夏のボランティア体験
２０１８
プログラム一覧表
※ 横線があるのは受付終了、又は定員に達しています。

社会福祉法人 橋本市社会福祉協議会

★子どもたちとの交流
施設・団体名
●日時・場所
はしもとおもちゃ病院
●７月２２日(日)、８月２６日(日) ９:００～１２:００
橋本市教育文化会館３階（東家１-６-２７）

対象・定員

備考

施設・団体からのコメント

＜対象＞
高校生以上

＜服装、持物、活動条件＞
・筆記用具、動きやすい服装
・出来れば修理体験用に壊れたおもちゃを持ってきてください

おもちゃ病院は、無料で壊れたおもちゃを治す団体です。
元のように動いたり音が出たりする治ったおもちゃに、子供たちが嬉
しそうな笑顔を見せてくれるのがメンバーの喜びです。
そんな喜びをメンバーと一緒に体験しませんか。

＜定員＞
各日２名

＜集合＞
８:３０ 上記会場

＜集合＞
体験両日共８:３０に橋本市教育文化会館３階
＜当日キャンセル＞
かしわぎ

柏木さん０９０-２５０５-７９１１
橋本市図書館
●①７月２８日（土）８月４日（土）
②８月１８日（土）８月２５日（土）
※原則２日間参加
何れも１３:３０～１６:００
図書館（橋本市教育文化会館４階）

＜対象＞
高校生
＜定員＞
①②何れも２名

＜服装、持物、活動条件＞
・筆記用具、飲み物持参
・動きやすい服装、ヒール等音がする靴は不可、出来るだけ貴重品
は持って来ないで下さい。
・携帯電話はマナーモードに。

就学前の子ども対象「橋本市図書館よみきかせ会」は、毎週土
曜日に２回（１４時～・１５時～）、よみきかせボランティアさん達と
開催している会です。
皆さんも一緒によみきかせをしてみませんか？

＜当日キャンセル＞
つじもと

辻本さん ３３-６１１４
＜集合＞
図書館事務室（橋本市教育文化会館４階）
NPO 法人こころとからだの総合教育
育夢学園はぐくむ学童

＜対象＞
高校生

●７月２３日(月)～８月１０日(金)
８月１７日(金)～８月３１日(金)
※土日除く ８:００～１７:００
ドリーム会館（隅田町中島１２２-４）

＜定員＞
各日３名

＜服装、持物、活動条件＞
・弁当、筆記用具、タオル
・動きやすい服装
・帽子、スニーカー（外での活動があるかも）
・撮影、ＳＮＳでの発信禁止
・子どもと自ら積極的にかかわることのできる方を希望します。
＜当日キャンセル＞

＜オリエンテーション＞
７月１８日(水)１８：００～
※申込み〆切 ７月１７日(火)

ひがしうら

東浦さん ３２-５３４０

心も体も頭も「かしこくなるため」に、みんなと「なかよくする」ために
子ども達は来ています。
「ほめること」「何度も丁寧に教えること」を大切に接しています。
明るく寛大に子ども達と接していただきたいです。

こうやぐち こども食堂
●８月１０日(金)１７:００～２０:００
こうやぐちこども食堂
（高野口町名倉８１３-２）

＜対象＞
高校生以上
＜定員＞
５名

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・スタッフ弁当の支給あり
・早く帰りたい方は、１９:３０まででも可能です。
・活動中の携帯電話は原則使用できません。

こども食堂運営のお手伝いをお願いしたいと思っています。
スタッフに障がい者もいますので、一緒に地域の子ども達と遊んだ
り、食事提供をしたり、賑やかな時間を共に過ごして下さる方を希
望します。

＜当日キャンセル＞
たにぐち

谷口さん ０８０-２４８２-０５２６
ハローグループ
●８月１日(水)８：３０～１１：３０
古佐田区民会館→橋本子ども園
古佐田区民会館（古佐田１-２０９-３）
橋本子ども園（東家２-１-２３）

＜対象＞
中学生以上
＜定員＞
４０名

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装、タオル
・スニーカー着用（サンダル不可）
＜当日キャンセル＞
社会福祉協議会 ３３-０２９４

昔のおもちゃ（竹馬など）を作って橋本こども園を訪問。
園の子ども達と一緒に昔のおもちゃを使って遊んで交流します。

★障がい者の方との交流
施設・団体名
●日時・場所
朗読ボランティア テープはしもと
●８月２日（木）１３:３０～１６:３０
橋本市教育文化会館 ３階視聴覚室
（東家１-６-２７）
うどんや○
●７月２１日(土)・２２日(日)８月４日(土)・５日(日)・
１８日(土)・１９日(土) ８:３０～１５:００のうち応相談
道の駅 柿の郷くどやま内 「うどんや○」
（九度山町九度山入郷５-５）

対象・定員

備考

施設・団体からのコメント

＜対象＞
小学５年生以上

＜持物＞
筆記用具

目の不自由な方々に広報を音声収録し情報をお届けしていま
す。当日の参加者には発声練習や短い作品を読み込んだ後、マ
イクの前で朗読体験をして頂き、ＣＤに録音します。

＜定員＞
１０名

＜当日キャンセル＞

<対象>
中学生以上

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装(スカート不可)、タオル
・前日に要入浴・洗髪
・携帯電話は使用できません
・スタッフ弁当の支給あり

<定員>
各日５名

と り い

鳥居さん ０９０-１１３４-４２６７
障がい者の職業体験として、１月よりうどん屋を始めました。
自立への第一歩である最低賃金を支払っています。
そのお手伝いを一緒にしませんか？とてもたのしく、十分に笑い合
いながら、地域の温かさを実感して下さい。

＜当日キャンセル＞
たにぐち

＜オリエンテーション＞
参加時間の３０分前
中途失聴・難聴者交流の筆談会
●８月５日(日)・１８日(土)１３:００～１５:００
橋本市教育文化会館 ３階第３研修室

谷口さん ０８０-２４８２-０５２６

＜対象＞
中学生以上
＜定員＞
各日５名

＜服装、持物、活動条件＞
・筆記用具
・会場内では、筆談でのやり取りが基本ですから、口語は控えて頂
きますようお願いします。

中途失聴・難聴者と健聴者が、口語ではなく筆談で交流し、お
互いの理解を深める活動をしています。
あなたも筆談体験をしてみませんか？

＜当日キャンセル＞
うめかわ

梅川さん ０８０-１４１７-２９２０
点字サークル てんとう虫
●７月２４日・３１日、８月７日・２１日・２８日
何れも火曜日 １０:００～１１:３０
橋本市教育文化会館 ３階第３研修室
手話サークル こゆび
●①７月２０日(金)、８月３日(金)１０:００～１２:００
②７月２７日(金)１３:００～１５:００
＜集合＞開始１０分前

<対象>
小学４年生以上

実費負担：絵本代８６４円
原則、５回参加ですが、絵本完成終了可。

<定員>
２０名

＜当日キャンセル＞

＜対象＞
小学生以上

＜活動条件＞
小学生の参加者は保護者の同伴をお願いします。

＜定員＞
①②何れも３名

＜当日キャンセル＞

視覚障がい者の方が普段生活で使われている点字を学習し、新
たな発見をしてみませんか？
まず五十音字の点字練習をしてから、絵本『こぐまちゃんとふうせ
ん』を点訳します。夏休みの宿題にも。

ほ し な

保科さん ３６-０１３２

ひ ら た

平田さん ０５０-７１１６-２４０

話の学習を通じて聴覚障害者への理解と交流を深めています。体
験では簡単な自己紹介が出来る位の手話を覚えていただきます。
どなたでも気軽に参加して下さい。

★高齢者の方との交流
施設・団体名
●日時・場所
地域ふれあいサロン うさぎ
●７月２６日、８月９日・２３日 何れも木曜日
１３:００～１５:３０
山田地区公民館（柏原４３３-１）
地域ふれあいサロン ひだまりの会
●７月２５日(水)、８月１日(水)・４日(土)・
８日(水)・１８日(土)・２２日(水)・２９日(水)
１０:００～１５:００
ひだまりの家（東家４-８-１４） ※民家
地域ふれあいサロン すずめのお宿
●８月２日(木)・９日(木)９:３０～１２:００
橋本ニュータウン集会所（しらさぎ台１３-１）

対象・定員

備考

施設・団体からのコメント

＜対象＞
小学５年生以上

＜持物＞
筆記用具

高齢者が気軽に集えて生きがいづくりを目的とした、憩いの場で
す。折紙や歌、作品作り、リハビリ体操、ゲーム等明るく楽しい「う
さぎ」です。

＜定員＞
各日３名

＜当日キャンセル＞

＜対象＞
小学３年生以上

＜当日キャンセル＞

きたおか

北岡さん ０８０-１４９４-４０８０

お お や

大家さん ３３-５５００

サロンを利用する高齢者の方々とのお話相手、調理補助と昼
食、レクリエーション（ゲーム、カラオケ等）、お茶会などを一緒に楽
しみます。

＜定員＞
各日５名

＜対象＞
中学生、高校生
＜定員＞
各日５名

＜服装、持物＞
・動きやすい服装
・タオル、コップ、筆記用具

「すずめのお宿」では、サロンを利用している高齢者の方々と体操
やダンス、ゲーム等をしたり一緒に歌を歌ったりおしゃべりをして、楽
しいひと時を過ごしていただきます。中高生の方々のご参加を全
員でお待ちしております。

＜当日キャンセル＞
た む ら

田村さん ０９０-８２０４-２５７６
地域ふれあいサロン街ッち箱
●７月２１日・２８日、８月４日・１１日・
１８日・２５日 何れも土曜日 １０:００～１５:００
ふれあいサロン街ッち箱（城山台２-４６-６）※民家
はしもと傾聴ボランティア 青い鳥
●８月８日(水)
１０:００ 傾聴活動（デイサービスえびす）
１３:３０ 振り返り（市民活動サポートセンター）
＊デイサービスえびす（高野口町名古曽６１０）
＊市民活動サポートセンター(東家１-３-１)

＜対象＞
中学生、高校生
＜定員＞
各日３名
＜対象＞
高校生以上
＜定員＞
３名

＜服装、持物＞
・動きやすい服装
・昼食代２００円、エプロン
＜当日キャンセル＞
池田さん ０９０－４４９１－３５０５
＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・上靴、飲み物、筆記用具
・施設内では携帯電話は使用しないでください。
・原則２日間（オリエンテーション・活動日）参加してください。
＜当日キャンセル＞
あ お き

青木さん ０８０—５７０７-１７４３
＜オリエンテーション＞
８月７日(水)１３:００～ 市民活動サポートセンター
（橋本市保健福祉センター２階）

サロン参加者（街ッち棒)に食事提供の準備と、午後のひとときは、
歌声喫茶などを開催するので、皆さんと一緒に歌を唄ったりして楽
しみ、高齢者の皆さんの話し相手をして、昔の話を聞いて、若い
人と交流したいです。

デイサービスセンターを利用されている高齢者の方々と、傾聴を心
掛け交流させていただき、一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。
傾聴の大切さを学べる良い機会です。

★環境
施設・団体名
●日時・場所
はしもと里山保全アクションチーム
●①７月２９日(日)、②８月５日(日)
何れも９:００～１２:００
＊雨天の場合
①８月１９日(日)②８月２６日(日)
ふるさと演習林（隅田町山内）

対象・定員

備考

施設・団体からのコメント

＜対象＞
不問

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすく汚れても構わない服装
・長袖、長ズボン、帽子もお忘れなく
・足元はできれば長靴
・送迎は致しかねますので、集合場所まで各自でアクセスをお願いし
ます
・中学生以上は要保護者同伴

１９９３年の設立以来、里山林や棚田の保全・管理に取り組んで
きました。老若男女様々な人が集い、和気藹々と楽しく活動をし
ています。よかったら、ひと夏の思い出に山作業を御一緒しません
か？

＜定員＞
各日２０名

＜集合＞
コミュニティバス停留所「西山内」
（紀泉物流さんの北側）
緑地を活用した３世代交流の会

＜当日キャンセル＞
さ わ だ

澤田さん ０９０-３７１９-８３６１

＜対象＞
中学生、高校生

●①７月２２日（日）②８月１９日(日)
何れも９:１５～１１:４５
＊雨天の場合
①８月１９日(日)②８月２６日(日)
三石台中央公園周辺
（紀見北地区公民館すぐ近く）
＜集合＞
紀見北地区公民館（三石台４-２-１）

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・長袖、長ズボン、長靴又はズック靴、軍手、帽子、リュックサック、タ
オル

＜定員＞
各日１０名

＜当日キャンセル＞
ありもと

有本さん ０９０-２１１２-３０８８

私たちの身近に公園があり緑豊かな山里が残されています。誰も
が自然の中に溶け込めるように自然を守りながら環境保全に努
め、現場で話し合いながら遊歩道の補修・危険個所の改善・道し
るべの設置等の作業を行っている。

★施設
施設・団体名
●日時・場所
社会福祉法人 椋の樹福祉会
●８月１日(水）～８月３日(金)９:００～１６:３０
むくのき（高野口町名古曽７２４）

対象・定員

備考

施設・団体からのコメント

＜対象＞
高校生、社会人

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・弁当または３６０円で昼食注文可、筆記用具、着替え、上履き、
タオル
・携帯電話の使用は控えてください、活動中はスタッフの指示に従っ
てください、活動で知り得た個人情報は厳守

むくのきは、知的障がいのある方が就労や自立した生活を目的に
訓練を行っている施設です。利用者さんとスタッフが皆さんの参加
を待っています。気軽に参加いただき、充実した一日を過ごしまし
ょう。

＜定員＞
各日２名

＜オリエンテーション＞
参加日当日９:１５～

＜当日キャンセル＞
ま え だ

前田さん ４３-２４１４
障害者支援施設 悠久の杜
●８月１日(水)～８月１７日(金)１０:００～１６:００
但し、土日および８月１４日を除く
悠久の杜（高野口町伏原１３３６-１）

＜対象＞
高校生、大学、
短大生、専門学生
＜定員＞
各日２名

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・弁当、飲み物（お茶等）
・筆記用具、着替え、上履き、タオル
・アクセサリーははずしてください
・ＳＮＳ、ツイッター等でのＵＰは禁止

地域の一員として安らぎのある生活をモットーに健康と積極的な
生活を目指しています。一人ひとりが力を発揮でき、心豊かに生
活ができるよう支援しています。一日一日を大切に職員は笑顔で
共感をもって。

＜当日キャンセル＞
か わ い

河合さん ４３-２５８０
ライフサポートみのり
●①７月２３日・３０日、
８月６日・１３日・２０日・２７日 何れも月曜日
②７月２４日(火)～８月３日(金)
但し、土日月曜日は除く
何れも９:３０～１５:００
ライフサポートみのり（岸上３１９－１）

＜対象＞
高校生以上
＜対象＞
高校生以上
＜定員＞
①７名 ②３名

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・タオル
・スタッフ弁当の支給あり
・携帯電話は、急用以外は使用できません
①詳細は追って連絡します
②上靴（なければスリッパ貸出しあり）

①一日中あそびます。プールや温泉の可能性あり。
②弁当作りとレクリエーションです。彼等と共に過ごす時間は、きっ
と輝き、何かを伝えてくれるものと信じられる程、充実した時を体験
して下さい。

＜当日キャンセル＞
たにぐち

谷口さん ２６-７５３７
社会福祉法人 光誠会
特別養護老人ホームひかり苑

＜対象＞
高校生以上

●８月１０日（金）９:３０～１５:３０
特別養護老人ホームひかり苑
（隅田町中島１０５８－５６）

＜定員＞
３名

＜服装、持物＞
・動きやすい服装
・上靴
＜当日キャンセル＞
いのうえ

井上さん ３７-３０００

デイサービスセンターは、ゆっくり楽しく利用者様に過ごして頂く通
所施設です。約２０名の利用者様と元気なスタッフが、みなさまと
の出会いを楽しみに待っています。楽しい１日をいっしょに過ごしま
しょう。

ボランティアサークル ことぶき
●８月１日(水)１３:３０～１５:００
・国城寮（隅田町河瀬９０７）
・リハビリ橋本（柱本２２）

＜対象＞
中学生以上
＜定員＞
両施設共３名

＜服装、持物＞
・動きやすい服装
・上靴

国城寮、リハビリ橋本、どちらの施設でも入所者の方々との交流
をします。絵本や紙芝居を読んだりゲームをしたり歌を歌ったりし
て、楽しく過ごしていただき、そして私たちも楽しませてもらっていま
す。ぜひ体験に来てください。

＜当日キャンセル＞
ふな え

舩江さん ０８０-７４８４-８８９１
障害者支援施設 リハビリ橋本
●７月２３日(月)～８月２４日(金)の平日
９:００～１６:００
リハビリ橋本（柱本２２）

＜対象＞
中学生以上
＜定員＞
各日２名

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・弁当、名札、上履き
・携帯電話は更衣室に保管
・アクセサリーは外してください
・友達とのお話は謹んで、利用者の方とお話してください
＜当日キャンセル＞
こみなみ

小南さん ３７-５８００

利用者の話し相手や日中活動(クッキー作り、紙すき、陶芸等)の
活動のお手伝いを通じて利用者の方々と交流を深めて頂き福祉
の仕事への関心を持って頂けたらと思います。皆さん明るい方で
す。

★イベント等
施設・団体名
●日時・場所
橋本市市民活動サポートセンター
●７月２１日(土）１２:００～１６:３０
橋本市保健福祉センター 中庭
（橋本市東家１-３-１）

対象・定員

備考

施設・団体からのコメント

＜対象＞
高校生以上

＜活動条件＞
・昼食を済ませてからお越しください
・雨天の場合は、橋本市保健福祉センター ３階多目的ホールで
行います。

「ボランティアふれあいコンサート」での会場セッティング、音響、照
明、総合司会、受付、会場片付けのお手伝いをお願いします。

＜定員＞
８名

＜当日キャンセル＞
ふくもと

福本さん ３３－００８８
紀の川サマーボール実行委員会
●８月４日(土)１５:００～２０:００
悪天候の場合は８月５日(日)
南馬場緑地広場

＜対象＞
高校生以上
＜定員＞
１０名

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・昼食代５００円、タオル
・当日は大変暑くなりますので熱中症に十分気をつけてください

紀の川橋本 SUMMER BALL も今年で６年目を迎えます。本年
度は、ボランティアスタッフの方と協力しながら運営していきたいと思
っております。私たちと夏の思い出をつくりあげましょう。

＜当日キャンセル＞
ど

※申込み〆切 ７月２０日(金)
医療法人 南労会 紀和病院
●７月２８日(土)１５:３０～１８:００
紀和病院（岸上１８-１）

い

土井さん ０８０-８５７５-０７２５
＜対象＞
高校生以上
＜定員＞
１０名

＜服装、持物、活動条件＞
・動きやすい服装
・飲み物（アルコール厳禁）、タオル
・携帯電話の使用は控えてください
・貴重品の管理はご自身でお願いします

夏祭りの模擬店(かき氷・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ・くじびき等)の準備・販売やス
テージ出演者の誘導等のお手伝いをお願いします。食事は模擬
店のチケットをお渡しします。

＜当日キャンセル＞
こうやま

神山さん ３３－５０００
隅田地区公民館
●８月１７日(金)・１８日(土)１０:００～１６:００
（休憩１時間あり）
隅田地区公民館（隅田町中島２２）

＜対象＞
高校生
＜定員＞
各日１５名

＜服装、持物、活動条件＞
・弁当、電卓（携帯電話可）
・眼鏡の必要な方は、忘れずお持ちください
＜当日キャンセル＞
いなもと

稲本さん ３４-２３１２

ベルマークの仕分け作業。２日続けて参加出来る方大歓迎！
１日でも可。細かい作業ですが、皆でわいわい楽しくおしゃべりしな
がら作業しましょう。

