
和泉ボランティア・市民活動センター 「アイ・あいロビー」

お問い合わせ・お申し込みは

TEL 0725-57-0294 FAX 0725-57-3294

小学生から大人まで ～ボランティア活動に意欲がある方～

さぁ!! 今年も、この季節がやってきました!!
誰でも 気軽に 楽しく ボランティア！

申込受付

6/17～ 9/13

和泉市

地域や施設で夏祭りのお手伝い
高齢者や障がい者とのふれあい
こどもたちの遊び相手
ボランティアグループの活動のお手伝い
…など、ボランティアを身近に体験してみませんか
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募 集 要項

プログラム提供期間 ７月 １日（月）～９月３０日（月）

申込み受付期間 ６月１７日（月）～９月１７日（火）

プログラムによって受入可能期間がことなりますので一覧にて確認してください。
原則として同一施設における活動は１～３日程度としています。

活動を希望される日の１０日前までには、必ず申込書をお送りください。ただし、各プログラムには受入れ
可能人数があり、先着順にしています。定員になり次第、募集は締め切りますのでお早めにお申し込みくだ
さい。

小学生から社会人、高齢者まで、ボランティアに関心、興味のある方。
プログラムによって参加対象が異なりますので、ご確認ください。

行事参加者傷害保険（ボランティア体験プログラム専用保険）で、参加者の自宅との往復、プログラム中の
事故を保障します。体験プログラムに参加されるすべての人に対して、大阪府社会福祉協議会が保険料を負
担し、加入します。プログラム中に事故があった場合は、至急お申込み施設の窓口である和泉ボランティ
ア・市民活動センター「アイ・あいロビー」までご連絡ください。

お預かりした個人情報は、施設への参加連絡、ボランティア保険加入手続きのみに使用する者とし、個人情
報に関する方針（プライバシーポリシー）および個人情報保護規定に基づき、利用者の個人情報を保護いた
します。

ボランティア体験プログラムとは？

大阪府社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会の共催で、大阪府内の社会福祉
施設、ボランティアグループ、NPO団体等の協力により実施する、ボランティア
を身近に体験してもらうためのプログラムです。

サマーキャンプや夏祭りといったイベント、日常活動を利用者の方と一緒に過
ごしてみるといったさまざまなプログラムが用意されています。
「ボランティアは初めて」という方はもちろん、親子や友達グループでの参加

も大歓迎です！ たくさんのご参加をお待ちしております。
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参加申し込み方法

和泉ボランティア・市民活動センター 「アイ・あいロビー」

TEL 0725-57-0294 FAX 0725-57-3294

ホームページからもプログラム一覧を見たり
申込用紙をダウンロードできます。

http://izumi-syakyo.net/aiai/taiken2019.html

1.参加するプログラムを選ぶ

5～8ページのプログラム一覧から、参加したいプログラムを選んでください。

2.申込書に必要事項を記入する ※参加申込書は最終ページにあります

１ヶ所だけではなくて、いろいろな施設や団体などで活動できます！

※高校生以下の方は、 保護者の同意書が必要です。

同意欄だけ保護者の方に署名、 捺印してもらってください。

3.申込書を、ボランティアセンターに提出

参加申込み書と返信用封筒（返信先を記入したもの）を活動を希望される

10日前までに、和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」へ

持参、または郵送してください。

※希望日が近い場合は、できるだけ早めに提出して下さい。

4.参加決定通知を受け取り、活動先と連絡をとる

決定通知書を受けとったら、 必ず、活動先の施設やボランティアグループと連

絡を取って時間、持ち物を確認してください。場所や行き方についても、 確認

をしておいてください。

5.いよいよボランティア体験へ！

活動日までに3～４ページの「楽しいボランティア活動をするために」をよく読

んで、 体験当日に備えてください。



「ボ ランティア体験プログラム」参加にあたって

楽しいボランティア活動をするために

①ボランティア体験する前に・ ・ ・

②ボランティア体験が始まったら・ ・ ・

○今の気持ちを確認しましょう

「なぜ参加したいと思ったのか」「こんなことにチャレンジしたい」「こんなことが

楽しみ」という『根っこ』を自分の中で確認してみましょう。

○ボランティア体験する施設や団体について知りましょう

体験する施設・グループについて、インターネットなどで調べてみましょう。

せっかくの機会ですから、社会福祉の今の動きや仕組みにも目を向けてみてはいかが

でしょう？

○活動に必要な基本事項について確認しましょう （重要！！）

体験の日程・時間、服装・交通機関、必要経費、食事、オリエンテーションなどの基

本的なことについて確認しておきましょう。

遅刻・無断欠席や、施設に迷惑をかけてしまった場合、今後、全ての人のボランティ

ア体験を断られる場合があります。

あなただけの問題ではありません。十分注意して下さい。

○不安なことや心配なことは相談しましょう

体験に関する不安なことや心配なことは、まずボランティアセンターで相談してくだ

さい。ボランティアコーディネーターがみなさんの体験を精一杯お手伝いさせてもらい

ます。

○相手の生活を尊重しましょう

施設はそこで暮らす人にとって生活の場であり、大切な居場所です。

相手が何を望んでいるか、相手の立場に立って考えることが大切です。逆に相手の自立を

損なうような過剰なかかわりにも注意してください。

○プライバシーを守りましょう

体験で知り得た個人のことはすべてプライバシーです。そうした個人情報は絶対に外に

漏らしてはいけません。施設での話の内容や質問内容にも十分配慮しましょう。

常にそこに暮らしている人の立場に立ち、尊重することが何よりも大切です。

○社会人としてのマナーを守りましょう

社会福祉施設はたくさんの人の利用する場所です。いったん施設の中に入ると、学生で

も社会人として見られます。また、施設内には身体的に弱い方もいますので、清潔な服装や

身だしなみをこころがけてください。

また、健康面には特に注意をして、体調が悪いのに無理をして体験に行かないようにして

ください。
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③体験が終わったら・・・

○体験を振り返りましょう

体験後は、参加者交流会に参加しましょう。

体験を一緒に振り返り、感じたことについて話し合うことでいろいろ発見があるはずです。

○他の活動もしてみませんか？？

あなたはこの活動でどんなことが楽しかったですか？ これからどんなことをしていき

たいと思いますか？ この活動を原動力に、他の活動にもチャレンジしてみませんか？

ぜひボランティアセンターにお越しください。お待ちしています。

○わからないことはスタッフに確認しましょう。

体験できる内容は施設やグループによって違います。施設にはそれぞれの方針があり

ますし、対象者へのサポートの内容や方法も違います。

迷ったときには、どうすればいいか必ずスタッフに確認してください。

しかし、指示を待っていたのでは思ったような体験ができないこともあります。チャ

レンジしてみたいこと、希望は事前に伝えましょう。

また、受け入れスタッフは日々の業務の多忙な中でも、できるだけいい体験をしても

らえるよう準備してくれています。感謝の気持ちをもって体験してください。

○相手との「関係づくり」を大切にしましょう

相手との「関係づくり」はボランティア体験においてとても大切です。

自分の方から積極的に話しかけてみましょう。

また、何か頼まれごとをしても、できないこと、知らないことははっきり伝えて、必

ずスタッフに確認してから行動しましょう。

○施設のスタッフや先輩ボランティアから話を聴きましょう

実際の体験を通して視野を広げることで、福祉への理解や、人をサポートする仕事へ

の理解も深まるはずです。

○自分の「気づき」を大切にしましょう

ボランティア体験では、心に余裕を持ち、感受性豊かに自分で「感じる」ことが大切

です。そして想像とは違った点をもとに自分の「価値観」について気づきを深めてくだ

さい。

【注意点】

・ 気持ちのいい挨拶・返事は、とても大切です。
・ 健康管理には十分気をつけましょう。まずはあなたが元気でいることが何より大切です。
（うがい・手洗いを忘れずに。体調の悪いときは迷わず早めに相談してください。）
・ 携帯電話の電源は必ずＯＦＦに。
・ ボランティア体験に必要のないものや貴重品は持っていかないでください。
・ 動きやすい服装で行きましょう。暑い季節なので帽子やタオル、飲み物は必須です。
ノースリーブやミニスカートなど身体露出のあるものは禁止。
サンダルやぞうり等も適しません。

・ 身だしなみは清潔で相手に好感をもたれるよう気をつけてください。
（アクセサリーは禁止。ぶしょうひげや過度の化粧・香水に気をつける。爪や髪にも注意。）
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2 老

社会福祉法人 清水会

ケアハウスサニー
ヴィラ

7/1～9/30（月～日）
10時～16時30分

高校生以上社会人

デイサービスご利用者、
グループホーム入居者の
話し相手、レクリエー
ションのお手伝い、移動
等の付添い介助など。

５人/日、男女不問、
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

府中町5-8-14
JR阪和線 和泉府中駅下
車 徒歩12分

上履き・動きやすい服装
（施設で提供している食事
支給）

3 老

社会福祉法人 清水会

ケアハウスサニー
ヴィラ

7/13（土）
16時～19時

高校生以上

夏祭りの準備、屋台のお
手伝い、高齢者の方々と
の交流、移動の付添い介
助など。

５人/日、男女不問、
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

府中町5-8-14
JR阪和線 和泉府中駅下
車 徒歩12分

上履き・動きやすい服装
（施設で提供している食事
支給）

ボランティア体験プログラム一覧

~ 5 ~

2019年度（和泉市）

★高齢者関係

番
号

種
別

施設・団体名
活動日時

活動場所、交通機関

募集対象
人数／日、その他条件
持ち物（支給されるもの）

活動内容
参加者へのメッセージ

イベント

1 老
介護老人保健施設

サンガーデン府中

7/1～9/30（月～土）
8時45分～16時

高校生以上、社会人
主婦も可 入浴後のドライヤー補助

や喫茶店のお手伝いをし
ながら、利用者さんのお
話し相手をしていただき
ます。

山荘町1368-1
JR阪和線 和泉府中駅
南海バス山荘バス停
下車徒歩２分

1～2人/日、男女不問

動きやすい服装

4 老

社会福祉法人芳春会
特別養護老人ホーム

ビオラ和泉

8/4（日）

14時～17時

高校生以上社会人

夏祭りを開催します。
屋台販売や盆踊りを通し
て、ご利用者とのコミュ
ニケーションや車イスを
押す等の簡単な介助をお
願いします。

５人/日、男女不問、
グループでの参加歓迎
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要

和気町3-5-19
JR阪和線 和泉府中駅下
車、徒歩15分

上履き・動きやすい服装
エプロン・タオル
(食事支給)

イベント
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★子ども関係

5 児

社会福祉法人
泉州三和会
幼保連携型認定こども
園

信太保育園

7/1～9/30（月～金）
9時～17時

中学生以上

保育士と一緒に子どもの
養護と教育を行う。
日程と時間帯は希望に合
わせます。

2人/日、女
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要
検便検査をうけて結果の提
出が必要
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎

尾井町2-7-4
JR阪和線 北信太駅下車
徒歩7分

上履き・動きやすい服装、
(食事支給)

7 児

社会福祉法人
和泉福祉会
認定こども園

いぶきの
PreSchool

7/1～9/30（月～金）
10時～16時

高校生以上大学生(短大含)

０歳～５歳児の子ども達
が過ごしています。一緒
に遊んで園生活を楽しん
でください。
保育教諭のお手伝いもし
てくださると嬉しいです。

3～5人/日、男女不問
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要。

いぶき野5-5-5
泉北高速鉄道線和泉中央駅
下車 徒歩5分

上履き・動きやすい服装
暑さ対策の帽子
（昼食支給）

6 児

社会福祉法人
泉州三和会
幼保連携型認定こども
園

信太保育園

7/13（土）
16時～20時

高校生以上大学生(短大含)

夕涼み会と言う夏祭り行
事を園で実施しますので、
保育士と一緒に各ブース
を担当していただきます。

８人程度/日、男女不問
グループでの参加歓迎

尾井町2-7-4
JR阪和線 北信太駅下車
徒歩7分

上履き・動きやすい服装
(16時に夕食支給)

8 児

社会福祉法人
和泉福祉会
認定こども園

いぶきの
PreSchool

7/6（土）
14時～19時

高校生以上大学生(短大含)

恒例の夏祭り。卒園児や
その家族、在園児や家族、
近隣の方々が多数遊びに
来てくれる楽しい催しで
す。お手伝いも楽しんで
くださいね！

5人/日、男女不問
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要。

いぶき野5-5-5
泉北高速鉄道線和泉中央駅
下車 徒歩5分

上履き・動きやすい服装
（食事支給）

イベント

イベント

番
号

種
別

施設・団体名
活動日時

活動場所、交通機関

募集対象
人数／日、その他条件
持ち物（支給されるもの）

活動内容
参加者へのメッセージ

9 児

社会福祉法人
いずみひばり会

てらかど保育園

8/5～8/30（月～土）
(8/13～8/16を除く)
8時30分～16時30分

専門学生以上社会人

食事・遊び・排泄・着脱
等の保育活動への参加し
て頂きます。子どもたち
と楽しく過ごしてくださ
い。

2人/日 男女不問
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要、検便
検査を受けて結果の提出が
必要

寺門町2-7-5
JR阪和線和泉府中駅又は
泉北高速鉄道線和泉中央駅
南海バス 寺門バス停下車
徒歩10分

上履き・動きやすい服装
(給食・おやつ)
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★子ども関係

12 児

社会福祉法人
和泉幸生会

さいわいこども園

8/9～8/30（月～金）
(8/14～8/15を除く)
10時～16時

専門学生以上社会人

０歳～５歳児までの子供
たちと一緒に、夏ならで
はの遊びを楽しんでくだ
さい。
一日過ごすことで、保育
活動をいろいろ体験でき
ます。

3人/日、男女不問
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要、
検便検査をうけて結果の提
出が必要幸2-7-44

JR阪和線信太山駅
下車 徒歩10分

食事代３００円・上履き・動
きやすい服装

10 児

社社会福祉法人
和泉福祉会
認定こども園

ひかり
GreenWell

7/1～9/30（月～金）
9時～16時

高校生以上

子どもたちと一緒に遊ん
だり、お世話をしてあげ
たり、子どもたちの環境
を整えて、楽しい時間を
過ごしてください。
保育教諭の補助もよろし
くお願いします。

3人程度/日、男女不問
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要
検便検査を受けて結果の提
出が必要

光明台3-3-1
泉北高速鉄道線光明池駅南
海バス 光明台センターバ
ス停下車徒歩2分

上履き・動きやすい服装・
帽子・タオル・着替え
昼食代（250円）

11 児

社会福祉法人
いずみひばり会
幼保連携型認定こども園

たつのおか保育園

8/1～8/30（月～金）
9時～16時

高校生

保育の仕事に興味のある
皆さん！
体験ボランティア、ぜひ
お待ちしています。

２人/日、男女不問
体験前に事前オリエンテー
ションの参加、履歴書の提
出が必要
検便検査を受けて結果の提
出が必要三林町1273-2

南海バス川中駅 下車 徒
歩5分 上履き・動きやすい服装

エプロン、三角巾
（給食、おやつ）

番
号

種
別

施設・団体名
活動日時

活動場所、交通機関

募集対象
人数／日、その他条件
持ち物（支給されるもの）

活動内容
参加者へのメッセージ

13 児
池上わかばこども
園

7/1～7/31（月～金）
9時～16時

高校生生以上

主に保育教諭のお手伝い。
こども園での生活場面で、
子どもたちと関わりなが
ら、保育の楽しさ、大切
さを感じ取ってください。

２～３人/日 男女不問
検便検査をうけて結果の提
出が必要

池上町3-14-55
JR阪和線 信太山駅 下車
徒歩10分

動きやすい服装・三角巾・
エプロン・水着
(食事支給)

14 児

特定非営利活動法人

こどもＮＰＯセン
ター いずみっ子

7/28（日）
9時～16時

専門学生、大学生(短大含)
教育関係者、保育関係者

小学生対象の理科実験室
のボランティアスタッフ。
グループワークのサポー
トと安全管理をお願いし
ます。

4人/日 男女不問
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要

府中町1-2-11
泉北高速鉄道線 和泉中央
駅下車 徒歩5分
和泉シティプラザ モアい
ずみ

弁当。動きやすい服装

イベント



17 障

社会福祉法人
すいせん会

すいせん共同作業
所

7/19（金）
16時～21時

高校生以上

納涼まつりの準備から後
片付けまでのお手伝いと、
イベント中の飲食・ゲー
ムコーナーのお手伝いを
お願いします。

5人/日 男女不問
グループでの参加歓迎府中町4-20-4

JR阪和線 和泉府中駅又は
泉北高速鉄道線和泉中央駅
南海バス 福祉会館前バス
停下車 徒歩3分

動きやすい服装
タオル
(食事少々支給)

~ 8 ~

★障がい者関係

16 障

社会福祉法人
すいせん会

すいせん共同作業
所

7/1～9/30（月～金）
(7/19、8/13～8/15を除
く)
10時～15時30分

小学4年以上(要保護者付添)、
中学生以上社会人

日中の作業所内での内職
的な作業を、利用者さん
と一緒になって手伝って
いただきます。休憩時間
帯にも、お話し相手等介
助のお手伝いもお願いし
ます。

2～3人/日 男女不問
親子での参加歓迎
半日でも可

府中町4-20-4
JR阪和線 和泉府中駅又は
泉北高速鉄道線和泉中央駅
南海バス 福祉会館前バス
停下車 徒歩3分

弁当持参可又は昼食代320
円・箸持参・上履き・動き
やすい服装
（お茶・茶菓子支給） イベント

番
号

種
別

施設・団体名
活動日時

活動場所、交通機関

募集対象
人数／日、その他条件
持ち物（支給されるもの）

活動内容
参加者へのメッセージ

15 障

社会福祉法人
和泉つくし福祉会

さらの郷

7/1～8/30（月～金）
(8/10～8/14を除く)
9時30分～16時

中校生生以上社会人
主婦も可

利用者との交流・食事介
助・移動等の見守り、付
添い等。
軽作業時の支援等。
地域へ外出した際の見守
り、付添い等（買い物・
散歩等）

２～５人/日 男女不問
グループでの参加歓迎
親子での参加歓迎
体験前に事前オリエンテー
ションの参加が必要
終了後に感想文の提出
できれば二日以上の体験

池田下町1397-1
JR阪和線 和泉府中駅 南
海バス 上阪本バス停下車
徒歩15分 上履き・タオル・動きやす

い服装・筆記用具等
(食事支給)



和泉ボランティア・市民活動センター

アイ・あいロビー
〒５９４－００４１和泉市いぶき野五丁目1番7号

＜和泉中央駅南側歩行者デッキ・アムゼモール１階＞

＊受付時間 9：00～17：00（休館日 最終日曜日）

TEL ０７２５―５７―０２９４
FAX ０７２５－５７－３２９４

Ｅメール aiailobby@izumi-syakyo.net

申し込む前に、最終チェック!!（必ずご確認ください）

参加申込書に記入漏れはありませんか？

高校生以下の方は、保護者から同意書欄を記入して

もらいましたか？

返信用封筒に返信先を記入しましたか？

アイ・あいロビー 検索
http://izumi-syakyo.net/aiai/

この夏 広がった つながり をもっと広げてみませんか。

夏が終わっても、まだまだ「 アツイ！」 秋はイベント真っ盛り！

ボランティア以外にもイベント、講座・研修もいっぱい。

福祉学習サポート（小学生の福祉体験学習サポート）

年に一度の大イベント！和泉ボランティア・市民活動フェスタ

その他、アイ・あいロビー教室、ももやまキッズランド、などなど。

「アイ・あいロビー」にも遊びに来てね！

ホームページから
ボランティア・市民活動情報発信中！

他の活動もチャレンジ！

11/ 2
土曜日

~ 9 ~



フリガナ フリガナ

氏 名
(男・女)

住 所

〒 ―

自宅の電話 － －

自宅以外の
緊急連絡先

携帯 ・ その他( )

－ －

勤 務 先
学 校 名

参加経験
体験プログラムの参加は

初めて ・ 2回目以上

区分

該当するものに
○をつけてくだ

さい

学生の方
小学生（ 年）・中学生
高校生 ・ 専門学生
大学生（短大生も含む ）

課題での参加
（ボランティア体験学習 ・ 職場研修等）

はい ・ いいえ

学生以外
の方

20歳未満 ・ 20～29歳 ・ 30～39歳
40～49歳 ・ 50～59歳 ・ 60歳以上

このプログラムを
何でお知りになり

ましたか

社会福祉協議会 ・ 口コミ ・ 学校
ホームページ ( 府社協 ・ 市町村社協 ・ その他 )
広報紙(名称： )
その他( ) ※ 該当するものに○をつけてください

参加動機

参
加
を
希
望
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
１
希
望

プログラム

番 号
施設名 活動希望日

第
２
希
望

プログラム

番 号
施設名 活動希望日

第
３
希
望

プログラム

番 号
施設名 活動希望日

第
４
希
望

プログラム

番 号
施設名 活動希望日

同意書

※高校生以下の方は、保護者の方の参加についての了承をお願いします。

ボランティア体験プログラムに が参加することを同意します。

保護者名 ㊞

和泉市社協 ボランティア体験プログラム
参加申込書

申込上の注意

➢ 活動希望日の１０日前までには必ずお申込ください。
➢ 複数のプログラムを同時に申し込むことができます。
➢ 申込の際は、この申込書と返信用封筒（返信先記入のもの）を提出してください。
➢ 行事参加者傷害保険（ボランティア体験プログラム専用保険）の加入について
➢ 参加される方全員、行事参加者傷害保険（ボランティア体験プログラム専用保険）に加入いたします。

（受付番号 ）


