箕面市内の情報（23 件）がこの一冊に！
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あなたにぴったりなボランティアがきっとある！

障がいのある人とのボラン
ティアもあります！
詳しくは 2 ページへ

社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

ボランティアセンター
開所時間：月曜日～金曜日８：４５～１７：１５
（土、日、祝、年末年始はお休み）
〒562-0036 箕面市船場西１－１１－３５
TEL.072-749-1535 FAX.072-727-3590

Ｅ-mail

mvc@ minoh-syakyo.or.jp
アセンター

〒562-0015 箕面市稲１－１４－５
ＴＥＬ：０７２７－２２－２７３７
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福祉施設などで開催される夏祭りのボランティアです！夏の思い出に一日ボランティアを
してみませんか？

照葉の里 夏祭り
日時：令和元年 7 月 28 日(日)
13 時半～18 時半

紅葉の郷 夏祭り
日時：令和元年 9 月 14 日(土)
12 時半～15 時半

テントや机などの設営の準備から、祭り
時にはゲームコーナーの担当をしていただ
きます。(職員がサポートします)

屋台の売り子や店番、入居者さんの車椅子を
押して一緒に祭りを楽しむ等のお手伝い。
住所
：箕面市稲 6-11-20
持ち物 ：動きやすい服装、上靴、下靴入れ
問合せ ：紅葉の里 松尾
TEL 072-726-7700

住所
：箕面市下止々呂美 561
持ち物 ：動きやすい服装、水筒、タオル
※浴衣も可
問合せ ：照葉の里 飯塚
TEL 072-739-1186

箕面市立介護老人保健施設 夏祭り
日時：令和元年 8 月 18 日(日)
10 時半～16 時
夏祭りの出店や片付けの手伝い。
住所
：箕面市萱野 5-8-2
持ち物 ：特になし
問合せ ：箕面市立介護老人保健施設 山元
TEL

グリーンヴィラ 夏祭り
日時：令和元年 8 月 8 日(木)
18 時～20 時
夏祭りの出店等のお手伝い。

住所 ：箕面市粟生間谷東 1-33-25
持ち物 ：特になし
問合せ ：グリーンヴィラ 渡邊・小林
TEL 072-727-3475
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072-727-9530

あかつき園 納涼祭
日時：令和元年 8 月 30 日(金)
17 時半～19 時半

箕面まつり
日時：令和元年 7 月 27 日(土)～
28 日(日)
12 時 15 分～21 時 30 分(土)
14 時～21 時 30 分(日)

ゲームコーナーのお手伝いなど。小学
生以下の子どもと遊んでいただける方
大歓迎です！！

上記で 3～4 時間程度の都合の良い時間
で高齢障害者の方と一緒に物品搬入や販
売サポートをお願いします。

住所
：箕面市瀬川 3-3-21
持ち物 ：特になし
問合せ ：あかつき福祉会 藤岡
TEL

住所 ：芦原公園(箕面市箕面 5-11)
持ち物 ：汗ふきタオルなど
問合せ ：箕面市身体障害者福祉会 川部
TEL 072-722-0457

072-722-3318

夏期レクリエーション
日時：令和元年 9 月 6 日(金)
8 時～17 時
知的や障害のある人達と大阪市内のス
ポーツセンターにバスで出かけ、プールや
ボウリング、ゲームを一緒に楽しみます。
1 名に対して 2～3 名で付き添います。
事前講習会で介助の仕方も学べます！
行先

：舞洲障害者スポーツセンター
アミティ舞洲
集合 ：メイプルホール玄関前(8：15)
持ち物 ：プールの用意・タオル・上履き
問合せ ：箕面市社会福祉協議会
TEL 072-749-1535

トランポリンで遊ぶ様子

8/31(土)13 時より

事前講習有り！！

介助車椅子の操作の体験や介助担当者
との細やかな打ち合わせがあります。
場所

：ささゆり園 プレイルーム
(箕面市西小路 3-9-9)

屋台の手伝いをお願いします！

箕面の郷 納涼祭
日時：令和元年 8 月 8 日(木)
18 時半～20 時半

住所
：箕面市石丸 1-14-1
持ち物 ：上靴
問合せ ：箕面の郷 竹端
TEL 072-749-2277

＊17 時 15 分～ ボランティア
説明会
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月一回、ちょっぴり特別な活動をしてみませんか？
イベント感覚で参加出来る、月一ボランティアをまとめてみました！

親子向けイベントお手伝い
7/15(月祝),8/12(月祝)
9 時半～16 時
内容

絵本の翻訳文貼り付け
7/20(土),8/17(土),9/21(土) 14
～16 時

：親子向けイベント『ぽんぽんファ
ミリーひろば』のスタッフ補助を
お願いします。
①設営、写真撮影、後片付け等
②おはなし会(絵本・紙芝居など)企
画・実施
③工作の企画・実施

内容

：中古の絵本にスペイン語の翻訳
文を貼り付けて翻訳絵本を作る
作業。翻訳絵本はペルーの貧しい
地域の小学校に贈っています
場所
：みのお市民活動センター
(箕面市坊島 4 丁目 5 番 20 号
みのお キューズモール
WEST1-2F)
持ち物 ：特になし
問合せ ：大阪ラテンアメリカの会 梶田
masaquito@hcn.zaq.ne.jp

場所

：みのお市民活動センター
(箕面市坊島 4 丁目 5 番 20 号
みのおキューズモール WEST1-2F)
持ち物 ：特になし
特記
：昼食有り、②・③は大学生以上対象
問合せ ：市民活動フォーラムみのお 平井
TEL 072-722-2666

絶滅危惧植物の保護育成
7/20(土) ,8/17(土) ,9/21(土)
9 時半～12 時

子ども食堂スタッフ
7/27(土),8/24(土)
9 時～15 時

内容
場所

：植物の手入れ、草刈りなど
：箕面滝の上の道路トンネルを北へ
出たところ
持ち物 ：動きやすい服装
特記
：ご自分の作業道具の持込 OK
午後から森の散策もできます
あさば
問合せ ：杉の茶屋野生植物園の会 浅葉
TEL 072-724-2553

内容

場所

：①調理担当
②子ども食堂の準備、片付け、子
どもたちの相手など

：東生涯学習センター
（箕面市粟生間谷西 3-1-3）
持ち物 ：調理担当者はエプロン
おんじ
問合せ ：みのお東・子ども食堂の会 恩地
TEL 090-6329-7126
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ふうせんバレーボール部
7/13(土),8/10(土)
14 時～16 時
内容 ：子どもから車椅子の人まで楽し
む「ふうせんバレーボール」の
プレーヤー、準備、片付け
場所 ：らいとぴあ 21（箕面市萱野 1-194）もしくはささゆり園(箕面市西
小路 3-9-9）
持ち物 ：動きやすい服装
問合せ ：一般社団法人ぐるり 今井
gurumoil@gmail.com

ふうせんバレーとは？
ふうせんバレーは、小さな子供から大人、
高齢者の方まで参加できるコミュニケーシ
ョンスポーツです。もともとは、障害のあ
る人ができるスポーツとして考えられてい
るため、年齢を問わず、だれにでも一緒に
参加できる、優しいスポーツです。

また、参加者すべてがふうせんに触れてか
らでないと、相手コートへ返してはいけな
いルールのため、参加者のうちで自然とコ
ミュニケーションが取れ、人と人との距離
時間指定や曜日指定は特になし！自分の空いた時間にボランティア！
を縮め、心と心を結びつけることができま
す。

NPO 広報サポーター
日時

：取材先、日時相談のうえ決定

書評ボランティア

内容

：NPO やボランティアの活動現場
を取材。未経験者でもＯＫ
場所
：主に箕面市内
持ち物 ：特になし
特記
：取材先の調整はスタッフが行い
ます。活動頻度相談可。
2 か月に 1 回や月 1 回など。
問合せ ：市民活動フォーラムみのお
平井

日時

：ご自身の都合のよい日

内容

：社会問題や社会貢献活動に関する
本の書評。
場所
：特になし
持ち物 ：特になし
問合せ ：市民活動フォーラムみのお
松木

TEL 072-722-2666
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TEL 072-722-2666

どれも経験不問です。ボランティアをきっかけに、新しいことを始めてみませんか？

がんサロン・遺族の集い手伝い
がんサロン：7/21(日),8/18(日),9/15(日)
＊毎月第三日曜
遺族の集い：7/7(日)・9/8(日)
＊奇数月第一日曜

喫茶ボランティア
日時 ：水曜・土曜 13～15 時半

ともに 14 時～16 時
がんサロンの受付やお茶出しその他雑務のお
手伝い。医療を学びたい方歓迎です。
場所

：みのお市民活動センター
(箕面市坊島 4 丁目 5 番 20 号
みのお キューズモール WEST1-2F)
持ち物 ：特になし
問合せ ：箕面市社会福祉協議会
TEL 072-749-1535

和太鼓グループのメンバー
練習日：月曜・木曜 10～12 時

内容
住所
持ち物
特記

：喫茶コーナーの店員さん
：箕面市粟生間谷東 1-33-25
：エプロン
：ベテランボランティアに教
わりながら活動できます
問合せ ：箕面グリーンヴィラ 渡邊・小林
TEL 072-727-3475

さくら通りカフェ委員会
日時 ：毎週木曜 13～15 時半

内容

：地域や福祉施設のイベント・演奏会
などに出演するために毎週練習
場所
：主にらいとぴあ 21
(箕面市萱野 1-19-4)
持ち物 ：運動のできる服装、水分
特記
：社会人対象、太鼓初心者も歓迎
はなぶさ
問合せ ：月…水舞流和太鼓
英
中川
のぞみ
木…水舞流和太鼓 希望 金子
箕面市社会福祉協議会
TEL 072-749-1535

内容

：高齢者と一緒にお話しや
ゲーム、体操等を行う。
場所
：箕面団地集会所
(箕面市箕面４丁目 9-4)
持ち物 ：上靴
特記
：高校生以上
問合せ ：箕面市社会福祉協議会
TEL 072-749-1535
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障がい者の見守りサポート

手工芸講座のお手伝い
日時：7/18(木) ・8/29(木)
10 時～12 時

日時：月～土

障がいのある子ども達と一緒に遊んだ
り、見守り活動

手工芸(布、色紙他多彩な素材で作りま
す)の無償講座での作品作成のための下準
備の手伝い。

場所

：地域交流さんかくひろば
(箕面市牧落 3-2-1)
持ち物 ：水筒
問合せ ：地域交流さんかくひろば

場所

：ライフプラザ 2F
(箕面市萱野 5-8-1)
持ち物 ：特になし
問合せ ：子ねこの手
箕面市社会福祉協議会
TEL 072-749-1535

ふすく

川上・賦句
TEL 072-734-6833

日曜大工ボランティア

ちょっとボランティアの日
7/24(水) ,8/28(水) ,9/25(水)
10 時～12 時

日時：第 1・3 火曜 9 時～17 時
福祉関係の家具修理、大工仕事など。萱
野北小学校での工作応援。

内容

：社協広報物の発送準備、
使用済み切手の整理 等
場所
：箕面市社会福祉協議会
(箕面市船場西 1-11-35）
持ち物 ：特になし
特記
：事前申し込み不要
問合せ ：箕面市社会福祉協議会
ボランティアセンター
TEL 072-749-1535

場所

：東生涯学習センター
(箕面市粟生間谷西 3-1-3)
持ち物 ：特になし
問合せ ：箕面市社会福祉協議会
TEL 072-749-1535

⚫ お問い合わせ・申し込み先

箕面市社会福祉協議会ボランティアセンター
受付：8:45～17:15 ※土日・祝日を除く

所在地：箕面市船場西１－１１－３５

TEL：072-749-1575

15 時半～17 時

FAX：072-727-3590
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