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この情報は、ホームページでもご覧になれます。 http:/ /www.matsubarashakyo.net

（月～金曜　9:00～17:30）

お話好きな方がたくさんおられます。

皆でにぎやかに過ごしませんか

１．ゲームなどのレクリエーション時の話し相
手、見守り。利用者と一緒に楽しんでくださ
い。
２．入浴後のお茶出しやドライヤーかけを手
伝ってください。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～金曜日の10:00～16:30の間で、日時
相談に応じます。1日でも可。

うえの 072-339-0741

●発信者　：

201

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

高校生以上

デイハウス若葉さんち（若林1-1-23）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

デイハウス若葉さんち
有限会社 シード

施設利用者　70歳代以上　男女

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

笑顔、元気が出る事業所です。私たち

と楽しく過ごしてください

１．内職作業、自主製品（ビーズ製品）づくり
等の作業援助、畑作業の援助
２．大和川河川敷・公園散策時の移動援助
３．食事・休憩時の利用者との会話など、楽
しく過ごしてください。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～金曜　9:00～16:00の間で日時相談

つりたに 072-337-9456

●発信者　：

205

募集№

直接発信者へ

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

高校生以上

松原ワークセンター・リサイクル（天美北4-2
-4）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

松原ワークセンター・リサイクル
社会福祉法人 政和福祉会

施設利用者　成人　男女

〔知的障がい者施設〕

継続的活動

（1日体験可）

一緒に楽しく昼食を作りませんか。普

段の料理の勉強にもなりますよ

昼食づくりお手伝い。専門の調理員がおり、
その方を中心に一緒に料理します。料理に
興味のある方はぜひお越しください。その
他、お話相手、ピアノ伴奏できる方、劇団員
なども募集しています。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～土曜の10:00～16:30で活動日時・頻
度等相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

221

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

高校生～60歳代

デイハウス松原「ファミリー」（天美北6-446
-5、阪南大学北側）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

介護支援の会松原ファミリー
NPO法人

施設利用者　60歳代以上　男女

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

歌や踊りはもちろん、たくさんの事に

興味を持たれている方がいます

１．歌や踊りなどの披露　２．利用者さんのお
話相手やお手伝い、将棋の相手など　３．入
浴後のお茶出しやドライヤーかけ　４．お掃
除など、いずれかをしてくださる方

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

1、月～土曜の14:00～15:00で・２～４、月
～土曜の13:00～17:00で日時相談

いしまる・う
と

072-334-7221

●発信者　：

238

募集№

直接発信者へ

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

成人

デイサービスセンターひまわり（田井城6
-282-2）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

デイサービスセンターひまわり
社会医療法人 垣谷会

施設利用者　60歳代以上　男女

〔高齢者施設〕

継続的活動

（1日体験可）
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（月～金曜　9:00～17:30）

お話し相手や趣味活動のお手伝いをお

願いします

高齢者デイサービスの利用者の、趣味活動
（手芸・料理・囲碁・将棋・マージャン等）の
お手伝いやお話し相手、散歩の付き添い、
掃除のお手伝いなど。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～土曜の9:30～16:00の間で相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

292

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

高校生以上

つどうホール（藤井寺市小山3-151-1）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

高齢者ケアセンター　つどうホール
社会福祉法人 みささぎ会

高齢者デイサービス利用者

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

デイサービス利用者の皆様とご一緒に

楽しい時間を過ごしましょう

高齢者通所施設の利用者のお話し相手
や、作品作りのお手伝いなど。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～土曜の10:00～16:00の間で、日時・頻
度相談。2時間からOK

うえの 072-339-0741

●発信者　：

294

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

大学生～40歳代くらいまで

パームコートデイサービスセンター（阿保3
-6-18）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

パームコートデイサービスセンター
株式会社 コスコサービス

施設利用者　60代以上

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

高齢者との楽しい時間を過ごしていた

だける方、お待ちしております

施設ご利用の方が、書道、折り紙、将棋など
をされるときに、一緒に楽しんだり、準備、片
付けの手伝いをしてください。お茶配膳、車
いす清掃などもあります。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

10:00～11:00または13:00～14:00で、時間
帯・曜日・頻度相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

296

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

おおむね65歳くらいまで

松原徳洲苑（天美東7-13-26）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

介護老人保健施設　松原徳洲苑
医療法人 徳洲会

施設利用者

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

時間と場所の提供できます。有意義に

活用してください

高齢者デイサービスの午後のレクリエーショ
ンの一環として、音楽や手品、落語等の活
動をご披露いただき、利用者の方と一緒に
楽しんでください。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～土曜の13:00～15:00の間の1時間から
2時間、月1回～3ヶ月に1回、相談に応じて

うえの 072-339-0741

●発信者　：

297

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

成人

ヒューマンライフケア南花田の湯（堺市北
区南花田町144-1）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

ヒューマンライフケア南花田の湯
ヒューマンライフケア株式会社

高齢者施設利用者

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）
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（月～金曜　9:00～17:30）

楽しい会話やゲームを一緒に楽しみま

せんか

コーヒーづくりや配膳などの喫茶活動。　オ
セロやとトランプゲームを通じて、利用者との
会話、交流を楽しんでください。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月・水・木・金曜13:30～15:00で都合付く
日、時間

うえの 072-339-0741

●発信者　：

311

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

成人

障害者生活介護センター（新堂1-589-6総
合福祉会館地下1階）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

障害者生活介護センター
社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

施設利用者　20～60歳代　男女

〔身体障がい者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

高齢者の話し相手をしてくれるボラン

ティアさん大募集

家族と離れて生活をする高齢者の話し相手
となり、入所者の方に他者と関わる楽しい時
間を提供してください。レクリエーションの提
供なども歓迎。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～日の9:00～17:00の間で、日時・頻度
相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

321

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

シニアコート徳洲会 天美（天美北6-499
-1）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

シニアコート徳洲会 天美
株式会社 ケアネット徳洲会

70代以上、認知症・車いす利用者含む

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

高齢者の楽しみ作りにご協力いただけ

る方、募集しています

全室個室の特別養護老人ホームで、10人
程度の少人数で様々な趣味活動を行って
います。色鉛筆画やカラオケなどを一緒に
行ってください。演奏や演芸の披露をしてく
ださる方（グループも可）、その他の活動も
募集します。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～日曜の14:30～15:30、月1～2回で相
談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

324

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

成人

大阪老人ホームうえだ（上田8-11-11）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

大阪老人ホームうえだ
社会福祉法人 聖徳会

入所者、ｼｮｰﾄｽﾃｲ利用者、70代以上

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

学生インターンシップ・ボランティア

募集

0才～高齢者のサポートをする団体の学生
インターンシップやボランティアを募ります。
室内（ひろば）での見守りや傾聴、子どもと
遊ぶなど。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月・火・水・金・土曜の10時～16時のうち、
ご都合のつく日時で相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

338

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

明るく、元気な人

こみゅにてぃーひろばNIKO（ニコ）
（天美南5-20-22）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

やんちゃまファミリーwith
NPO法人

主に就学前の子どもとお母さん

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）
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（月～金曜　9:00～17:30）

施設の高齢者に『楽しいひと時を』お

誕生日会の催しボランティア募集

マジック、ダンス、南京玉すだれなど、演芸
をご披露いただき、入所者とご一緒に楽しん
でください。特技がなくても、催しのお手伝
いだけでも歓迎です。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

1～2ヶ月に1回、土曜の14:00～15:00で相
談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

352

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

成人

あったか村（羽曳野市恵我之荘3-2-4）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

老人保健施設あったか村
医療法人 昌円会

施設入所の高齢者

〔高齢者施設〕

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

パラリンピックをめざしてします 練習

にご協力ください

半身まひがあり、パラ陸上の競技大会（やり
投げ、砲丸投げ）に向け練習をしています。
練習時の投げたものの回収や、フォームの
チェックのため、練習時や大会時にビデオ
撮影をしてください。一緒に練習をしていた
だいてもOKです。（経験問わず）

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

練習は毎週土曜か日曜の午前か午後、大
会もあり、ご都合のつく日を相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

356

募集№

まつばらボランティアセンター

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

長居公園、金岡公園ほか

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

個人・40代男性

身体障がい者　40代男性

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

継続的活動

体を動かしたり、歌ったり、作品を

作ったり、一緒に楽しんでください

デイサービスや老人ホームの利用者や、地
域の人たちに、生きがいを持って楽しく過ご
していただきたいと思います。一緒に運動や
レクリエーション、歌、手芸、書道などを楽し
んでください。（交通費支給あり）

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

火・水・木・金・日曜の13:00～15:00のうち、
週1回～月2回、1時間以上で相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

361

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

喜連西デイサービス（平野区喜連西3-15
-23）ほか

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

喜連西デイサービス
社会福祉法人 ユタカ福祉会

高齢者施設利用者

〔高齢者施設〕

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

月に一度、「五色百人一首」カフェを

手伝ってくれませんか？

新年号が令和になり、万葉集が注目されて
います。健康ｽﾀｼﾞｵまつばらでは、ｽﾀｼﾞ
ｵｶﾌｪの中で百人一首を中心に歌の意味を
勉強したり、「五色百人一首」という100枚の
内20枚だけを使った百人一首を行ったりす
る準備や片付け、百人一首を詠んでくれる
方を募集しています。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

第4週の水曜　14:00～15:30

うえの 072-339-0741

●発信者　：

362

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

健康スタジオまつばら（阿保3-4-31）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

聖徳会
社会福祉法人

60歳以上　男女

〔高齢者施設〕

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動
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発行：社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
　　　　まつばらボランティアセンター

TEL ：072-339-0741
FAX　 ：072-335-0294
E-mail：matsuvc@matsubarashakyo.net

●この情報は、2022年6月1日現在のものです。後日、募集内容の変更や
　募集を終了している場合があります。また、新型コロナの影響で
　中止となる場合があります。なお「応募条件」「申込締切日」の
　欄が空白の場合は、条件や締切日の指定が特にない場合です。

22-①

〒580-0043　松原市阿保1-1-1
　　　　　　松原市役所東別館3階

ボランティア募集情報

この情報は、ホームページでもご覧になれます。 http:/ /www.matsubarashakyo.net

（月～金曜　9:00～17:30）

ご利用者の笑顔を引き出そう。

ゲームなどのレクリエーション活動の時の話
し相手、寄り添い。ご利用者の方々へ笑顔
で関わっていただける方を募集しています。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

毎週月～金曜、10:00～16:00のうち1時間
以上

ありま 072-289-7165

●発信者　：

365

募集№

直接発信者へ

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

大学生～50歳代　初心者歓迎

まつばらデイサービスセンター　レユーナ
の家（上田4-3-32）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

聖徳会　まつばらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ﾚﾕｰﾅの家
社会福祉法人

60歳以上の高齢者　認知症　車いす利用

〔高齢者施設〕

継続的活動

（1日体験可）

私たちと一緒に、高齢者の方の笑顔、

意欲を引き出しませんか。

ご利用者様が、楽しかった、また来たいなと
思っていただけるよう活動しています。
ティータイムの喫茶活動、カラオケのお手伝
い、話し相手など余暇を一緒に楽しんで下
さい。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

毎週月～土曜、9:00～16:00のうち2時間
以上

うえの 072-339-0741

●発信者　：

366

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

女性 大学生～60歳代 初心者

ふれあいデイサービス（南新町4-107-31）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

ふれあいデイサービス
㈱ダイワ

50歳以上　認知症　車いす利用者

〔高齢者施設〕

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

美味しい新鮮野菜を一緒に作って頂け

る方、教えて頂ける方大歓迎

種まきや苗の植え付け、日々の世話、収穫
を行います。
畑には毎日行くので、ボランティアさんの空
いている時間と調整します。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

毎日、9:00～18:00

うえの 072-339-0741

●発信者　：

368

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

大学生～60歳代 初心者歓迎

畑（堺市野遠町256）松原西小学校から徒
歩4分

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

愛あーる　はっぴぃワーク
有限会社 愛あーる

成人　障がいのある方

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

明るく一緒に楽しい時間を過ごしま

しょう!!行事時ボランティア募集

行事（生け花、買い物ツアー）のお手伝いを
お願いします。・生け花は初心者向けで、オ
アシスに差し込むのを手伝って下さい。・買
い物ツアーは、スーパーマーケット内での見
守りと、コミュニケーションを楽しん下さい。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

・生け花　第4(日)14:00～　・買い物ツアー
第2(火)9:40～　変更の場合もあります

うえの 072-339-0741

●発信者　：

370

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

成人 初心者歓迎

コープアイメゾン松原（岡7-229-1）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

コープアイメゾン松原
大阪いずみ市民生活協同組合

男女入居者　６５歳以上

〔高齢者施設〕

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動
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発行：社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
　　　　まつばらボランティアセンター

TEL ：072-339-0741
FAX　 ：072-335-0294
E-mail：matsuvc@matsubarashakyo.net

●この情報は、2022年6月1日現在のものです。後日、募集内容の変更や
　募集を終了している場合があります。また、新型コロナの影響で
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（月～金曜　9:00～17:30）

子ども・ちいき食堂でのお手伝いお願

いします

子どもや多世代交流の居場所となるように、
子ども食堂や、ちいき食堂を運営していま
す。各食堂の買出、調理、準備や片付け、
参加者との話し相手のお手伝いをお願いし
ます。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

第１（土）10:00～15:00
第2.4（木）16:00～20:30

うえの 072-339-0741

●発信者　：

371

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

大学生・成人 初心者歓迎

南新町・
天美南（こみゅにてぃひろばNIKO）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

やんちゃまファミリーwith
NPO法人

子どもや地域の方々

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

納涼祭ボランティア募集。ご利用者と

一緒にお祭りを楽しみましょう。

令和元年8月17日（土）に開催されます、納
涼祭での屋台販売、その他、お祭りのお手
伝い。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

令和元年8月17日（土）17:30～21:00

うえの 072-339-0741

●発信者　：

372

募集№

まつばらボランティアセンター

2019年07月31日

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

つどうホール（藤井寺市小山3-151-1）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

高齢者ケアセンター　つどうホール
社会福祉法人 みささぎ会

高齢者デイサービス利用者

〔高齢者施設〕

社会福祉法人  松原市社会福祉協議会

単発的活動

家庭的で少人数の施設へあなたのあた

たかいお気持ちをお届け下さい。

ご利用者との会話を楽しんでいただいたりレ
クリエーションへの参加をお願い致します。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～日、13:00～16:00

つじの 090-6901-6751

●発信者　：

373

募集№

直接発信者へ

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

年齢不問 初心者 親子での参加

聖和苑（高見の里1-4-30）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

聖和苑
聖和合同会社

車いす利用者・認知症

〔高齢者施設〕

継続的活動

（1日体験可）

作業所の後の外出に付き添ってくださ

い

自閉症があり作業所に通っています。帰宅
した後の外出（徒歩で出かけ、電車を眺め
たり、買物をしたりなど）の付き添い。月に１
～2回、母親が夕方帰宅できない日がある
ので、助けて欲しい。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月1～2回、時間は16:30～19:00頃（日時は
1ヶ月前に決まります）

うえの 072-339-0741

●発信者　：

374

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

自宅（別所）からの外出で、河内松原駅周
辺など

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

個人・18歳男性（別所在住）

自閉症　18歳　男性

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動
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発行：社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
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TEL ：072-339-0741
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（月～金曜　9:00～17:30）

カードやボードゲームを一緒に行い楽

しいひと時を過ごしましょう。

平成30年10月に開所の民家を改築したアッ
トホームな施設です。
施設にあるカードゲームやボードゲームを、
利用者（6～18歳）と一緒に行い、楽しんで
下さい。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月～土の16:30～17:30※学校が休みのと
きは12:00～16:00上記のうち1時間から

にしだ 072-339-2525

●発信者　：

375

募集№

直接発信者へ

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別　年齢　不問　初心者歓迎

放課後等デイサービスＰＡＬ
松原市西大塚2-1-9

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

放課後等デイサービス　PAL

障がいのある児童

継続的活動

（1日体験可）

高齢者ができる手芸を教えてくださ

い。編物、折り紙、何でもOKです

手芸をとおして、高齢者の楽しい時間をつく
るお手伝いをしていただけませんか。また、
簡単にできる手芸があれば教えてください。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

活動日は相談に応じます。10:00～16:00
内1時間以上

しみず 072-335-4767

●発信者　：

376

募集№

直接発信者へ

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問　成人　初心者歓迎

リアンまつばら
松原市阿保3-15-22

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

リアンまつばら
社会福祉法人 聖徳会

70～80歳以上の高齢者

継続的活動

（1日体験可）

大阪市内方面へ外出する際に車椅子で

の介助をお願いします。

土、日などの外出（友人との交流を図るな
ど）の際に、車いす介助で、目的地までの付
き添いをお願いします。母親が付き添いでき
ない日もありますので、月に１～2回、自身で
外出できればと思います。支援をお願いし
ます。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

土、日曜のうち、月1回～2回、ご都合のつ
く日を相談

うえの 072-339-0741

●発信者　：

378

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

女性の方

布忍～天王寺など大阪市内方面

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

個人・30代女性

身体障がい者　30代女性

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

人と身近な動物の共生が出来る社会

を、松原で一緒に活動しませんか？

①野良猫のT（捕獲）N(不妊去勢手術)R(元
に戻す)に関わる全てのお手伝い
②動物病院への送迎
※個人又は小さなグループでTNRをされて
いる方々

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

不定期

うえの 072-339-0741

●発信者　：

379

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問（大学、専門学校など

松原市内

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

特定非営利活動法人KATZOC

猫と関わる

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動
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趣味を生かして社会貢献！

囲碁・将棋ボランティア募集

囲碁・将棋を楽しみながら高齢者施設など
で利用者の方と一緒にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るボ
ランティアです。指導ではなく、一緒に楽し
んでいただける方を募集しています。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

午前のみ、午後のみ、数時間でも可（都合
の付く日時を相談）

うえの 072-339-0741

●発信者　：

380

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

囲碁、将棋が好きな方

高齢者施設など

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

まつばらボランティアセンター

高齢者

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

年を取っても障がいがあっても出かけ

たい！外出支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集！

車いすで喫茶店等に行く介助や、見守りが
必要な方の買物に付き添ったりします。介護
の資格を取ったがブランクのある方、親の介
護で車いすを操作した方、初めての方も歓
迎です！簡単なサポートを行います。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

午前のみ、午後のみ、数時間でも可（都合
の付く日時を相談）

うえの 072-339-0741

●発信者　：

381

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

成人

対象者自宅から目的地への往復

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

まつばらボランティアセンター

高齢者、障がい者

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的募集

（1日体験可）

認知症サポーター受講済の方歓迎！

施設で楽しくボランティア！

施設内で、認知症のある方への寄り添いボ
ランティア、調理のお手伝い、洗車、植木の
手入れ、イベントボランティア、得意なものの
披露などをお願いします

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

ご自由に設定できます（ご相談下さい）

うえの 072-339-0741

●発信者　：

382

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

認知症サポーター受講者歓迎

デイハウス松原「ファミリー」（天美北6-446
-5、阪南大学北側）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

介護支援の会松原ファミリー
NPO法人

認知症のある方（認知症対応型施設）

〔高齢者施設〕

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的活動

（1日体験可）

お花の好きな方、年に3回美しい花の

植え替えを手伝ってくれませんか

ボランティアさんの協力で河内松原駅の
オーバーブリッジの花壇などに年3回（4月、
7月、11月）花の植え替え作業を約1時間程
度、まちを美しく、気持ちを豊かにしてくれる
活動のお手伝いをお願いします。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

4・7・11月の日曜いずれか指定の1日、午
前中（R2年11月は22日予定）

うえの 072-339-0741

●発信者　：

384

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問（初心者も歓迎）

河内松原駅のオーバーブリッジの花壇ほ
か数ヶ所

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

松原市緑花協会
一般社団法人

緑化推進・花の植え替え

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的募集

（1日体験可）

8



発行：社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
　　　　まつばらボランティアセンター

TEL ：072-339-0741
FAX　 ：072-335-0294
E-mail：matsuvc@matsubarashakyo.net

●この情報は、2022年6月1日現在のものです。後日、募集内容の変更や
　募集を終了している場合があります。また、新型コロナの影響で
　中止となる場合があります。なお「応募条件」「申込締切日」の
　欄が空白の場合は、条件や締切日の指定が特にない場合です。

22-①

〒580-0043　松原市阿保1-1-1
　　　　　　松原市役所東別館3階

ボランティア募集情報

この情報は、ホームページでもご覧になれます。 http:/ /www.matsubarashakyo.net

（月～金曜　9:00～17:30）

子ども達と一緒に身体を動かしたり

歌って楽しい時間を過ごしましょう

①施設内で障害のある児童と寄り添い、話
し相手、送迎車両への添乗
②掃除、遊具の消毒
③調理補助
※①は14時～19時頃、②は18時以降もしく
は午前中、③は主に午前中希望

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

月曜～金曜　10:00～19:00の中で応相談
（土日祝休み）

うえの 072-339-0741

●発信者　：

385

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問（初心者も歓迎）

放課後等デイサービス　キッズ・スタイル北
花田（堺市北花田駅から徒歩5分）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

キッズ・スタイル北花田
株式会社 Keep　On　Going

障がいのある児童

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的募集

（1日体験可）

視覚に障がいのある方のために、音訳

したり情報をお伝えする活動です

声の広報・声の議会だより（インターネットで
聴くことが可能）・ゴミ収集アナウンス・登録
録音図書・個人のための録音図書の制作な
ど

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

第2･4木曜19時～21時、先生指導の勉強
会は日曜の2時間（月1～2回）

うえの 072-339-0741

●発信者　：

386

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問（初心者も歓迎）

読書の森（松原図書館）、まつばらテラス
（輝）ほか

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

松原市朗読研究会

声で情報をお伝えする活動

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的募集

（1日体験可）

視覚に障がいのある方のために、音訳

したり情報をお伝えする活動です

マッピー通信、図書館ニュース、登録録音
図書、個人のための録音図書の製作、訪問
での対面朗読など

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

第1金曜10:00～先生指導の勉強会、第3
金曜13:30～自主勉強会

うえの 072-339-0741

●発信者　：

387

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問（初心者も歓迎）

読書の森（松原図書館）、または松原公民
館

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

松原あめんぼテープライブラリー

声で情報をお伝えする活動

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的募集

（1日体験可）

レゴの知識・興味のある方歓迎。ヤフ

オク等の作業お手伝いをお願いします

ヤフオクなどのオークションを個人で出品す
るにあたってのサイズの計測や、出品から発
送など、またホームページの校正など、身体
が動きにくいので手助けをお願いします。
（初心者の方でもお教えします）

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

空いてる時間帯をお互いで調整できれば
と思います。

うえの 072-339-0741

●発信者　：

388

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問（初心者も歓迎）

天美東　個人宅

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

まつばらボランティアセンター（個人）

天美東　女性

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的募集

9



発行：社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
　　　　まつばらボランティアセンター

TEL ：072-339-0741
FAX　 ：072-335-0294
E-mail：matsuvc@matsubarashakyo.net

●この情報は、2022年6月1日現在のものです。後日、募集内容の変更や
　募集を終了している場合があります。また、新型コロナの影響で
　中止となる場合があります。なお「応募条件」「申込締切日」の
　欄が空白の場合は、条件や締切日の指定が特にない場合です。

22-①

〒580-0043　松原市阿保1-1-1
　　　　　　松原市役所東別館3階

ボランティア募集情報

この情報は、ホームページでもご覧になれます。 http:/ /www.matsubarashakyo.net

（月～金曜　9:00～17:30）

夕方に洗濯機や乾燥機をまわしたり、

畳むお手伝いをお願いします。

デイサービスから戻って来られた入居者さん
の着替えてきた洋服や下着、タオル類を洗
濯し、乾燥機にかけ、畳むなどの一連のお
手伝いをお願いします。（洗濯機は複数台
あります）。その他施設内でのお手伝い（清
掃、物品補充など）をお願いします。

●活動内容：

●活動日時：

●活動場所：

夕方16:00～最長2時間程度
1時間くらいからご相談ください。

うえの 072-339-0741

●発信者　：

390

募集№

まつばらボランティアセンタ-

■申込締切日

○担当者: ○TEL:

■応募条件

性別不問（初心者も歓迎）

高齢者施設（松原市一津屋）

●問合せ
   申込み

●誰と関わる：

住宅型有料老人ホームメープルコートまつばら

高齢者施設内でのお手伝い

社会福祉法人　　松原市社会福祉協議会

継続的募集
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