２０１８夏のボランティア体験月間事業
参加ご希望の方は、下記お問い合わせ先まで直接お申込み下さい
主催者

1

2

医療法人 さくら会

かぐのみ苑 湯浅

3

4

5

6

海南市
社会福祉協議会

＊海南市内在住、又は在学
の小、中、高、大学生に限る

体験プログラム名

内容

放課後等デイサービスの障がい ・障がい児とのレクリエーション活動参加
児又は職員の子どもたちの託 ・食事・排泄等の介助体験
児との交流と介助体験
・障がい児、託児とのふれあい

実施日時・期間

7月21日(土）～
8月31日（金）
9:00～17:00

医療法人さくら会「さくらっ子」
０７３－４８４－５１０２
【担当】千田（せんだ）

【参加対象者】高校生以上
【参加費】無料
【募集定員】５名
【持ち物】飲み物・タオル
【服装】動きやすい服装
【事前に伝えておきたいこと】屋外での活動となりますので
暑いです

かぐのみ苑 湯浅
０７３７－６５－３６３６
【担当】谷

かぐのみ苑 湯浅
(有田郡湯浅町湯浅
２０３２－１)

夏まつり体験

①特別養護老人ホームで開催される夏祭りの準備の手伝いを
通じて、高齢者と交流します。
②特別養護老人ホームで開催される夏祭りの手伝いや高齢
者の介助の手伝いを通じて、高齢者や地域の人たちと交流し
ます。

特別養護老人ホーム
南風園

②8月16日（木）
10:00～16:00
①7月26日（木）
13:00～16:00

高齢者とレクリエーション体験

特別養護老人ホームを利用されている高齢者と一緒にゲーム
や手遊び等を通じて交流します。

高齢者の買い物手伝い体験

特別養護老人ホームを利用されている高齢者の買い物の手伝 7月24日（火）
13:30～16:30
いや車イスの介助等を通じて交流します。

【申込期間】
平成３０年６月１日
ふれあい・いきいきサロン体験
（金）
～６月２５日（月）
（土・日曜日を除く午前８時
３０分から午後５時まで）

各地区で開催されている、ふれあい・いきいきサロンに参加して
いる高齢者の方などと一緒にレクリエーションのお手伝いを通じ
て交流します。

②8月6日（月）
13:00～16:00

①7月21日（土）
13:00～16:00
②7月25日（水）
13:00～16:00

こども食堂体験
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読み聞かせ体験

①8月11日（祝・土）
児童図書館において、返却カウンターでの対応や返却図書の 9:30～12:30
整理、来館されている幼児等への絵本の読み聞かせ等を通じ
②8月18日（土）
て入館者の方々等と交流します。
9:30～12:30

9

盲導犬やセラピー犬の紹介やふれあい体験などを通して、障害
7月22日（日）
盲導犬・セラピー犬ふれあい体
のある方を取りまく環境やボランティアとの関わりについて理解を
験
10:00～12:00
深めます。

お問い合わせ先

チャレンジセンター４階
「さくらっ子」
(海南市鳥居３－１)

毎年、入苑者の皆様と地域の皆様との交流を図る為「夏祭り」
7月22日（日）
を開催します。
10:30～14:00
夏祭りでの模擬店のお手伝いを募集します。
①8月10日（金）
13:00～16:00

その他条件
【参加対象者】高校生以上、障がい児や保育に関する
仕事に興味のある方
【参加費】無料
【持ち物】上履き、昼食
【服装】動きやすい服装
【事前に伝えておきたいこと】子どもが好きな方

かぐのみ苑湯浅 夏祭り

当日のメニューが「流しそうめん」、土台作り・竹の組み立て・テン
8月17日（金）
ト張り・調理・配膳・宿題の手伝い等を通じてボランティアと地
9:30～15:00
域の方と交流します。
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実施場所

特別養護老人ホーム
南風園

特別養護老人ホーム
南風園

①だいこんの会
②陽だまりサロン

きうちこども食堂

海南市児童図書館

海南市民会館

【参加対象者】①②中学生・高校生
【定員】①８名②１２名

【参加対象者】①②中学生以上の学生
【定員】①②各６名

【参加対象者】中学生以上の学生
【定員】４名

【参加対象者】①②小学生以上の学生
【定員】各６名

【参加対象者】中学生以上の学生
【定員】10名

【参加対象者】①②中学生以上の学生
【定員】①②各２名

【参加対象者】小学生、中学生
（但し、小学1～３年生は保護者同伴）
【定員】３0名

海南市社会福祉協議会
０７３－４８３－６７７７
【担当】角田、木村

保育体験

10

11

12

子どもたちとレクリエーション等を通じて、交流します。

読み聞かせ体験

絵本等の読み聞かせを通じて、子どもたちと交流します。

夏まつり体験

高齢者施設で開催される夏まつりの手伝いを通じて、利用者
の方や地域の人たちと交流します。

海南市
社会福祉協議会
＊海南市内在住、又は在学
の小、中、高、大学生に限る
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①7月24日（火）
8:30～11:30
②7月30日（月）
8:30～11:30
①7月28日（土）
9:00～11:00
②8月18日（土）
9:00～11:00
①7月29日（日）
8:30～15:30
②8月5日（日）
9:20～15:00

こじか保育所

①小松原児童館
②中児童館

①養護老人ホーム 橘寮
②特別養護老人ホーム
かぐのみ苑

高齢者施設の利用者の方と一緒にゲーム等のレクリエーション
を通じて交流します。

③8月7日（火）
④8月8日（水）
13:00～15:00
⑤8月6日（月）
⑥8月9日（木）
13:00～15:30

【参加対象者】①②中学生以上の学生
【定員】①②各4名

【参加対象者】①②中学生以上の学生
【定員】①②各8名

【参加対象者】中学生以上の学生
【定員】①～⑧各4名

①7月23日（月）
②7月31日（火）
13:00～16:00

【申込期間】
平成３０年６月１日
（金）
高齢者とレクリエーション体験
～６月２５日（月）
（土・日曜日を除く午前８時
３０分から午後５時まで）

【参加対象者】①②中学生以上の女子学
生
【定員】①②各4名

①②特別養護老人ホーム
かぐのみ苑
③④老人保健施設
恵友サザンホーム
⑤⑥デイサービスセンター
ひだまり
⑦⑧下津保健福祉センター

海南市社会福祉協議会
下津事業所
０７３－４９３－２７１１
【担当】冨家、杉本

⑦8月2日（木）
⑧8月10日（金）
13:00～15:00

環境美化体験
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収集体験

15

16

PURE 皆楽

夏祭り

①7月25日（水）
環境美化への関心を高めるため、自分たちの住むまちを歩きな
②8月3日（金）
がら清掃します。
9:00～11:30

資源の再利用やゴミを減らすため、ボランティアと一緒にペットボ
トルキャップを選別・洗浄します。

・夏祭りを通じて、障がいをお持ちの施設利用者とのふれあい
・夏祭りのお手伝い

①7月26日（木）
9:00～11:30
13:00～15:30
②7月27日（金）
9:00～11:30
13:00～15:30

８月２５日（土）
13:00～16:00

下津町内

【参加対象者】①②中学生以上の学生
【定員】①②各10名

【参加対象者】①②小学生以上の学生
【定員】①②各10名
下津保健福祉センター

PURE皆楽
３F地域交流ホーム
（紀の川市竹房３１４）

【参加対象者】中学生、高校生、大学生
【参加費】無料
【定員】５名
【持ち物】上履き、昼食、飲み物等
【服装】動きやすい服装

社会福祉法人 皆楽園
PURE皆楽
０７３６－７７－００８０
【担当】神前（かみまえ）
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社会福祉法人
和歌山市社会福祉協議
会

2018夏のボランティア体験学
・オリエンテーション「盲導犬とセラピー犬について」
習
・体験コーナー「点字体験（名刺作り）」
～気軽に楽しく！ボランティア
・工作体験「ストロー笛を作ります」
～

8月18日（土）
13:00～16:00

和歌山市あいあいセンター
福祉交流館３F３・４

7月9日（月）
13:30～15:00

天寿苑
〒640-1121
海草郡紀美野町下佐々
385-1 大十オレンジバス丸
山バス停下車すぐ
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8月6日（月）
13:30～15:00

7月23日（月）
13:15～14:45
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和歌山音楽療法研究会

やってみよう！音楽療法！

高齢者施設での音楽療法のお手伝いをお願いします。
音楽療法を実施するために楽器の準備・片付け、音楽療法の
プログラムにそって、皆様に楽器をお渡ししたり、一緒に歌ったり
して頂きます。
音楽療法を楽しみながら、セラピスト体験をしてみませんか？ 7月27日（金）
13:15～14:45
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8月17日（金）
13:15～14:45

8月21日（火）
14:00～16:00

21
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ラフターヨガ・わかやま

～笑う門には福来たる～
ラフターヨガ体験会

子供から高齢者まで楽しめる笑いヨガ、認知症予防ゲームを通 8月26日（日）
して、コミュニケーション力を高める体験をします。
14:00～15:30

今福診療所
〒641-0044
和歌山市今福２丁目１－１
６
堀止バス停より徒歩７分

ほっと生活館しんぼり
〒641-0042
和歌山市新堀東２－２－
２
堀止バス停より徒歩５分

【参加対象者】和歌山市在住の
小学生（保護者同伴）、中学生
【参加費】無料
【定員】２０名
【申込期間】７月６日（金）から７月２０日
（金）まで電話、FAXにてお申込み下さい。
【受付時間】土、日、祝を除く
９：００～１７：００

【参加対象者】中学生以上
【参加費】無料
【定員】各３名
【持ち物】上履き
【服装】清潔感のある華美でない服装
【事前に伝えておきたいこと】開始前に当日のプロ
グラムの説明があります

和歌山市社会福祉協議会
ボランティアセンター
TEL:073-431-0028
FAX:073-431-5250

和歌山音楽療法研究会
０７３－４３１－５３１５
【担当】波木
(17:30 以降何時でも）

特別養護老人ホーム喜成会
〒649-6331
和歌山市北野128
JR阪和線紀伊駅下車徒歩
１０分又は和歌山バス川永
団地行き 北野バス停前

中央コミュニティセンター

【参加対象者】どなたでもOK
【参加費】５００円
【定員】３０名
【持ち物】飲み物、タオル
【服装】動きやすい服装
【事前に伝えておきたいこと】童心に返って楽しんで
下さい。

ラフターヨガ・わかやま
和歌山市美園町５丁目３－３
ほっこりさん内
０９０－８７５３－２９４９
【担当】北原

夏休みふれあい手話教室
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夏休みに、初級の手話教室（２日間）を予定しています。
詳細がまだ決まっていません。（昨年は、８月７日、８日に開
８月中 ２日間
催）
決まり次第、町内回覧やホームページにて広報します。

美浜町地域福祉センター

美浜町社会福祉協議会

24

25

26

27

28

29

みはま支援学校

医療法人 甃友会

和歌山グループ声

点字の広場

社会福祉法人
つわぶき会

夏休みボランティア教室

夏休みに、社協関係福祉センターでのボランティア体験を募集
7月26、27、30日
します。
8月7、9、21、22日
小学生・中学生・高校生が対象。
デイサービスといきいきサロンでのボランティア活動。

夏のボランティア教室
＊申込み：６月２２日まで

「重度重複障害児クラスの児童生徒について」
「重度重複障害のある子どもたちとの関わり方について」
「車イス体験と介助方法」「リフティング」
「重度重複障害児クラスの授業の様子とビデオで紹介」
「授業の見学と実習」

【体験１】介護体験
【体験２】夏祭りボランティア

【体験１】介護体験
高齢者様との関わり、コミュニケーションを中心に身の回りのお世話・食事・入浴・排泄介
助の見学・体験を行います。
また、レクリエーションやリハビリテーション等さまざまなサービスの取り組みにも参加して頂きま
す。
・食事介助（見学）配膳、下膳 ・整容援助（整髪、ドライヤー等）
・おむつ交換・トイレ介助（見学） ・レクリエーションの参加（集団体操含む）
【体験２】夏祭りボランティア
８月２５日（土）１８：００～２０：００に開催予定の夏祭りにて、屋台出し物
等の手伝いをしていただきます。

体験しよう！朗読ボランティア

声に出して本を読む基本が学べる講座です。
私達、朗読ボランティアが日頃行っている朗読と録音を体験し
て頂きます。聞いて分かりやすい朗読を指導します。お子さんに ８月７日（火）
読んで聞かせたい方やボランティアに興味のある方には、入門編 １３：００～１６：００
となります。この機会に体験して頂き、朗読の楽しさや日本語の
美しさを感じて下さい。

点字を体験してみませんか
～初級編～

ふれあいの郷、夏の夕べ（夏
祭り）

点字用具の使い方から５０音の成り立ち
各自の書けるようになり、名刺を作って持ち帰っていただきます

各種模擬店のお手伝い（販売や接客等）
＊焼き鳥、フランクフルト、かき氷、コロッケその他多数
＊保護者の方と一緒に行います。

美浜町地域福祉センター他

8月1日（水）、6日（月）
21日（火）
県立みはま支援学校

【体験１】８月２０日（月）～８
月２３日（木）
１０：００～１６：００
【体験２】８月２５日（土）
１８：００～２０：００

７月３１日（火）
９：３０～１１：3０

８月５日（日）
１６時～２１時

医療法人 甃友会
介護老人保健施設
光苑ケアセンター
(和歌山市秋月535－3)

和歌山ビッグ愛
６Ｆ研修室、５Ｆ録音室

和歌山ビッグ愛
７Ｆ ボランティアサロン

ふれあい広場（綜愛苑下運
動場）

【参加対象者】小学生以上
(小学生は保護者同伴で、町内限定）
一般
【参加費】無料
【定員】１００名

【参加対象者】小学生以上
(小学生は保護者同伴で、町内限定）
一般
【参加費】無料
【定員】１５名（１日３名まで）
【持ち物】水筒、筆記用具
【服装】運動のできる服装
【事前に伝えておきたいこと】高齢者とのコミュニケーション

美浜町社会福祉協議会
０７３８－２３－５３９３
【担当】松下

【参加対象者】中学生以上を対象で、御坊日髙
地方の方（高校生他
【参加費】無料
県立みはま支援学校
【定員】１回 １５名など
０７３８－２３－２３７９
【持ち物】水筒、筆記用具
【担当】村上
【服装】運動のできる服装
【事前に伝えておきたいこと】病弱特別支援学校
への理解と障がい者理解
【参加対象者】特になし
【参加費】無料
【定員】体験１：２～４名
体験２：１０名程度
【持ち物】体験１:上履き、お弁当
体験２：エプロン
【服装】体験１：動きやすい服装（ジャージ等）
体験２：平服で可（汚れてもいい服）
【事前に伝えておきたいこと】利用者様（高齢者）の尊厳を尊
重した対応を心がけて下さい。

【参加対象者】高校生以上
【参加費】無料
【定員】２０名
【持ち物】筆記用具
【服装】特に指定なし
【事前に伝えておきたいこと】なし

【参加対象者】小学４年生以上
＊小学生は保護者の送迎が必要
【参加費】１００円
【定員】１０名（程度）
【持ち物】筆記用具、色えんぴつ、カラーマジック 等

【参加対象者】高校生以上
【参加費】無料
【定員】特になし
【持ち物】汚れても良い動きやすい服装、エプロン、三角
巾、タオル
【服装】汚れても良い動きやすい服装
【事前に伝えておきたい事】元気・笑顔でお願いします。
＊保険には加入しています。

医療法人 甃友会

介護老人保健施設 光苑ケアセンター

０７３－４７４－３５１９

和歌山グループ声
０７３－４３１－３８３４
【担当】山田

ボランティアセンター
０７３－４３５－５２２０
【担当】中西
【申込期間】 月～金
１０：００～１６：００
締切 ７月２４日（火）

社会福祉法人 つわぶき会
綜成苑、綜愛苑
０７３－４３1－７０００
【担当】川端

30

31

高齢者施設で音楽で
ボランティアグループ アップル
レクリエーション

社会福祉法人
わかうら会

傾聴ボランティア（高齢者）

～３セッションで行います～
①童謡、唱歌を歌う。
②リズム楽器、手遊び等でレクリエーション。
７月１２日（木）
③ナツメロ（全体を通して参加型の音楽療法のプログラムが基 １４時～１５時
本）

・施設利用者とのコミュニケーション
・レクリエーションのお手伝い
・オリエンテーション等

７月２１日（土）～８月
３１日（金）
＊日数、時間は相談可

デイサービスみかずら

デイサービス又はグループホー
ム

【参加対象者】どなたでも
【参加費】無料
【定員】５名
【持ち物】なし
【服装】普段着
【事前に伝えておきたい事】
練習日時：７月５日（木）１３時～１５時
場所：和歌山ビッグ愛９階
【参加対象者】和歌山市、海南市内在中
小学５年～高校２年生位
【参加費】無料
【定員】４名
【持ち物】上履き、昼食、お茶等
【服装】体操着（更衣室有）
【事前に伝えておきたい事】事前打ち合わせの際、伝え
ます

ボランティアグループ アップル
代表 岡 育子
０７３－４７３－２４１５
【担当】岡

社会福祉法人 わかうら会
０７３－４４５－０８０８
【担当】土山

