
 
 

「ボランティアをしてみたい」と考えている方を対象に、ボランティア体験プログラム参加者の募集を行います。 

町内の１１施設・４地区福祉委員会が受け入れを行ない、日常業務やイベントのお手伝いなどのプログラムを用意 

しています。申込み期間は、６月１７日（月）から９月６日（金）［土・日・祝除く］です。資料の配布・申込み・ 

問合せは、島本町社会福祉協議会ボランティアセンターまで。 

島本町内の受入施設・団体一覧 

 施設・団体名 活動場所「交通機関」 活動期間/時間 活動内容・メッセージ      対象者 

１ 

児童養護施設 

大阪水上隣保館 

遙学園 

三島郡島本町山崎５丁目３
－１８（ＪＲ京都線山崎駅下
車徒歩１０分、阪急京都線大
山崎駅下車徒歩１５分） 

７月２０日(土）～９月３０日

（月）［日曜日および８/１０～

２０を除く］時間は日によって

異なります。  

※祝日は要相談。 

夏休み中の子どもたちと

の外遊び、２学期後の宿題

補助など、元気でパワフル

な子どもたちと過ごしま

す。 

 

専門学生、

短･大学生、

社会人 

２ 

特別養護老人ホーム 

大阪水上隣保館 

弥栄の郷 

三島郡島本町山崎５丁目３
－２５（ＪＲ京都線山崎駅下
車徒歩１０分、阪急京都線大
山崎駅下車徒歩１５分） 

７月２０日(土)～８月３１日

(土)  ９時～１６時 

入居されている皆様と沢

山お話をしてください。弥

栄の郷にとっても、皆様と

の出会いはとても大切で

す。出会いを大切にしたい

です。 

ご興味のあ

る方はどな

たでも 

３ 

在宅養育支援センター 

大阪水上隣保館 

みゆき園 

三島郡島本町山崎５丁目３
－１８（ＪＲ京都線山崎駅下
車徒歩１０分、阪急京都線大
山崎駅下車徒歩１５分） 

７月２０日(土)～９月３０日

(月) ９時～１７時 

［第１・第３日曜日を除く］ 

自閉症やダウン症の子ど

も達と一緒に活動をしま

す。夏祭り、スイカ割りな

どなど楽しいですよ。キラ

キラの笑顔に会いに来て

ください。 

高校生 

以上 

４ 
障害福祉サービス  

作業所わくわく 

三島郡島本町若山台１丁目
７９３－４（ＪＲ京都線島本
駅下車１５分、阪急京都線水
無瀬駅下車徒歩２０分、阪急
バス阪急水無瀬駅又はＪＲ
島本駅から若山台センター
行き若山台１丁目下車徒歩
３分） 

８月２８日（水）９時～１４時 

主に知的障がいがある方

たちの日常生活の支援で

す。夏祭りに参加し利用者

と一緒にゲームやワーク

ショップで楽しんでいた

だきます。 

高校生 

以上 

５ 

特定非営利活動法人 

クローバー 

自立支援センター しまもと  

三島郡島本町広瀬５丁目 
１４－２４（ＪＲ京都線島本
町駅下車徒歩７分） 

７月２５日（木）～８月２３

（金） １１時～１７時 

［土・日・祝日、８/１２～８/

１４を除く］  

障がいのある子どもたち

と活動をします。水遊び・

アート制作・ダンスなど一

緒に楽しんでください。 

高校生 

以上 



６ 
就労継続支援B型事業所 

福祉事業所すばる 

三島郡島本町江川２丁目２
－２（阪急京都線水無瀬駅下
車徒歩５分） 

７月１日（月）～９月３０日

（月） １３時～１９時 

[水・日・祝日を除く] 

障害のある方がしている

仕事や作業を一緒にして

いただいたり、お祭り店舗

のお手伝いをしていただ

きます。 

高校生 

以上 

７ 
介護老人保健施設 

若 山 荘 

三島郡島本町大字広瀬１１
２１（ＪＲ京都線島本駅下車
１５分、阪急京都線水無瀬駅
下車徒歩２５分、阪急バス阪
急水無瀬駅又はＪＲ島本駅
から若山台センター行き若
山台１丁目下車徒歩１分） 

８月１日 (木 )～８月３１日

（土） １０時３０分～１６時 

[土・日・祝日・お盆の時期を

除く] 

レクリエーションのお手

伝いや利用者様のお話し

相手など、様々な活動を行

っていただき、施設での生

活を体験していただきま

す。 

高校生 

以上 

８ 

医療法人 清仁会 

東大寺デイサービスセンター  

三島郡島本町東大寺１丁目
１０－１１（ＪＲ京都線山崎
駅下車徒歩１５分） 

７月１日（月）～９月３０日

（月） ９時～１２時 又は 

１３時３０分～１６時３０分 

［日曜日を除く］ 

ご利用者とのふれあいや

お茶出しなどです。運動型

のデイなので交流の時間

は長くはとれませんが、よ

ろしくお願いします。 

中学生 

以上 

９ 

株式会社トップケア  

有料老人ホーム 

安心ハウス万葉館 

三島郡島本町広瀬４－２５
－１３（ＪＲ京都線島本駅下
車徒歩１２分、阪急京都線水
無瀬駅下車徒歩３分） 

８月１日（木）～８月３１日

（土） １４時～１６時 

※日曜日のみの受け入れ  

※祝日、お盆の時期は要相談 

レクリエーションなどの

補助、利用者の話し相手な

ど施設での生活風景を体

験します。 

高校生 

以上 

10 

株式会社トップケア 

万葉館 

デイサービスセンター 

三島郡島本町広瀬４－２５
－１３（ＪＲ京都線島本駅下
車徒歩１２分、阪急京都線水
無瀬駅下車徒歩３分） 

８月１日（木）～８月３１日

（土） １３時～１６時[日曜

日を除く]  

※祝日・お盆の時期は要相談 

レクリエーションなどの

補助、利用者の話し相手な

ど施設での生活風景を体

験します。 

高校生 

以上 

11 
認知症対応型施設 

グループホームみなせ 

三島郡島本町青葉１－２０
－１３（ＪＲ京都線島本駅下
車徒歩５分、阪急京都線水無
瀬駅下車徒歩５分） 

７月１日（月）～９月３０日

（月）９時～１６時 

※水曜日のみの受け入れ 

認知症の方々のお話相手、

レクリエーションのお手

伝いなどホーム内での生

活を一緒に楽しんでいた

だきます。 

高校生 

以上 

12 

第一地区福祉委員会 

① ①②ともに 

②        広瀬公民館 

三島郡島本町広瀬１丁目４
－３７（ＪＲ京都線島本駅下
車徒歩１５分、阪急京都線水
無瀬駅下車徒歩１７分） 

① ①７月１７日（水） 

②  ８月２８日（水） 

③  ９時３０分～１１時３０分 

④  

⑤ ②７月１８日（木） 

⑥   １０時～１２時３０分 

① ①子育て中の親とその子 

②  どもを対象とした子育 

③  てサロンです。 

④  

⑤ ②高齢者の孤立や閉じこ 

⑥  もりをなくし仲間作り 

⑦  を支援するいきいきサ 

⑧  ロンです。 

中学生 

以上 



13 

第二地区福祉委員会 

① ①島本町立第二中学校 

②  

③ ②ジオ阪急水無瀬    

④    第一集会室 

① 三島郡島本町東大寺４
－１５０（ＪＲ京都線島
本駅下車徒歩１８分） 

②  三島郡島本町百山１５
－１（ＪＲ京都線島本駅
下車徒歩１５分、阪急京
都線水無瀬駅下車徒歩
１５分） 

② ①９月１７日（火） 

 ９時～１３時 

 

③ ②７月１０日（水） 

④  ９月１１日（水） 

１０時～１１時３０分 

① ①主に一人暮らし高齢者  

②  を対象としたお弁当を 

③  作ります。 

④  

⑤ ②親子で集まって楽しめ 

⑥  る場を提供する子育て 

⑦  サロンです。 

⑧  

高校生 

以上 

14 
第三地区福祉委員会 

青葉会新集会所 

三島郡島本町青葉３－１２
－６（ＪＲ京都線島本駅下車
徒歩１０分、阪急京都線上牧
駅下車徒歩１０分） 

７月２５日（木） 

８月２２日（木）  

９時１５分～正午 

子育て中の親とその子ど

もを対象とした子育てサ

ロンです。 

中学生 

以上 

15 
第四地区福祉委員会 

① 第四小学校学童保育室 

三島郡島本町高浜２－２－
１（ＪＲ京都線島本駅下車徒
歩１０分、阪急京都線水無瀬
駅下車徒歩５分） 

① ７月９日（火）  

②  １０時～１１時３０分 

① 子育て中の親とその子 

どもを対象とした子育 

てサロンです。 

高校生 

以上 

地区福祉委員会…島本町社会福祉協議会の組織構成団体で、住みよい福祉のまちづくりを進めるため、住民が主

体になって地区内で活動を展開している組織です。町内では各小学校区に設置され、４つの地区福祉委員会が組織

されています。地区福祉委員会では小地域ネットワーク活動（子育てサロン、配食サービス、いきいきサロンなど）

として、地域の中で時に見守りや生活上の援助が必要と思われる方などを対象に、福祉や保健・医療機関と地域住

民が一緒に支援の輪を作って取り組む、見守り・援助活動をしています。 

申込み・問合せ 島本町社会福祉協議会ボランティアセンター 

〒618-0022 三島郡島本町桜井三丁目４番１号 

電話 ０７５－９６２－５４１７  FAX ０７５－９６２－６３２５  

開所時間 ９時００分～１７時３０分 （土・日・祝日をのぞく） 


