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藤井寺市社会福祉協議会 ボランティアセンター
藤井寺市ボランティア連絡会
〒583－0035 藤井寺市北岡 1－2－8
TEL ０７２―９３８－８２２０
FAX ０７２―９３８－８２２１
E－mail
fureai＠silver.ocn.ne.jp
URL
http://www.fujiidera-shakyo.net
開所時間 月～金 ９時～１７時３０分
（祝日除く）

皆さんは、令和元年の暑い夏をどのように過ごされていますか？
受験勉強中の方、夏休みの子ども（孫）のお世話で忙しくされている方、旅行を満
喫されている方など、色々な夏を過ごされていることと思います。
8 月も下旬に入りますが、残暑は厳しくなりそうです。水分をしっかり取って、残りの
夏を乗り切りましょう！！
（ボランティアセンター職員より）
■藤井寺市ボランティア連絡会に加入し、市内で活動しているボランティ
ア団体を紹介する冊子ができました。
冊子のタイトル

『これは、
藤井寺市内で活動している
ボランティア団体を
紹介する冊子です。』
地域の会館や施設に出向き、みなさんに笑顔と健
康と癒しを届けています！
興味のある方は、藤井寺市社会福祉協議会ボラン
ティアセンターまでお問い合わせください。
※団体の情報は 2018 年度末のものです。
※冊数には限りがあります。あらかじめご了承ください。
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☆毎年、７月～９月にかけて実施しているボランティア体験プログラムをご紹介します。
施設名

活動場所

活動期間

募集対象

活動内容

① （高齢者分野）
どうみょうじ高殿苑

道明寺 3-2-2

７月１日～
８月３１日

小学生以上

利用者との話し相手や
創作活動のお手伝い

② （児童分野）
つどいの広場ふじいでら

小山 9-4-45

７月 1 日～
８月３１日

小学生以上

乳幼児の見守り、イベン
トのお手伝い、遊び相手

小山 3-151-1

８月１６日～
８月１８日

専門学生以上

藤井寺 4-11-7

８月１日

専門学生以上

③（高齢者分野）
高齢者ケアセンター
つどうホール
④（高齢者分野）
藤井寺特別養護
老人ホーム
⑤（高齢者分野）
藤井寺特別養護
老人ホーム
⑥（高齢者分野）
藤井寺特別養護
老人ホーム

藤井寺 4-11-7

藤井寺 4-11-7

⑦（障害者分野）
障害者地域生活支援センター 岡 2-12-6
進和ビル３階
わっと

７月３１日～
８月２日

専門学生以上

７月 1 日～
９月３０日 小学４年生以上
（月、木、土） 中学生
７月１日～
９月３０日 小学生以上
（8/13～8/16、
8/30 を除く）

レクリエーションのお
手伝い（書道、ぬり絵、
フラワーアレンジメント）

７月１日～
９月３０日 高校生以上
（8/13～8/15、
祝日を除く）

利用者の仕事の手伝い
や話し相手など

利用者との話し相手など

⑧（障害者分野）
しゅらの郷福祉会
あゆみ

津堂 3-286-5

⑨（高齢者分野）
ひかり・第２ひかり

惣社 2-5-15

７月１日～
９月３０日

高校生以上

利用者との話し相手、
レクリエーション、クラブ
活動の参加

⑩（高齢者分野）
ひかり・第２ひかり

惣社 2-5-15

９月２２日

高校生以上

敬老祝賀会のイベント
スタッフ

⑪（高齢者分野）
介護老人保健施設
ふじいでら

野中 1-103-1

７月２８日

大学生以上

■申し込み方法■
ボランティアセンターの窓口及び下記の専用 Web サイトからプログラム一覧をご覧になり、ボラ
ンティアセンター窓口を通じてお申し込みください。
携帯電話からもプログラム一覧を見ることができます。
大阪府社会福祉協議会

検索

TOP ページのボランティア体験プログラムの
アイコンをクリックしてください。

https://www.osakafusyakyo.or.jp/volunteer/summerv.php
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精神保健福祉ボランティア講座

統合失調症について

こころの病を持つ障害者が、地域でいきいきと生活するためには、私たちに何がで
きるのか考えてみませんか。
障害を正しく理解し、障害者を支える人の輪を広げるために、ぜひご参加ください。

日

時：令和元年 10 月 31 日（木）
13 時 30 分～15 時
講 師：桐田こころのクリニック
院長 桐田 育浩 先生
会 場：藤井寺市立福祉会館 2 階講座室
藤井寺市北岡 1-2-8
072-938-8220
申込み：当日参加は可能ですが、資料の都合
がありますので、できるだけ 10 月
18 日（金）までにお電話にてお申込
みください。
主 催：社会福祉法人 飛笑
障害者地域生活支援センターわっと
社会福祉法人

藤井寺市社会福祉協議会

【申込み・問合せ先】障害者地域生活支援センターわっと
藤井寺市岡 2-12-6 進和ビル 3 階
TEL/FAX 072-930-0733
月曜日～金曜日 9 時～17 時に、ご連絡ください。

予

告

令和元年度『OSAKA ボランティア手帳』が販売されます！

販売時期：令和元年 11 月中旬（予定）
価
格：＠350 円～＠450 円
（今秋から税率 10％になるため価格変更）
使用期間：2019 年 12 月～2022 年 3 月
受付場所：藤井寺市社会福祉協議会
ボランティアセンター

～OSAKA ボランティア手帳の歴史～
1992 年（H4）から作製開始。
1995 年（H7）の 3 冊目から 3 年手帳になる。
現在は 2 年手帳。
ボランティア支援の一つとして、ボランティアを
している人が活動内容やその時の想いを記録し、
その活動の励みとなるように作成されてきた。
今年で 12 冊目となる。
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成
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◆つどいの広場 ふじいでら からのお知らせです。
赤ちゃんから就園前までの親子が気軽につどい、地域の方や様々な方との触れ合いの
場を提供しています。子育て中にほっと一息入れられる雰囲気を作るお手伝いをしてい
ただけるボランティアを募集しています。
活 動 内 容 ：広場に遊びに来られた利用者さんとのふれあい（お話を聞く）
お子さんの見守り、遊び相手（折り紙やお絵かきなどを一緒に
楽しんでくださる方）…など。
活 動 時 間 ：平日１０時～１６時（1 時間でも大丈夫です。）
実 施 場 所 ：つどいの広場 ふじいでら（住所：藤井寺市小山９－４－４５）
問合せ・申込 ：直接ご連絡ください。ＴＥＬ０７２－９３６－００１１【スタッフ】

「藤井寺さーくる」は、世代を問わずに町会範囲
で楽しく集まれるイベントを企画・運営されてい
るボランティアグループです。

ボランティアのか・た・ち
☆夏休み特別企画☆
「藤井寺さーくる」
あっと はやしの巻

その２

8 月３日（土）＠林公民館

今回、２回目の取材を受け入れていただいたのは
「藤井寺さーくる」の皆さん。
夏休み特別企画ということで、市内で子ども食堂
をされている、はぐくみ食堂さんの協力で、“ごはん
プロジェクト”というイベントを開催しておられま
した。
参加した子どもたちは、ペットボトル風鈴をボラ
ンティアさんと作ったり、紙飛行機大会に参加した
り。また、ご高齢の方は、ハーバリウムという小物
作りをしながら、同じテーブルに座った方とおしゃ
べりを楽しんでおられました。

活動年数も 2 年を超え、ますます充
実している「藤井寺さーくる」の活動。
その充実の秘訣は、１つの団体だけで
無理に完結せず、テーマに応じて市内
の他の団体と協力して活動していく、
といった柔軟性にあるということを取
材を通じて感じました。
企画運営を一緒にしていただけるボランティ
ア募集しています。ご関心のある方はボラン
ティアセンターまでご連絡下さい。
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