で当事者に接したり、問題に接する 

・問題点や課題について理解を深め、発信していく 

・ボランティア自身の生活や価値観を豊かにする 

（発行）社会福祉法人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 

住所：大阪市中央区中寺１－１－５４ 大阪社会福祉指導センター内 

ＴＥＬ：０６－６７６２－９６３１ ＦＡＸ：０６－６７６２－９６７９ 
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（種別）高：高齢者施設、身：身体障害者施設、知：知的障害者施設、精：精神障害者施設、児：児童施設、他：その他

番号 種別 施設・団体名 ページ 番号 種別 施設・団体名 ページ

1 高
社会福祉法人　愛和会　介護老人保健施設
きんもくせい　通所リハビリテーション

5 26
身

知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会
きらら作業所

11

2 高
社会福祉法人　愛和会
介護老人保健施設　きんもくせい

5 27
身

知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会
きらら作業所

11

3 高
社会福祉法人　愛和会
豊中あいわ苑デイサービスセンター

5 28
身
知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会
クレヨン

11

4 高
社会福祉法人　愛和会
豊中あいわ苑デイサービスセンター

5 29
身
知
精

社会福祉法人　豊中きらら福祉会
ワークセンターとよなか

12

5 高
生きがい応援型デイサービス
ベリグッズ

6 30
高
身

知
精

障がい者支援施設みずほおおぞら
特別養護老人ホームみずほおおぞら

12

6 高
社会福祉法人　大阪府社会福祉協議事業団
豊中市立養護老人ホーム　永寿園とよなか
特別養護老人ホーム　永寿園とよなか

6 31 児
社会福祉法人　あおば福祉会
おひさま保育園

12

7 高 豊中市立介護老人保健施設かがやき 6 32 児
社会福祉法人　あけぼの会
中桜塚ひだまり保育園

12

8 高
社会福祉法人　愊美会
特別養護老人ホーム　サラージュ豊中

6 33 児
社会福祉法人　あけぼの会
豊中ひだまり保育園

13

9 高 特別養護老人ホーム　清豊苑 7 34 児
社会福祉法人　あけぼの会
羽鷹池ひだまり保育園

13

10 高
社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団
高川サービスセンター　「ひだまり」

7 35 児
社会福祉法人　あけぼの会
東泉丘ひだまり保育園

13

11 高 デイサービス　和 7 36 児
社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼの風の森保育園

13

12 高 デイサービス　みらい 7 37 児
社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
認定こども園あけぼのドロップス

14

13 高 デイサービス　笑天家 8 38 児
社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
認定こども園あけぼのドロップス

14

14 高 社会福祉法人　諭心会　豊中千寿園 8 39 児
社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぶんぶん

14

15 高
社会福祉法人　諭心会
特別養護老人ホーム　豊中千寿園

8 40 児
社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぽんぽここども園

14

16 高
社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団
服部デイサービスセンター　「かなで」

8 41 児 旭丘かいせい保育園 15

17 高 ピグマリオン　ヒュッテ泉丘 9 42 児
学校法人　庄内神社学園　幼保連携型認定
こども園　庄内こどもの杜幼稚園

15

18 高 ピグマリオン　豊中桜ノ庄 9 43 児
社会福祉法人　神童福祉会
アトリオとねやまこども園

15

19 高 地域密着型複合施設　ふるる2号館 9 44 児
社会福祉法人　豊中市母子寡婦福祉会
わかば保育園

15

20 高 地域密着型複合施設　ふるる2号館 9 45 児
社会福祉法人　豊中市母子寡婦福祉会
わかば保育園

16

21 高 介護老人保健施設　やすらぎ 10 46 児 認定こども園　ぶっこう幼稚園 16

22
身

知
精

社会福祉法人　愛和会
多機能型事業所　あすなろ

10 47 児
社会福祉法人　路交館
幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園

16

23
身

知

精

社会福祉法人　愛和会
あすなろ（生活介護）

10 48 児
社会福祉法人　夢工房
夢の鳥保育園

16

24 知
社会福祉法人　あさひ会
あさひ会作業所

10 49 児
社会福祉法人　夢工房
夢の鳥保育園

17

25
知
精

社会福祉法人　コスモス福祉会
コスモス豊中作業所

11 50 地 上新田地区社会福祉協議会 17

ボランティア受け入れ施設一覧　　目次
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1 高 
社会福祉法人愛和会 介護老人保健施設 きんもくせい 

通所リハビリテーション （担当：喜田） 

レクリエーション時のサポートやお話し相手。屋外への散歩やフロア外への移動と見守りなどの

活動。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時～16時 

募集対象 

募集人数 

高校生、専門学生、大学生 

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（連続 4 時間以上のボランティアのみ）  

その他条件 なし 

2 高 社会福祉法人愛和会 介護老人保健施設 きんもくせい （担当：喜田）                 

レクリエーション時のサポートやお話し相手。食事の準備、片付けやフロア外への移動と見守り

などの活動。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時～16時 

募集対象 

募集人数 

高校生、専門学生、大学生     

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（連続 4 時間以上のボランティアのみ）  

その他条件 なし 

3 高 社会福祉法人愛和会 豊中あいわ苑デイサービスセンター（担当：喜田） 

入所者の話し相手、散歩、食事の準備、後片付け、レクリエーションの手伝いなど。高齢者の方

が好きな明るい方。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時～16時 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（連続 4 時間以上のボランティアのみ）  

その他条件 なし 

4 高 社会福祉法人愛和会 豊中あいわ苑デイサービスセンター（担当：喜田） 

書道、手芸、美術等趣味の活動やカラオケなどのお手伝いをして下さる方。また利用者の浴後の

ドライヤー介助や配茶サービス。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 6 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

10時～16時 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（連続 4 時間以上のボランティアのみ）  

その他条件 なし 
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5 高 生きがい応援型デイサービス ベリグッズ （担当：田中） 

利用者のお話し相手や手芸のサポート、囲碁、麻雀のお相手をお願いします。 

住所 豊中市長興寺南 4-5-1 交通機関 阪急宝塚線曽根駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

9時 30分～16時 30分 

募集対象 

募集人数 

社会人 

男女不問 2人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 昼食 

その他条件 なし 

6 高 
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 豊中市立養護老人ホーム永寿園

とよなか・特別養護老人ホーム永寿園とよなか （担当：家村）            

毎年恒例の入居者様と地域の親子様へ向けた夜店祭りのお店番をお願い出来ませんか？懐かし

いイベントが盛りだくさんです。 

住所 豊中市新千里南町 3-2-122 交通機関 北大阪急行線桃山台下車徒歩 15 分 

活動 

期間 
8月 9日（金）16時～20時 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 10人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事（軽食、飲み物） 

その他条件 グループ・親子での参加歓迎 

7 高 豊中市立介護老人保健施設かがやき （担当：山下） 

敬老会のお手伝いや入浴後のドライヤー、リハビリの搬送補助、音楽演奏や歌等趣味を活かした

活動（囲碁や将棋ができる方も歓迎です） 

住所 豊中市刀根山元町 5-60 交通機関 大阪モノレール線柴原駅下車徒歩 2分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～金 

10時～16時 

（8月 10日～8月 17日を除く） 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2～3人／日 

持ち物 弁当、動きやすい服装、名札 支給される物 なし 

その他条件 
グループでの参加歓迎（敬老会行事のみ）、体験前に事前のオリエンテーシ

ョン参加必要、学校の課題などによる参加は不可 

8 高 社会福祉法人愊美会 特別養護老人ホームサラージュ豊中（担当：糟谷） 

高齢者の見守りやお話し相手、洗濯のたたみ、お散歩、食事介助などを通じて、高齢者とふれ合

い、楽しいひと時をお過ごしいただきます。 

住所 豊中市庄内宝町 1-4-5 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 20分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

9時～17時 

募集対象 

募集人数 

小学 1 年生以上（○要保護者付添）、

中学生以上 

男女不問 3～8人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 交通費（実費）※公共交通機関 

その他条件 なし 
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9 高 特別養護老人ホーム 清豊苑      （担当：岡田） 

高齢者施設での活動になります。利用されている方のお話し相手や一緒にレクリエーションに参

加していただけたらと思っています。 

住所 豊中市走井 2-8-5 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 20分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

10時～16時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 10人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループ・親子での参加歓迎 

10 高 
社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 

高川デイサービスセンター「ひだまり」（担当：沖園） 

人と触れ合うことが好き、お話することが好き。そんなあなたにぴったりです。私達と一緒に「ひ

だまり」を盛り上げてみませんか？ 

住所 豊中市豊南町東 1-1-2 交通機関 阪急宝塚線庄内駅徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～金 

10時～15時 

募集対象 

募集人数 

小学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 

11 高 デイサービス 和 （担当：岸本） 

レクリエーションのお手伝い。外出時のお手伝い。お話し相手。 

 

住所 豊中市千里園 1-6-5-103 ﾗｾｰﾇ豊中 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

10時～16時 15分 

募集対象 

募集人数 

中学生 

男女不問 6人／日 

持ち物 弁当、動きやすい服装 支給される物 交通費 500円 

その他条件 グループでの参加歓迎 

12 高 デイサービス みらい （担当：辻本） 

夏祭り週間として、楽しい催しものを企画していますので、お祭りムードを盛り上げるお手伝い

をお願い致します。 

住所 豊中市上野東 1-3-68 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 3分 

活動 

期間 

8月 6日（火）、8月 9日（金）、 

8月 10日（土） 

各 13時～15時 30分 

募集対象 

募集人数 

小学生以上 

男女不問 4人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 おやつ、お茶 

その他条件 なし 
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13 高 デイサービス 笑天家   （担当：小西） 

高齢者の方との日常のふれあいや話し相手、全体レクリエーションへの参加等。 

住所 豊中市春日町 4-17-12 交通機関 
阪急バス豊中～千里中央線 

春日町 4丁目バス停下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月火木金土 

9時～17時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 交通費 440円 

その他条件 グループ・親子での参加歓迎 

14 高 社会福祉法人諭心会 デイサービスセンター豊中千寿園（担当：濱口） 

デイサービスに来られる方とともに体操やゲームを行って頂きます。ふれ合いや、サポートをお

願いします。 

住所 豊中市東豊中町 6-10-47 交通機関 
阪急宝塚線豊中駅から阪急バス東豊

中小学校前バス停下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

9時～17時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2～3人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループ・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  

15 高 社会福祉法人諭心会 特別養護老人ホーム豊中千寿園（担当：濱口） 

特別養護老人ホームの入居者との話し相手やゲーム、体操等をともに行って頂きます。夏祭りの

お手伝いもお願いします。 

住所 豊中市東豊中町 6-10-47 交通機関 
阪急宝塚線豊中駅から阪急バス東豊

中小学校前バス停下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

9時～17時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2～3人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループ・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  

16 高 
社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 

服部デイサービスセンター「かなで」（担当：堀） 

ご利用者様とのコミュニケーションや入浴後の整容、昼食の提供、おやつの提供等を主に考えて

います。笑顔と元気を求めます！！ 

住所 豊中市服部本町 5-2-8 交通機関 阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩 10 分  

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～土 

9時～17時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 
弁当、上履き、動きやすい服装、  

エプロン 
支給される物 なし 

その他条件 検便検査をうけて結果の提出が必要 
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17 高 ピグマリオン ヒュッテ泉丘 （担当：西村） 

夏祭りの準備のお手伝いや利用者様とのふれ合いなどを通し、地域密着型の施設を知っていた

だけたらと思います。 

住所 豊中市東泉丘 1-2383-2 交通機関 
阪急バス緑地グリーンハイツ前、ま

たは熊野町バス停下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 

9時～18時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2～3人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 

18 高 ピグマリオン 豊中桜ノ庄 （担当：山畑） 

高齢者との交流の機会があります。昼食を毎日手作りで提供しており、調理の支援やレクリエ

ーションを一緒に行います。 

住所 豊中市庄内栄町 2-11-5 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～金 

9時～17時 

募集対象 

募集人数 

小学生以上 

男女不問 2～3人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループ・親子での参加歓迎 

19 高 地域密着型複合施設 ふるる２号館    （担当：直原） 

何か披露して頂ける方、将棋の相手、イベントの手伝いなど、利用者様と一緒に和やかな時間

を過ごして頂きます。 

住所 豊中市浜 3-8-4 交通機関 
地下鉄御堂筋線江坂駅下車徒歩 25 分   

阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  

14時～15時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

人数応相談 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

20 高 地域密着型複合施設 ふるる２号館    （担当：直原） 

二年に一度のお祭りで、利用者様やご家族への軽食配膳やゲーム進行等を通じて一緒に楽しく

手伝って頂ける方を募集。 

住所 豊中市浜 3-8-4  交通機関 
地下鉄御堂筋線江坂駅下車徒歩 25 分   

阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 15分 

活動期間  8月 25日（日）12時～17時 募集対象・人数 中学生以上 人数応相談 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 
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21 高 介護老人保健施設 やすらぎ     （担当：西浦） 

施設内夏祭りの屋台スタッフや利用者様の指導、設営作業のお手伝いなど。そのほか希望相談

に応じます。 

住所 豊中市豊南町東 2－6－4 交通機関 
地下鉄御堂筋線江坂駅下車徒歩 15 分  

阪急庄内駅下車 徒歩 15分 

活動 

期間 
8月 24日（土）13時～16時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 学校の課題などによる参加は不可    ※病院送迎バスあります。 

22 身知精  社会福祉法人愛和会 多機能型事業所あすなろ（担当：岡田・喜田）  

障がい者の働く場として、部品やタオルの袋づめ等の軽作業、製麺、名刺等の印刷業務、洗車

等色々な作業を行っています。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 10 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～金 

10時～16時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 

23 身知精  社会福祉法人愛和会 あすなろ（生活介護） （担当：岡田・喜田）  

重度の障がい者の通所施設で、音楽（楽器演奏やダンス等）や運動、創作（壁画や小物作り等）

色々な楽しい活動を行っています。 

住所 豊中市寺内 1-1-10 交通機関 北大阪急行線緑地公園駅下車徒歩 10 分  

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～金 

10時～16時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 弁当、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 なし 

24 知 社会福祉法人あさひ会 あさひ会作業所  （担当：富田） 

利用者の方と内職・清掃活動・レザーを使った自主製品作り、体育館での軽い運動、太鼓練習

等を体験して頂きます。 

住所 豊中市岡上の町 2-2-31 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 2日～9月 27日 月～金 

10時～15時 

（8月 9日～8月 19日を除く） 

募集対象 

募集人数 

専門学生/大学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 食事 

その他条件 グループ・親子での参加歓迎 
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25 知精 社会福祉法人コスモス福祉会 コスモス豊中作業所（担当：川見） 

障がいのある人達の生活・作業の支援になります。主な作業は紙すき、織り物、リサイクル品の整

理等。天気の良い日は散歩に出ます。 

住所 豊中市庄内西町 1-1-3 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 7分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 13日  月～金 

10時 10分～15時 

（8月 13日～8月 23日を除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 
弁当、上履き、動きやすい服装、汚

れてもよい服装 
支給される物 なし 

その他条件 なし 

26 身知精  社会福祉法人豊中きらら福祉会 きらら作業所 （担当：鷺本） 

クッキー作り・畑作業・内職作業などを一緒にしませんか？小学校の空教室を活用した作業所で、

明るいメンバーたちが働いています。 

住所 豊中市新千里北町 2－19－1 交通機関 北大阪急行線千里中央駅下車徒歩 20分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～金 

9時 30分～16時 

募集対象 

募集人数 

小学生（○要保護者付添）、中学生以上  

男女不問 5人／日 

持ち物 昼食代 350 円、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループ・親子での参加歓迎 

27 身知精  社会福祉法人豊中きらら福祉会 きらら作業所 （担当：鷺本） 

地域のお祭りに利用者さんと一緒に参加しませんか？一緒に屋台を回ったり、催しを楽しみません

か？ 

住所 豊中市新千里北町 2－19－1 交通機関 北大阪急行線千里中央駅下車徒歩 20分 

活動 

期間 

8月 3日（土） 

14時～18時 

募集対象 

募集人数 

小学生（○要保護者付添）、中学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 
きらら作業所の隣接の北丘小学校で北丘楽しまナイトの祭りに参加しますの

で、そのお手伝いになります。 

28 身知精  社会福祉法人豊中きらら福祉会 クレヨン （担当：萩原） 

タオルや包装紙の内職、廃品回収などの作業を行っています。他にも音楽教室や調理実習などの余

暇活動も行っています。 

住所 豊中市庄内栄町 4－12－17 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～金 

9時 30分～16時 

募集対象 

募集人数 

小学生（○要保護者付添）、中学生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 昼食代 350円、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 グループ・親子での参加歓迎 
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29 身知精  社会福祉法人豊中きらら福祉会 ワークセンターとよなか（担当：熊谷） 

障がいのある方の、作業の手伝いや、話し相手の活動になります。未経験の方、お待ちしています！  

住所 豊中市服部西町 5-18-5 ﾌﾞﾗﾝﾋﾞﾙ 交通機関 阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩 15 分  

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～金 

9時～16時 

（8月 13日～8月 15日を除く） 

募集対象 

募集人数 
小学生以上 男女不問 4人／日 

持ち物 弁当、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 子ども（小学生）向け体験プログラム、グループ・親子での参加歓迎 

30 高・障  障がい者支援施設みずほおおぞら・特別養護老人ホームみずほおおぞら（担当：竹内） 

障がい者・高齢者の方々と日中活動を通してふれあっていただけるボランティアさんを募集します。 

住所 豊中市走井 3-5-35 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～金 

10時 30分～16時 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 
弁当、上履き、動きやすい服装、水

筒等飲料水、帽子 
支給される物 

交通費（上限 1,000円） 

※公共交通機関利用に限り 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、8月中旬～9月末までは畑作

業あり 

31 児 社会福祉法人あおば福祉会 おひさま保育園  （担当：菊池） 

こどもと一緒に遊んだり、食事・排泄・着脱・午睡等を手伝って頂きます。生後 2 ヶ月から就

学前までの乳幼児を年齢別に保育します。 

住所 豊中市夕日丘 1－13－15 交通機関 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 22日～8月 30日  月～金 

9時～17時 

（7月 24日、8月 13日～8月 16日、

8月 21日、8月 28日を除く） 

募集対象 

募集人数 

小学生以上 

男女不問 3人/日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事 

その他条件 検便検査をうけて結果の提出が必要 

32 児 社会福祉法人あけぼの会 中桜塚ひだまり保育園（担当：青木） 

0～2歳児の子どもたちと一緒に遊んだり、着替えや寝かしつけ等、保育士の仕事を体験してみ

ませんか？ご参加お待ちしています。 

住所 豊中市中桜塚 4-11-17 交通機関 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 27日 月～金 
9時～17時 
(8月 12日～8月 16日除く) 

募集対象 

募集人数 

高校生、専門学生、大学生 

女性 1～2人／日 

持ち物 
動きやすい服装、スニーカー、水筒、

お箸、筆記用具 
支給される物 昼食 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提

出が必要 
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33 児 社会福祉法人あけぼの会 豊中ひだまり保育園 （担当：中岡） 

子どもたちと遊んだり、生活面のお世話をしたりして頂きます。子どもたちと楽しく関わり、

保育士の仕事内容を体験してください。 

住所 豊中市岡上の町 2-1-8 ﾊｰﾄﾊﾟﾚｯﾄ 2F 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～土 

9時～17時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 
昼食代 300円、動きやすい服装、水

筒、外靴、箸、エプロン、三角巾 
支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 

34 児 社会福祉法人あけぼの会 羽鷹池ひだまり保育園（担当：小島・寺本） 

元気いっぱいの子どもたちと一緒に散歩へ出掛けたり、水遊びを楽しんだりして遊びましょう。

ぜひご参加ください。 

住所 豊中市少路 1-15-52 交通機関 大阪モノレール線少路駅下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 22日～8月 31日 月～金 

9時～17時 （8月 13日～8月 15日除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生、専門学生、大学生 

男女不問 4人／日 

持ち物 昼食代 300 円、上履き、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 

35 児 社会福祉法人あけぼの会 東泉丘ひだまり保育園 （担当：福田） 

0～2歳児のクラスに入って頂き、子どもたちと一緒に遊んだり、配膳や食事援助、身の回りの

お世話をして頂きます。 

住所 豊中市東泉丘 2-12-18 交通機関 北大阪急行線桃山台駅下車徒歩 15 分  

活動 

期間 

8月 1日～9月 30日 月～土 

9時～17時 （8月 13日～8月 15日除く） 

募集対象 

募集人数 

中学生、高校生、専門学生、大学生 

男女不問 2人／日 

持ち物 
動きやすい服装、エプロン、バンダ

ナ、お箸、水筒 
支給される物 昼食 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提

出が必要、学校の課題などによる参加は不可 

36 児 社会福祉法人あけぼの事業福祉会 あけぼの風の森保育園（担当：越智） 

0.1.2 歳児の子どもたちと遊んだり、生活面のお世話を保育者と一緒にしていただきます。子

どもが大好きな方をお待ちしています。 

住所 豊中市上野西 4-5-62 交通機関 阪急宝塚線豊中駅下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

9時～17時 （8月 13日～8月 15日除く） 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装、エプロン、外靴、帽子、水筒  支給される物 食事 

その他条件 
グループでの参加歓迎、体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検

便検査をうけて結果の提出が必要 
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37 児 
社会福祉法人あけぼの事業福祉会認定こども園あけぼのドロップス 

（担当：藤田） 

子どもと楽しく一緒にあそびませんか？気軽にご参加ください。 

住所 豊中市上新田 4-18-3 交通機関 御堂筋線桃山台駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日 月～土 

9時～16時 （※相談可） 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 3人／日 

持ち物 昼食代（300円）、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

38 児 
社会福祉法人あけぼの事業福祉会認定こども園あけぼのドロップス 

（担当：藤田） 

園での夏祭り（七夕まつり）のお手伝いに興味のある方はご参加下さい。 

住所 豊中市上新田 4-18-3 交通機関 御堂筋線桃山台駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 
7月 6日（土）15時～20時 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 5人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 食事 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

39 児 社会福祉法人あけぼの事業福祉会あけぼのぶんぶん（担当：小寺山） 

0～2歳の乳児の施設です。一人ひとりの生活リズムに合わせゆったりとした雰囲気、安心出来

る空間を大切に共に生活して頂きます。 

住所 豊中市長興寺南 2-8-16 交通機関 阪急宝塚線曽根駅下車徒歩 10 分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～金 

9時～17時 （8月 10日～8月 15日除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

女性 3人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 昼食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

40 児 
社会福祉法人あけぼの事業福祉会あけぼのぽんぽここども園 

（担当：武田） 

0 歳児から就学前の子供たちと関わったり、保育園での様子や保育士の仕事を体験して頂きま

す。たくさんのご参加お待ちしています。 

住所 豊中市西緑丘 2-4-1 交通機関 

大阪モノレール線少路駅徒歩 15分、又

は阪急豊中駅／北大阪急行千里中央駅

から阪急バス緑丘バス停下車徒歩 5分 

活動 

期間 

7月 8日～8月 30日  月～金 

9時～17時 （8月 13日～8月 16日除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 4～6人／日 

持ち物 
上履き、動きやすい服装、エプロン、

箸、三角巾、外靴 
支給される物 給食 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 
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41 児 旭丘かいせい保育園  （担当：安積） 

園庭で行う水遊び、プール遊びの後片付けや掃除。 

住所 豊中市夕日丘 1-2-11 交通機関 
阪急バス熊野田小学校前バス停

下車徒歩 4分 

活動 

期間 

7月 16日～8月 31日 月～土 

13時～15時 

募集対象 

募集人数 

専門学生／大学生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 学校の課題などによる参加は不可 

42 児 
学校法人庄内神社学園 幼保連携型認定こども園  

庄内こどもの杜幼稚園          （担当：有友） 

0歳～5歳の子どもたちと一緒に過ごしてもらいます。 

住所 豊中市庄内幸町 5-22-1 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 15分 

活動 

期間 

7月 25日～8月 30日 月～土  

8時～17時 

（8月 10日～8月 17日除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 昼食代 300円、動きやすい服装 支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提出が必要 

43 児 社会福祉法人神童福祉会 アトリオとねやまこども園 （担当：西根） 

子どもの世話を始め、子どもの生活力を支え育てる仕事の補助。保育室及び園内の環境整備・清掃。 

住所 豊中市刀根山 4-1-1 交通機関 
阪急宝塚線蛍池/豊中駅徒歩 15

分 

活動 

期間 

7月 1日～8月 31日 月～金 

9時～16時 

（8月 9日～8月 16日除く） 

募集対象 

募集人数 

中学生以上 

男女不問 10人／日 

持ち物 
弁当、上履き、動きやすい服装、帽

子、手ふきタオル、外ぐつ 
支給される物 なし 

その他条件 体験前に事前オリエンテーションの参加が必要 

44 児 社会福祉法人豊中市母子寡婦福祉会 わかば保育園 （担当：林） 

地域の方や園児が親子で参加する夏祭りの準備と出店のお手伝いをお願いします。 

住所 豊中市稲津町 1-8-19 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 6日（土） 

8時 30分～13時 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2～3人/日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 飲み物 

その他条件 なし 
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45 児 社会福祉法人豊中市母子寡婦福祉会 わかば保育園 （担当：林） 

夏あそびの準備や園庭の整備などのお手伝いをお願いします。 

住所 豊中市稲津町 1-8-19 交通機関 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩 10分 

活動 

期間 

7月 8日～7月 19日  月～金 

10時～12時 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人/日 

持ち物 動きやすい服装 支給される物 飲み物 

その他条件 なし 

46 児 認定こども園 ぶっこう幼稚園 （担当：髙雄） 

0 歳児から 5 歳児までの子どもたちの笑顔に囲まれてボランティアをしていただける方を募集

します。活動内容は保育補助です。 

住所 豊中市箕輪 2-5-22 交通機関 阪急宝塚線豊中/蛍池駅下車徒歩 20分 

活動 

期間 

7月 23日～8月 30日 月～金 

8時 30分～18時の間で要相談 

（8月 14日～8月 16日除く） 

募集対象 

募集人数 

専門学生、大学生 

女性 2人/日 

持ち物 
昼食代 432円、上履き、動きやすい

服装、お茶、帽子 
支給される物 交通費（要相談） 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提

出が必要、学校の課題などによる参加不可 

47 児 社会福祉法人路交館 幼保連携型認定こども園 北丘聖愛園（担当：白山） 

乳児や幼児のこども達と一緒に遊んだり、生活のお手伝いをしてこども達とたくさん関わってください。  

住所 豊中市新千里北町 1-18-1 交通機関 北大阪急行線千里中央駅下車徒歩 8分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

9時 30分～19時 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 2人／日 

持ち物 
昼食・おやつ代 500 円、上履き、動きや

すい服装、タオル、着替え、帽子、靴 
支給される物 なし 

その他条件 検便検査をうけて結果の提出が必要 

48 児 社会福祉法人夢工房 夢の鳥保育園 （担当：柴垣） 

0～5歳児の保育補助や保育園内の清掃活動など。保育園の職場を体験。次世代の人材育成のた

め資格問わず。 

住所 豊中市服部南町 5-6-9 交通機関 阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩 10分  

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～金 

9時～17時（7月 25日～8月 7日、

8月 19日～8月 30日除く） 

募集対象 

募集人数 

高校生以上 

男女不問 4～5人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 給食（給食なしの日は弁当持参） 

その他条件 
体験前に事前オリエンテーションの参加が必要、検便検査をうけて結果の提

出が必要、時間や内容は応相談 
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49 児 社会福祉法人夢工房 夢の鳥保育園 （担当：柴垣） 

保育園の清掃活動や簡単な営繕。シニア世代や未就労の方の応募を大歓迎します。 

住所 豊中市服部南町 5-6-9 交通機関 
阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩

10分 

活動 

期間 

7月 1日～9月 30日  月～土 

9時～17時（7月 25日～8月 7日、

8月 19日～8月 30日除く） 

募集対象 

募集人数 

社会人/その他（シニア世代や未

就労の方） 

男女不問 2人／日 

持ち物 上履き、動きやすい服装 支給される物 給食（給食なしの日は弁当持参） 

その他条件 時間や内容は応相談 

50 地 上新田地区社会福祉協議会    （担当：薮床） 

0～2歳児の子育て支援。幼児とふれあい、学生に幼児に対しての接し方を経験してもらう。 

住所 豊中市上新田 1-4-21 竹林会館 交通機関 
北大阪急行線桃山台下車徒歩 10

分 

活動 

期間 

7月 5日（金）、8月 2日（金） 

各 10時～12時 

募集対象 

募集人数 

高校生 

男女不問 5人/日 

持ち物 なし 支給される物 なし 

その他条件 なし 

  

 


