
あなたの町、あなたの施設・団体のイベントを盛り上げるお手伝いをします！

ボランティアセンターでは、たくさんの方々が、
趣味や特技や自分のしたいことを活かし、地域や施設
等に訪問して、イベントやレクリエーションを盛り上
げる特技ボランティアとして登録しています。ボラン
ティアのみなさんの活動内容をご紹介します。

まずはボランティアセンターへご連絡を！

イベントの詳細や希望の公演について相談

依頼先が決まったらボランティアへの依頼書を記入

職員からボランティアへ依頼書を送付

依頼をお受けする場合はボランティアから依頼者へ、
お受けできない場合は職員から依頼者へ、
お電話にてお返事します

依
頼
か
ら
調
整
ま
で
の
流
れ

ボランティア依頼に関する相談・申込みはこちら

岸和田市ボランティアセンター

TEL：０７２－４３０－３３６６ FAX：０７２－４３1－１５００
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令和2年3月更新

グループ名 活動内容 活動可能曜日

人　数 所要時間 活動に必要な物

新条秀和会 民謡披露 土曜以外

14人 30分～50分 ハンドマイク２本、椅子５脚、駐車場２台

千鳥会 大正琴演奏 月・火・木・日・祝日

3人～13人 20分～50分 ホワイトボード、机、椅子、駐車場

チーム浮船 尺八演奏と日本舞踊 随時

男女・6人 30分～60分

岸和田そ～りゃ地車人 鳴子踊り披露 随時(木曜日以外）

8人～16人 15分～50分 マイク１本、駐車場５～６台

浪切K ギター、バンド演奏 土・日

男女・7人 30分～60分 PA機器、アンプ等持ち込みます

浪速相撲甚句会 相撲甚句披露 随時

男女・複数

グループ名 活動内容 活動可能曜日

人　数 所要時間 活動に必要な物

個人 演歌を歌います 随時

女性・１人 40分～60分 マイク、音響等（機材は持ち込みます）

個人 全国の民謡・童謡披露、太鼓演奏 随時

男性１人～複数 20分～90分 駐車場２台、マイク、音響等

個人 童謡・歌謡曲を歌います 土日・長期休暇中

小学生・1人 20分 駐車場１台・マイク、音響等

個人 演歌・歌謡曲を歌います 随時

女性・1人 20分～ 駐車場1台

フリオーソ コーラス、ゴスペルを歌います 土日

女性・複数 20分～30分 駐車場

いずみの森合唱団 歌声喫茶（童謡、フォーク等） 随時

男女・複数 30分～60分 駐車場

【ボランティアグループでの活動】

種　目

【個人・ミニグループでの活動】

■特技披露します！

種　目

楽器演奏

演奏と踊り

バンド演奏

相撲甚句

歌

踊り

歌

コーラス

TEL：０７２－４３０－３３６６ FAX：０７２－４３1－１５００



令和2年3月更新

グループ名 活動内容 活動可能曜日

人　数 所要時間 活動に必要な物

個人 落語します 随時

男性・１人 20分～60分 高座用の机2台、要交通費

個人 落語します 随時

男性・1人 20分～60分 要交通費

個人 腹話術します 随時

女性・３人 ３０分 駐車場３台、控室

個人 古事記紙芝居 随時

男女・7名 20分～50分

個人 紙芝居、真向法体操、昔話の語り 随時

女性・1人 30分～50分 椅子、台、送迎希望（近隣なら不要）

個人 紙芝居、発声指導します 平日

女性・1人 30分～120分 少し高めの台１台

個人 どじょうすくい・南京たますだれ等 随時

男性・１人 30分～50分 ラジカセ、駐車場１台

個人 民踊、新舞踊、歌、おてもやん 随時

女性・３人 30分～60分 駐車場、要交通費

個人 新舞踊・歌の披露 随時

女性・1人 30分～60分
控室、マイクスタンド、ワイヤレスマイク、
椅子３脚、あればラジカセ、駐車場１台

個人 大衆演劇 随時（主に土日）

男性・１人 45分～60分
控室、姿見、あればMDラジカセ、
駐車場１台

個人 カット、マッサージ（お顔）、メイク 平日午後

女性・１人 20分～

個人 ネイル、爪切り 第１・第３水曜日

女性・1人 一人につき20分 机、電源、駐車場

個人 アロママッサージ/ヨガ・ピラティス 日曜・他

女性・１人 一人10分 / 30分～60分 駐車場

個人（鍼灸師） マッサージします 随時

男性・1人

個人 整体します 随時

男性・１人 40分～60分 駐車場、交通費実費

整体・
マッサージ

美容

踊り

紙芝居他

腹話術

【個人・ミニグループでの活動】

種　目

落語

アロマ/
ヨガ



令和2年3月更新

グループ名 活動内容 活動可能曜日

人　数 所要時間 活動に必要な物

岸和田邦楽会 琴・尺八等演奏 随時

男女・複数 20分～60分 椅子（人数分）

個人 ピアノ演奏 土・日

男性・１人 20～60分 キーボード持参も可

個人 二胡演奏 随時

女性・1人 20分～30分 要交通費

個人 クラシックギター演奏 随時（木・金以外）

男性・１人 20分～30分
駐車場、マイク、椅子、

歌詞を貼るホワイトボード

個人 尺八演奏・小噺披露 随時

男性・１人 40分～60分

個人 ハーモニカ演奏と楽しいトーク 随時。平日は１4時頃から（午前は１名で）

男女・２人 45分～60分 事前の歌詞・駐車場・マイク・小テーブル・水

個人 アコーディオンと楽しいマジック 随時

女性・1人 20分～60分 要交通費

個人 アコーディオン演奏 随時

男性・1人 20分～60分 駐車場

個人 鼻笛・口笛演奏 随時（主に土日）

男性・１人 20分～30分 マイク

夢楽らいぶ一座 ギター弾き語り 午後のみ

男性・３人 30分～60分 マイク、飲み物、駐車場、控室

G－ｂｉｒｄｓ バンド演奏 日・祝

男女・４人 40分～60分 駐車場３台、控室

セカンドユース フォークソング、ギター演奏 主に土日、水曜午後

男女・２名 15分～60分 マイク、スタンド、あれば譜面台

和泉高校 ダンス部・プラスバンド部・軽音楽部等 土・日・祝・長期休暇中

随時調整 20分～50分

久米田高校 ダンス部 土・日・祝・長期休暇中

随時調整 20分～40分 控室

個人 カラオケ機材用意します 随時

男女５～６人 60分～90分 駐車場1台、電源必要

【個人・ミニグループでの活動】

種　目

いろいろ

楽器演奏

カラオケ

歌・楽器演奏

ダンス



令和2年3月更新

グループ名 活動内容 活動可能曜日

人　数 所要時間 活動に必要な物

個人 赤ちゃん・子どもが訪問します 平日・午後

複数

個人 司会します 随時

女性・１人

個人 生け花指導 随時（主に月・火）

女性・1人 60分程度 子ども向け講座も開催

個人 折り紙指導 随時

男性・１人 60分～90分程度

個人 書道の指導 土・日以外

男性・１人

個人 手芸・小物作り指導 随時

女性・1人 2時間～3時間 材料代（300円～2,000円）

個人 絵手紙、ぬり絵、工作等指導 随時

女性・1人 1時間～3時間 材料費（300円～2,000円）

個人 ノルディック・ウォーク指導 随時

男女・複数 60分～120分 運動のできる服装、道具レンタル有

個人 健康講座します 火・土・日

女性・1人 20分～50分

個人 ラフターヨガ（笑いヨガ）します 月～木、その他相談可

女性・1～２人 30分～60分

個人 アロママッサージ/ヨガ・ピラティス 日曜・他

女性・１人 一人10分 / 30分～60分 駐車場

企業 金融（投資・相続等） 随時

男性・１人 応相談

岸和田健老大学 終活・ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄ 随時

講師・女性 90分～120分 交通費・資料代（計3,000円）

個人 囲碁・将棋の相手 随時

男性・１人 60分～120分 囲碁盤、または将棋盤

赤ちゃん

■こんなボランティア活動者もいます

司会

レク相手

講座

教える

種　目



令和2年3月更新

グループ名 活動内容 活動可能曜日

人　数 所要時間 活動に必要な物

朗読ボランティア　ひばり 朗読します 随時

複数

傾聴ボランティア・ラポール 傾聴（話し相手）します 随時

複数 １回の訪問につき60分程度

灯／キツツキ／サークルK 点訳します 随時

複数 材料代

個人 移送します 随時

複数 利用には条件があります

点訳

外出支援

朗読

■こんなボランティア活動者もいます

種　目

傾聴


