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令和2年度　ボランティア体験プログラム　協力施設・団体一覧	

8月〜 9月の間で岸和田市内の福祉施設やボランティア・市民活動団体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。奮ってご参加ください。
（※実施にあたっては、衛生面に十分留意しながら活動する予定です。）
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岸和田市内で講師としても活躍している
ボランティアのご紹介です！

ボランティアセンターでは、多種多様なボランティア活動者のみなさんをご紹介できます。また、自分の特技や想いを
活かして何かやってみたい！という願いを叶えることができる場所もご紹介できます。
ぜひボランティアセンターにお気軽にご連絡ください。
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活動内容

折り紙講師
　 趣味で取得した折り紙講師の資格を活かすためボランティア登録いたしました。
　 登録直後より作業所や老人ホームなどからの依頼を頂きましたので、月一度の

ペースで現地に赴き、教室を開催させていただきました。

一言

岸和田を離れていたときには出先で子どもたちを対象にした教室を開催したこと
もあります。
その後、岸和田に戻って来たのを機に自宅などで教室を企画していたところ福祉センターの教養講座の講師の依頼をいただきました。
この講座では人生を彩る折り紙をテーマに折り紙の世界の奥深さに触れていただき、折り紙を生涯の趣味としてもらえたらと思っ
ています。

①�岸和田デイサービスセンター　フジイ
分　　野 　高齢者

場　　所 　藤井町

受入期間 　8月1日～9月30日（日曜以外）
9時～16時

内　　容 　 高齢者の外出時のサポートや施設内で
イベントを開催するときのお手伝い

⑦�ハンドインハンドきしわだ
分　　野 　高齢・障がい

場　　所 　野田町

受入期間 　毎週火曜日　13時～16時

内　　容 　 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

⑬�リビングほしがおか
分　　野 　居場所

場　　所 　荒木町

受入期間 　8月1日～9月30日のうち
月・水・金・日　9時～16時

（8月10日～16日を除く）
内　　容 　 地域住民の憩いのたまり場で喫茶の

お手伝い

④�やすらぎ東光デイサービスセンター
分　　野 　高齢者

場　　所 　別所町

受入期間 　8月1日～9月30日のうち
土・日・祝を除く　10時～15時

内　　容 　 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 
8月19日～21日の納涼会では、お店
のお手伝い

⑩�食堂ほっこり
分　　野 　居場所

場　　所 　下池田町

受入期間 　8月10・24、9月14・28日
18時～20時

内　　容 　 みんなで楽しく晩ごはんを食べます。
元気な子どもがたくさんいます！
みんなで全力で遊びましょう！

②�岸和田北特別養護老人ホーム
分　　野 　高齢者

場　　所 　磯上町

受入期間 　8月1日～9月30日　9時半～17時
（うち数時間でも可）

内　　容 　 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

⑧�やまだいふれあいの家
分　　野 　児童

場　　所 　田治米町

受入期間 　8月8日～22日　9時～17時
（日・祝・13～15日を除く）

内　　容 　 学童保育での遊び相手、職員のお手
伝いなど

⑭�蜻蛉池公園�夢の森つくり隊
分　　野 　環境保護

場　　所 　蜻蛉池公園　ふれあいの森

受入期間 　8月1・2・23日、9月13・27日
10時～15時

内　　容 　 里山保全活動。雑草の刈り込み作業
や竹林の整備作業等
8月2日はイベント 

⑤�デイサービスセンター　ほっと久米田
分　　野 　高齢者

場　　所 　下池田町

受入期間 　8月1日～9月30日　のうち土日以外
8時半～16時半（午前・午後のみでも可）

内　　容 　 元気な高齢者と一緒に運動や体操、
お話相手

⑪�ポカボーキッチン
分　　野 　居場所

場　　所 　野田町

受入期間 　毎週火曜日　16時～20時

内　　容 　 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

⑯�市民活動ステーション　コラボラ
分　　野 　イベント

場　　所 　野田町

受入期間 　9月5日　14時～16時

内　　容 　 ボランティア同士の交流の場づくり
のお手伝いです。受付で手指消毒の
サポートや会場の設営、写真撮影な
どをしていただきます。

③�結屋岸和田デイセンター
分　　野 　高齢者

場　　所 　作才町

受入期間 　8月1日～9月30日のうち日曜を除く
10時～15時半

内　　容 　 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

⑨�あゆみ作業所
分　　野 　障がい児・者

場　　所 　下池田町

受入期間 　8月3日～9月30日　土日祝を除く
10時～15時

内　　容 　 障害がある方と一緒に軽作業をしま
す。楽しくお仕事体験ができます。

⑥�いこい（高齢者ふれあいセンター朝陽）
分　　野 　高齢者

場　　所 　下野町

受入期間 　8月20日、9月17日　9時～12時

内　　容 　 誰でも気軽に集える喫茶のお手伝い
です

⑫�ほっとリビング　花ちゃん
分　　野 　居場所

場　　所 　戎町

受入期間 　毎週水曜日　10時～12時
（8月12・19日、9月30日を除く）

内　　容 　 地域密着のカフェで喫茶のお手伝い
やお話相手

⑮�ブナ愛樹クラブ
分　　野 　環境保護

場　　所 　葛城山頂

受入期間 　8月2・15・27日、9月5・19・24日
9時～15時

内　　容 　 和泉葛城山の天然記念物ブナ林の保
全活動です。ミニ観察会、保全間伐
下草刈りなど

8月7日　��14：00〜
8月17日　15：00〜
8月29日　14：00〜

電　　話 　430-3366
F��A��X 　431-1500
場　　所 　福祉センター
※原則説明会にご出席下さい
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活動内容

①歌体操
　 はじめに童謡、ナツメロ、演歌等、皆で大きな声で歌った後、深呼吸、指体操を

し、歌に合わせて身体を動かし楽しみながら、健康増進、老化予防に役立てていま
す。昨年は箕土路青少年会館で4回実施させていただきました。昨年12月のコラボ
ラにも参加しました。

②岸和田や茶会（きしわだやさかい）
　 しつけや、ならわし等を子供に伝えていこうと月1回八木市民センターで学んでいます。
③更生保護女性会
　 自分の校区の小中学校の朝の挨拶運動、児童養護施設でのお手伝いと更生施設での食事作りのお手伝いは当番制です。年1回ずつ

各校区別にしています。

一言

歌体操は箕土路青少年会館で今年度講座として毎月第三水曜日にします。コロナの影響で今年度は7月からしました。又福祉セン
ターでも10月から講座をさせて頂くことになりました。
性別関係なく、足の悪い方でも椅子に座ってでもできる体操なので多くの方々に歌体操の楽しさを知って頂きたく思っています。

津
つ
留
る
　勝
かつ
一
いち
さん

活動内容

①絵本講師（個人ボランティア活動）
　平成時代「おじいちゃんの絵本劇場」
　今は、子ども・高齢者に絵本を読む爺です。
②木の手入れボランティア（個人ボランティア活動）
　 現在は、特別養護老人ホーム、岸和田市内の緑地、某鳥料理屋さんの別館庭掃除する活動をして

います。ボランティアというよりも「遊ばせてもらっている」という気持ちで楽しく取り組んでいます。
③�岸和田傾聴ボランティア・ラポール（グループでのボランティア活動）
　 ラポールの会員として施設の高齢者の皆様に寄り添いお話相手となる傾聴ボランティアを続けています。

一言

絵本を高齢者に読む、一緒に読む、高齢者が自分の孫以外（たまご）に絵本を読むという活動が広がり始めています。実は、福祉
センターの講座の講師を務めることになり、「誰に会える？」とそのスリルに老いた爺は若返る気持ちでいっぱいです。
コロナ禍で自粛生活に耐えている皆さん、ボチボチ「話す」「聴く」「声を出す」活動に参加しませんか？元気な老後のために！

事前説明会 日時


