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編　集

「あなたの運転スキル活かしませんか？」

外出時に車いすが必要な高齢者や障害のある人を、
福祉車両（すべて AT 車）で目的地まで送迎するボランティアを大募集します。

対　象　者：�普通運転免許を取得して 3年以上運転経験がある人
　　　　　過去 3年間運転免許停止処分を受けていない人（市外在住も受講可）
　　　　　65歳以下の人で、月 4〜 5回活動が可能な人が望ましい

日　　時：８月 24日（金）・25日（土）　13時〜 17時
　　　　　※両日とも同じ内容、参加可能な日程をお選びください

場　　所：福祉センター　3階 講座室 2

内　　容：�移送サービス事業について／車いすを利用している人のお話や運転ボランティアの講話
／実技講習�など　※本研修後に 2日間の運転者講習があります。（日程は現在調整中）

申込期間：８月１日（水）〜８月 23日（木）まで

申込・問合先：地域福祉係　TEL072-437-8854
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車いすユーザー向け試験曳きツアーに参加しませんか？
試験曳きを見た後は、岸和田祭の歴史や彫り物の解説を聴いて、
疎
そかい
開道
みち
で浜七町の献

けんとうちょうちん
灯提灯の街並みを歩きます。

祭前夜の風情と熱気を感じましょう。

日　　時：９月14日（金）13時〜18時半　　
集合場所：岸和田城 二の丸広場
定　　員：15組　　参加費：2,000円（介助者は半額）
申　　込： ８月６日（月）から９月７日（金）までに
　　　　　ボランティアセンターまで電話にて（先着順）
　　　　　TEL072-430-3366（水・日・祝を除く9時〜17時半）
主　　催：岸和田バリアブレイクプロジェクト　　
※介助が必要な場合は、各自でご対応をお願いいたします。

みんなにやさしい岸和田祭、一緒に盛り上げましょう！
〜障害者、赤ちゃん連れのための「ほっとステーション」ボランティア大募集〜

祭礼中、市民有志がだんじり見物の疲れを癒せるスペースを設けます。
ぜひ一緒に祭を楽しみながらボランティアしてみませんか？
活動内容は、市外から来られた人への迂回路の案内や、休憩スペースでの見守り
です。（詳細はお問合せください。）

運転ボランティア入門講座のご案内

⇒詳細は岸和田市社会福祉協議会ホーム
ページおよび「岸和田バリアブレイクプ
ロジェクト」のfacebookページを確認
してください。

車いすユーザー専用
有料観覧席設置にかかる
社会実験実施予定！

近日
中に
情報アッ

プ!!
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平成30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 高齢者のお話相手、レクリエーションのお手伝い。盆踊りのお手伝い
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、手作りおやつ、音楽療法など
5 高齢者 岸和田北特別養護老人ホーム 磯上町 掃除やシーツ交換、高齢者の話し相手や散歩の付添い
6 高齢者 岸和田デイサービスセンター・ハルキ 磯上町 将棋の相手やお話相手、行事のお手伝い
7 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高齢者の誘導
8 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の補助
9 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　デイサービスのお仕事体験
10 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　デイサービスのお仕事体験
11 高齢者 白ゆりデイサービスセンター 下池田町 歌や楽器、踊り等で高齢者を楽しませて下さい
12 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
13 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やお話相手
14 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簡単なお手伝い
15 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
16 高齢者 リーブルデイサービス岸和田 土生町 お話相手、レクリエーションのお手伝い
17 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
18 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
19 障がい者 就労継続支援Ｂ型事業所　オーロラ 堺町 作業所で働く障がいがある人と一緒に内職作業体験
20 障がい者 就労継続支援Ｂ型事業所　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（水道管のゴムはめ、袋詰め等）
21 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
22 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
23 障がい者 岸和田市ボランティアセンター 岸和田城周辺 試験曳き見物ツアーで受付や安全確保
24 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、校内整備等
25 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
26 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
27 障がい児 ＩＬＩＳ　ＣＬＵＢ　岸和田 土生町 水遊びや外出の際の付添い等
28 障がい児 ほっとスペース　あん 上野町東 公園や水遊び、クッキングのお手伝い
29 保育園 幼保連携型認定こども園　五風会 岸城町 着替えや給食の手伝い、プール、生き物の世話等
30 保育園 認定こども園　天神山保育園 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
31 保育園 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
32 保育園 光明保育園 尾生町 子どもたちの身の回りのお手伝い
33 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
34 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
35 保育園 城東保育園 三田町 子どもたちと一緒に過ごして子育て体験。プール遊び等
36 児童 岸和田学園 三田町 小学生の宿題（貯金箱作り）のお手伝い
37 児童 ビスケット 信太山青少年野外活動センター 小学生と一泊キャンプ。野外調理やキャンプファイヤー等
38 学童 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
39 学童 放課後子ども教室　わくわく山北 岡山町 子どもたちと体育館でボール遊びや昔遊び
40 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
41 居場所 食堂ほっこり 下池田町 地域の子ども達とワイワイ楽しくごはんを食べましょう
42 居場所 楽しいおうち 箕土路町 トランプ、オセロ、五目並べなど、みんなで一緒に楽しもう！
43 居場所 かふぇてぃえら 下池田町 トランプ、オセロ、五目並べなど、みんなで一緒に楽しもう！
44 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
45 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
46 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
47 居場所 ほっとリビング西之内 西之内町 住民主体のカフェで喫茶のサポートやお話相手
48 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
49 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
50 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、下草刈り、間伐作業体験
51 環境保護 蜻蛉池公園　夢の森つくり隊 蜻蛉池公園 里山整備や子どもたちと竹細工や流しそうめん作り
52 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

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！行ってみたいところはどこですか？
（8月、9月�実施分のみ掲載しています）

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。
　■�日　時�■��8月3日（金）・4日（土）・10日（金）・21日（木）　�9月6日（木）・8日（土）
　　　　　　　�いずれも13時半〜 14時10分　※ただし、8月3日は19時〜 19時40分
　　　　　　　　　※�１日だけご都合のいい日を選んで、前日までに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�■��TEL�072-430-3366（水・日・祝を除く9時〜 17時半）

実施期間9月30日（日）まで夏のボランティア
体験プログラム



第 81号（3）ボランティアだより岸和田

岸和田市内では、子どもも大人もあったかいつながりや団らんの中で、ごはんを食べたりおしゃべりしたりできる地域の
居場所づくりをしています。子どもたちは、食事の前後で宿題をしたり、遊んだりしています。
あなたもボランティアとして、参加してみませんか？見学からでもかまいません。

白ゆり子供食堂
　下池田町2－2－13／第3金曜日

ボランティア活動内容

　・ 小学生、中学生を中心に子どもたちの交友
関係や家庭の状況の把握、勉強等を見る。

　・保護者、子どもたちの相談、話相手。
　・夕食の提供　・交流の場の提供

一言メッセージ

みんなで楽しく食事をしたり遊んだりと、毎
回笑顔を見せてくれる子供たちの為に、ボラ
ンティア一同、楽しんでもらえる場づくりを
工夫していきます。

食堂ほっこり
　下池田町1－9－21／第2、4月曜日

ボランティア活動内容

　・子ども食堂の受付
　・子どもたちの遊び相手
　・調理　・食材の寄付（お米大歓迎）

一言メッセージ

ボランティアは、大学生〜高齢の方まで、
様々な年代の人が集まって、和気あいあいと
しています。色んな人が集って、楽しい場で
す。あなたも仲間に入りませんか？

こんねぇ〜 
　天神山町2-17-8
　※ DAIJOB GOODJOBが「おらっとや」を

お借りしています

ボランティア活動内容

　・ 勉強(宿題)したり、遊んだり
　　自由な場所作り

一言メッセージ

9月から毎月第1土曜日 午後〜夕方5時まで
1人できても友だちと来ても
ダイジョブグッジョブ！

春ちゃんキッチン
　春木本町15-20／毎週水曜日

ボランティア活動内容

　・ 子ども食堂にて食事の提供、片付け

一言メッセージ

ボランティアさん大募集
みんなと楽しく過ごしましょう

いいね　きーたん
　吉井町1-21-1（城北公民館）／第2水曜日

ボランティア活動内容

　・ 城北地区公民館に於いて、子ども達が乗っ
てくる自転車の整理

　・駐車場に於いて、子ども達の安全確保
　・食材の提供（特に豚肉・キャベツ）

一言メッセージ

子ども達の「美味しい！」「ありがとう！」
の元気な声が飛び交う居場所です。
子ども達の笑顔のためにご協力よろしくお願
いします。

地域コミュニティー
きしわだこども食堂
　野田町1-5-5　福祉センター内（調理室内）
　／第４土曜日

ボランティア活動内容

　・調理のお手伝い
　・食材提供（米、野菜、冷凍食品）
　・来た人の話し相手

一言メッセージ

こどもからおとしよりまで参加できるこども
食堂です。みんなで楽しくやってます。

ポカボーキッチン
　福祉センター　3階調理室／毎週火曜日

ボランティア活動内容

　・ 交替で買い物　・ 16時頃から調理
　・ 18時〜20時、食事と子どもたちの遊びや

宿題を見る

一言メッセージ

スタッフも子どもたちも仲よく楽しくやって
います。ぜひ一緒にしませんか

すまいるキッチン
　土生町2-30-28 ドミール橘土生Ⅰ １階Ａ号
　／第3月曜日

ボランティア活動内容

　・ 食事の食材（野菜・肉・魚介・調味料） 
などの提供

一言メッセージ

合言葉は「♬第３月曜♬子どもフリーパス♬」。
毎月第３月曜夜６時から８時までの間、夕食
を提供しています。8月27日（月）12〜14
時にはランチを提供します。

はちまんキッチン
　八幡町17-37／第1、3水曜日

ボランティア活動内容

　・低学年の子どもたちに絵本の読み聞かせ
　・学校の宿題のお手伝い
　・手遊びの相手

一言メッセージ

小学生とふれあい、子ども時代にもう一度返
りましょう

ほっとハウスやまだい
　岡山町450-2（第1、3木曜日）青年会場
　三田町696-3（第2、4木曜日）キャベツ畑

ボランティア活動内容

　・子ども達と遊ぶ　・食材提供

一言メッセージ

未来を担う子ども達の為
皆さんご協力お願いします。

ナイトリビングほしがおか
「ＤＡＮＣＨＩカレー亭」

　荒木町2-22（星ヶ丘町集会所）

ボランティア活動内容

　・ 炊飯スタッフ（カレーの調理）
　・ フロアースタッフ（カレーの配膳及びこど

もたちへの声掛け）
　・ 食材提供（特に、お米）

一言メッセージ

毎週土曜日開催しています。
お父さんも、お母さんも、お祖父ちゃんも、
お祖母ちゃんも、こどもたちもみんな楽しく
集まってきています、ボランティアスタッフ
も楽しく和気あいあいとしています。
地域のおとな、こどもたちのために、一緒に
がんばりませんか。

子どもが真ん中の地域の居場所ボランティア
募集中！ ※　　がある拠点は「岸和田っ子を地域ではぐくむ居場所づくりプロジェクト」の一環として運営しています。



障害者カヌー体験　ボランティア募集

「最近聞こえに不安はありませんか？」
〜聞こえにくくなったら、どうする？〜

ボランティアだより岸和田（4）第 81号 平成30年8月1日発行

「一人ぼっちの障害者をなくそう」を合言葉に、地域社会の中で
関わりをもち「生きる力」を共に学ぶ機会を月に一度開催してい
ます。障害者カヌー体験ではカヌー愛好家の方にご協力いただき、
障害者のカヌー体験を行っております。資格等は必要ありません。
ボランティアの方にはカヌー乗艇時の補助や健康管理面、飲み物
補給など、できる範囲でのお手伝いをお願いしております。障害
者とカヌーに同乗できる方も募集しております。

日　時：9月 30日（日）10時〜 17時
場　所：泉南ピチピチビーチ
問　合：（「しゃぼんだま」担当・腰田　TEL090-8534-6066）　

人生の途中で聞こえを失った人や難聴者に、話し言葉を書いて伝
える「要約筆記」というコミュニケーションのサポートがあるこ
とや、同じ立場の人と語り合える場のご紹介をします。

日　時 場　所
①８月４日（土）１３時半〜１５時半 葛城地区公民館
②９月１日（土）１３時半〜１５時半 福祉センター

定　　員：各20人（申込先着順）
申込・問合：�各日程３日前までに、電話・ファックス・電子メールで、
　ボランティアセンター
　（TEL430-3366　FAX431-1500　vc@syakyo.or.jp）へ

「リビング」って？　
町会館や個人宅などで、幅広い世代の人たちがおしゃべりした
り、お茶を飲みながら過ごす居場所です。

「子どもの居場所」って？　
子どもを中心とした地域の人が、食事を作って食べたり、おしゃ
べりして過ごすところです。

自宅等を利用して、地域のみなさんが集える居場所をつくりたい
人は、ぜひお越しください。

日　　時：８月 20日（月）14時〜 16時
場　　所：福祉センター　２階　研修室２
内　　容：①そもそも「リビング」や「子どもの居場所」って？
　　　　　②どうやって始めるの？
　　　　　③助成金のしくみ
　　　　　④広報等の支援について
　　　　　⑤個別相談会
申込方法：８月 17日（金）までに
　　　　　電話でご連絡ください。
問合・申込先：
　　　　　地域福祉係　TEL072 ｰ 437 ｰ 8854

　最近、人前で話をしなければならないことがあって、自分の歩いて

きた道をふり返る時があった。

　偶然の出会いに導かれるようにして、今の活動にたどり着いた。

　目の前にいろんな点がある中で、自分が惹かれる点につながって

いく。

　私は40才を過ぎた頃に、“人の世の潤滑油になろう”と決めたこ

とがある。“求めよさらば与えられん”という言葉を思う。

（編集委員　西尾）

相手に寄り添いお話を聴くコツ、学びませんか？

傾聴ボランティア入門講座
「施設でのお話相手のボランティアに来てもらえませんか？」
「母が閉じこもりがちで心配です。誰かお話しに来てくれる人は
いますか？」
最近、ボランティアセンターにはそんな相談が多く寄せられます。
「お話しするのが好き！」というあなたも、「私は聴くほうが向い
てる」というあなたも、「傾聴」の
スキルを身につけて、誰かの笑顔の
お手伝いをしてみませんか？

定　員：20人（先着順）
参加費：200 円（資料代）

日　程 内　容 場　所 講　師

8月21日（火） 講義※ 福祉センター 長谷川　美津代 氏
（吹田傾聴「ほほえみ」代表）

8月29日（水） 認知症理解 福祉センター 米谷　正次 氏
（アムール岸和田）

9月 4日（火） ロールプレイ 福祉センター 長谷川　美津代 氏

9月11日（火） 施設実習 特別養護老人
ホーム萬寿園 長谷川　美津代 氏

9月18日（火） 事例提供 福祉センター 長谷川　美津代 氏

時間はすべて13時半〜15時半 ※初日の講義は必須受講

誰もが集えるリビング・
子どもの居場所　説明会

新たな
立ち上げを
応援します!

現在依頼
　急増中！

申込方法：8 月 6 日（月）〜 17 日（金）までに、電話もしくは
　　　　　ホームページからボランティアセンターへ申込

子育て中のパパやママにやさしいまちは、
全ての人にとってやさしいまち。
なかなか出会う機会のない市長と一緒に、
これからの岸和田市を考えてみませんか？
そして愉快なトークがさく裂すること間違いなしの、
市長と小崎恭弘氏との座談会も見逃せません！

ゲスト：�小崎恭弘氏（�大阪教育大学准教授・�
NPO法人ファザーリングジャパン顧問）

日　時：８月 26日（日）14時〜 16時
場　所：福祉センター��３階��大会議室
対　象：子育て中の保護者　　
　　　　会場内にキッズスペースを設けますのでお子さま同室可能
問合先：ここから kit　TEL072-477-4776　

岸和田市長と本音でトーク
〜子どもの未来はみんなの未来〜


