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夏のボランティア体験プログラム　参加者募集中！〜　赤ちゃんボランティア誕生　〜
市内の保育園や高齢者施設、ボランティアグループなどで、
ボランティア体験ができます。
小学生から参加できるプログラムもあります！
表の中から、行ってみたいところはどこですか？

令和元年度　ボランティア体験プログラム　協力施設・団体一覧
分野 施設名・団体名 場所 内容

1 高齢者 介護老人保健施設　岸和田徳洲苑 三田町 夏祭りのお手伝いや利用者とのコミュニケーション
2 高齢者 特別養護老人ホーム　いなば荘 稲葉町 盆踊りのお手伝い　準備や来場者の案内のお手伝い
3 高齢者 特別養護老人ホーム　千亀利荘 積川町 盆踊りの準備や高齢者とのふれあい
4 高齢者 特別養護老人ホーム　萬寿園 尾生町 縁日や納涼会、敬老会、音楽療法など
5 高齢者 岸和田特別養護老人ホーム 藤井町 世代間交流夏祭りで露店のお手伝いや着付け等
6 高齢者 岸和田北特別養護老人ホーム 磯上町 高齢者の話し相手や散歩の付添い、掃除など簡単なお手伝い
7 高齢者 グループホーム　アムール岸和田 池尻町 久米田池祭りに参加する高齢者の同行・見守り
8 高齢者 グループホーム　やすらぎ 尾生町 高齢者とレクリエーションのお手伝いやお話相手
9 高齢者 通所リハビリセンター　ゆうパル 尾生町 入浴時の着脱介助や食事の準備や片付けなどの生活援助
10 高齢者 岸和田デイサービスセンターハルキ 磯上町 ドライヤーかけや体操の付き添い、レクリエーションのお手伝いなど
11 高齢者 岸和田デイサービスセンターフジイ 藤井町 高齢者とお話相手や囲碁・将棋のお相手、季節の制作物のお手伝い
12 高齢者 岸和田デイサービス和み館 別所町 世代間交流夏祭りで露店の準備や片付け、高齢者の誘導
13 高齢者 結屋岸和田デイセンター 作才町 高齢者との会話やレクリエーション　ボランティア初心者向け
14 高齢者 デイサービスＡＱＵＡ 沼町 高齢者とコミュニケーションや、デイサービスのお仕事体験
15 高齢者 デイサービス愛の家 尾生町 高齢者とコミュニケーションや、デイサービスのお仕事体験
16 高齢者 デイサービス　悠久の郷 河合町 昼食前の消毒や配膳のお手伝い、レクリエーションのお手伝い
17 高齢者 デイサービスセンター　ほっと久米田 下池田町 元気な高齢者と一緒に運動や体操、お話相手
18 高齢者 やすらぎ東光デイサービスセンター 別所町 レクリエーションやお話相手、デイサービス内の軽作業等
19 高齢・障がい ハンドインハンドきしわだ 野田町 木工道具を使って、片手で暮らす人の為に片手用爪切りづくり
20 障がい者 アーチエンタープライズ 土生町 作業所で働く障がいがある人と軽作業、料理講習会のお手伝い
21 障がい者 あゆみ作業所 下池田町 作業所での内職作業体験
22 障がい者 オーロラ 堺町 作業所で働く障がいがある人と内職作業をしながらコミュニケーション
23 障がい者 地域活動支援センター　かけはし 畑町 障がいがある人と一緒に調理や卓球等の活動
24 障がい者 岸和田障害者共同作業所 西之内町 障がい者と一緒に仕事や活動、プールや外出など
25 障がい者 岸和田市障害者学級　しゃぼんだま 下池田町 プールで見守りやゲームの手伝い、浮き輪の準備片づけ等
26 障がい者 岸和田市障害者学級　しゃぼんだま 泉南市淡輪 カヌー体験でのライフジャケット着脱の手伝いや乗艇の誘導等
27 障がい者 岸和田バリアブレイクプロジェクト 岸和田城周辺 車イスユーザー向け試験曳き見物ツアーで受付や安全確保
28 障がい者 山直ホーム 山直中町 軽作業や散歩等の活動支援、食事や入浴等の生活支援
29 障がい者 就労継続支援Ｂ型事業所　やんちゃ倶楽部 東ヶ丘町 作業所での簡単な手作業、木工品、手芸品の作成
30 障がい児 大阪府立岸和田支援学校 土生町 授業や行事のお手伝い、花壇や畑、校内清掃等
31 障がい児 児童デイサービス　ばらの木 中井町 子どもと遊んだり勉強、水遊びや夏祭り等
32 障がい児 児童デイサービス　ばらの木　アネックス 別所町 子どもと遊んだり勉強、水遊びや夏祭り等
33 障がい児 ほっとスペース　あん 上野町東 魚釣りやプール等外出時のお手伝い
34 保育園 城東保育園 三田町 子どもたちと一緒に過ごしてお世話体験。プール遊び、水遊び等
35 保育園 中央保育園 北町 子どもたちとふれあう中で保育士の仕事を体験
36 保育園 めだか保育園 土生町 保育補助、給食、外遊び、オムツ交換、園舎内掃除等
37 保育園 認定こども園　光明保育園 尾生町 子どもたちの身の回りのお手伝い、夕涼み会のお手伝い
38 保育園 認定こども園　この花こども園 春木旭町 小さな子どもたちの身の回りのお手伝い
39 保育園 認定こども園　五風会 岸城町 小さい子たちの着替えや給食のお手伝い、プール、生き物の世話等
40 保育園 認定こども園　天神山こども園 天神山町 乳幼児と楽しく保育体験、生活補助や水遊びの補助
41 保育園 認定こども園　山直南こども園 山直中町 子どもたちに向かって一緒にいい汗を流しませんか！！
42 保育園 認定こども園　Dolce Bambini 荒木町 子どもたちと一緒に活動、日常保育から園外保育まで保育の勉強に
43 児童 岸和田学園 三田町 小学生の夏休みの宿題（貯金箱作り）のお手伝い
44 児童 ビスケット 信太山青少年野外活動センター 小学生と流し素麺や水鉄砲大会　流し素麺は土台から作ります
45 児童 やまだいふれあいの家 田治米町 学童保育での遊び相手、職員のお手伝いなど
46 居場所 いきいきサロン　憩いの場 田治米町 コミュニティカフェでコーヒーを出したり片付けのお手伝い
47 居場所 おしゃべり喫茶たんぽぽ 上松町 地域の子どもから大人まで集う憩いの場での喫茶スタッフ
48 居場所 カフェやまたき 内畑町 高齢者のお話相手やコーヒーを運ぶお手伝い
49 居場所 特定非営利活動法人　ここから Kit 野田町 子どもも大人もホッとできる居場所作りのお手伝い
50 居場所 こころの居場所 野田町 だれでも来れる気軽なカフェでみんなでゲーム
51 居場所 食堂ほっこり 下池田町 地域の子ども達と楽しくほっこりとごはんを食べましょう
52 居場所 楽しいおうち 箕土路町 トランプやカルタなど、みんなで一緒に楽しみましょう
53 居場所 にこにこ光明 尾生町 地域の子ども達と遊んだり、夏休みの宿題のお手伝い
54 居場所 土生滝ホットサロン 土生滝町 受付のお手伝いやウエイター体験、参加者のお話相手
55 居場所 ポカボーキッチン 野田町 地域の夕食と交流の場で調理スタッフや子どもの遊び相手
56 居場所 ほっとハウスやまだい 三田町 子ども達と楽しく食事、遊び、宿題のお手伝い
57 居場所 ほっとリビング　花ちゃん 戎町 地域密着のカフェで喫茶のお手伝いやお話相手
58 居場所 別所♪茶居夢 別所町 地域の憩いの場で喫茶スタッフ
59 居場所 リビングほしがおか 荒木町 地域住民の憩いのたまり場で喫茶のお手伝い
60 居場所 子育てサロン　ＳＵＮサン 東ケ丘町 子育て中の親がくつろげる場を提供しています　子育て経験者歓迎
61 居場所 子育てサロン　ワンワン 三田町 0 ～ 2 歳の親子と一緒に制作やリトミックのサポート
62 居場所 子育てサロン　やまたき 内畑町 就学前の子どもと一緒にプール遊びや工作で遊びましょう
63 環境保護 ブナ愛樹クラブ 和泉葛城山 天然記念物ブナ林の観察、草刈り、間伐作業体験
64 環境保護 蜻蛉池公園 夢の森つくり隊 蜻蛉池公園 里山保全活動（現在は主に竹垣づくり）、竹籠づくり講習会もしてます
65 環境保護 蜻蛉池公園 夢の森つくり隊 蜻蛉池公園 イベントで竹の水鉄砲づくりや流しそうめん作りのお手伝い
66 イベント 岸和田青年会議所　　アートフェスタ 港緑町 子どもたちとシャボン玉や人間魚拓作り等のお手伝い
67 イベント 市民活動ステーション　コラボラ 野田町 ボランティアが集まるイベントのスタッフ

6 月 15 日、デイサービスセンター萬寿園で「赤ちゃんこどもボランティアの会 in きしわだ」の活動がありました。代表の近
沢さんとメンバーのひとりが子どもたちを連れて室内に入ると、利用者さんが一斉に笑顔で見つめます。奥の部屋では、一緒に
カラオケとゴム風船のテーブルバレーを楽しみました。

はじめまして。「赤ちゃんこどもボランティアの会 in きしわ

だ」の近沢といいます。今年の 3 月より高齢者施設への訪

問活動を始めました。職業は看護師で 3 人の子どものママ

です。

始めたきっかけはアロマハンドマッサージでした。育児休

業中にアロマテラピーの資格をとり、これでボランティア

をしたいと思いました。ボランティアセンターで個人ボラ

ンティアに登録しました。

コラボラというマッチングイベントで、「子連れ」で施設訪

問しても良い訪問先が見つかりました。

子連れで活動を始めると、無表情だった人が笑顔になった

り、体の不自由な人が手を伸ばしたりします。赤ちゃんの

存在が高齢者の方々にとってすごく良い影響があることに

気付きました。

子どももたくさん褒めてもらい、かまってもらうことでニ

コニコと笑顔になり、帰宅後は疲れてぐっすり眠るように

なりました。私もほとんどの時間を家族と自宅で過ごすよ

うな閉鎖的な毎日から、外出して職員さんや高齢者の方と

話したりする機会が増え、前向きな気持ちになりました。

地域社会との繋がりが薄くなっている、小さい子どもを育

てているお母さんと、子どもや孫と離れて暮らしている高

齢者。この両方の人々をボランティア活動を通して結びつ

け、一人でも多くの人に笑顔になってもらいたいと思いま

した。SNS で発信したりして仲間を増やし、今年の 4 月に

グループ登録をする運びとなりました。

コラボラ

ボランティアセンター

ここからKit

ボランティアをしている人や
してほしい人が集います。年 3
回の開催。ここで交渉が成立
することも。

赤ちゃんこども
ボランティアの会 in
きしわだ
代表　近沢　真伊子
メール：
maiko19870129@yahoo.co.jp
定期集会：奇数月
　　　　　第 2 火曜日
　　　　　10 時～ 12 時

サポーター
この日の赤ちゃんと子ども
は 4 人。自由に歩きまわっ
て、ちょこっと利用者さん
と交流したり、遊んだりす
る子どもの見守り役です。

デイサービスセンター
萬寿園

「職員も癒されています」

見学
4 ヵ月の赤ちゃんと
お母さんが見学に来
ま し た。ここから
Kitでチラシを見た
そうです。すぐにい
ろんな人に抱っこさ
れていました。

赤ちゃんの力
10 ヵ月でも、れっきとした
メンバーのひとり。頭をな
でてもらい、「かわいいなあ」
の言葉をたっぷりもらいま
した。

福祉を中心に、さまざまなボラ
ンティアの相談窓口。お仲人役
となる中間支援をしています。

子育て中の親を支援し、つない
でいます。情報がいっぱいで、
相談窓口の役割も。
http://cococolorkit.net

日時　8 月 2 日（金）19 時～ 19 時 40 分
　　　8 月 6 日（火）、20 日（火）10 時～ 10 時 40 分
　　　8 月 8 日（木）、9 月 5 日（木）、7 日（土）13 時半～ 14 時 10 分
　　　※  1 日だけご都合のいい日を選んで、申し込んでください。
　　　　都合がつかない場合はご相談ください。
場所  福祉センター
申込・問合先　ボランティアセンター
　　　　　　　　430 − 3366（水・日・祝を除く 9 時～ 17 時半）

事前説明会
ボランティアの基本をお伝えし、あなたにぴったりの活動
先を提案します。

実
施
期
間

9
月
30
日（
月
）ま
で

説明会

メンバー募集中
LINE ＠ 友 だ ち 追
加お願いします。


