
　　　　　　令和３年５月　現在

　　　　　※ボランティア募集中

グループ名 活動日時 内容
奇数月 第１（月）
13:30～14:15
奇数月 第１（火）
13:30～14:15
偶数月 第１（月）
13:30～14:15

訪問 偶数月 第3（水）
「そよ風」 13:30～14:15

偶数月 第4（水）
10:30～11:15
年４回
14:30～15:15
年４回
14:00～14:45
年３回
14:00～14:45
年３回
13:30～14:15
年３回
13:30～14:15

点訳サークル 第２・第４（水）
「風」 10:00～12:00

※８月は休み

手話サークル 毎週（月）

「虹」 14:00～16:00

音訳

「あいうえお」

第１（月）
紙芝居 13:00～16:00

「拍子木」 泉南市立図書館 馬場
第2・第４（土）
14：00～14：30

かみしばい会

依頼先への出張 馬場 ご都合に応じて 子育てサロン・イベントなどの紙芝居

第１（金）
8:00～9:00
第１（火）※８月は休み

駅前清掃 8:00～9:00　（4月～10月）
「さわやか」 9:00～10:00（11月～3月）

第２（月）※８月は休み

8:00～9:00　（7月、9月）

9:00～10:00（10月～6月）

                       泉南市ボランティアセンター（泉南市総合福祉センター　あいぴあ泉南３階）

                                                 電 話　４８３－０２９４

　　 　泉南市社会福祉協議会（泉南市総合福祉センター　あいぴあ泉南1階）
　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　482-1027　    　ＦＡＸ　482-1618

                 HP　http://sennan-shakyo.or.jp/~sennanvc/   メール　sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp　

泉南市ボランティアセンター登録

定例会・大型紙芝居の制作

★環境整備★

駅前の清掃、花の植え替えなど
JR阪和線「和泉砂川駅」 牧野

JR阪和線「新家駅」 新家

手話の学習、聴覚障がい者との交流
ボランティア関連の手話通訳

社協せんなん・ボランティアセン
ターだよりが発行される前月の最
終木曜日

視覚障がい者のためのテープ録音

★子どもたちへ★

「泉南おもちゃの病院」 あいぴあ泉南 樽井 第４（土）10:00～15:00

泉南市ボランティア連絡協議会　グループ一覧表

介護福祉施設ぶどう 樽井

小規模多機能の家ふくはち 大苗代

★高齢者の方へ★
活動場所

あっとほーむ六尾の郷 信達金熊寺

各高齢者関係施設での歌体操、紙芝居、
ハーモニカ演奏、合唱、合奏、フラダンス
など

ケアハウス長寿苑 信達金熊寺

グループホーム　ゆうゆう　　　　 信達市場

グループホーム　虹Ⅱ 中小路

りんくう南浜

デイサービスセンター　虹 新家

小規模多機能なでしこ泉南

なでしこりんくう

ボランティアセンター 樽井

あいぴあ泉南 樽井

りんくう南浜

老人ホーム　あさなぎ 新家

ボランティアセンター 樽井

視覚障がい者へ書籍(絵本を含む）を点字板
やパソコンを使って点訳、泉南市等からの点
訳依頼。絵本は市立図書館に寄贈

ボランティアセンター 樽井

南海線「樽井駅」 樽井

おもちゃの修理(受付は14:30まで)



　　　　　　令和３年５月 現在
　　　　　　※ボランティア募集中

摘要 内容
特養　せんわ 信達金熊寺 話し相手、外出時の付き添いなど
せんわデイサービスセンター 信達金熊寺 レクリエーション、手遊び、将棋の相手など

特養　六尾の郷 信達金熊寺 ご都合に応じて 話し相手
ケアハウス亀寿の森 新家 外出時の付き添い、歌・演奏など

なでしこりんくう りんくう南浜
話し相手、囲碁、将棋の相手、縫い物
行事（お花見、夏祭り、祭り）

このゆびとまれ 馬場

デイサービスセンター
老人ホームあさなぎ 新家 １１：００～１１：４５（水）・午後でも可 歌・ゲーム・トランプ・手品・百人一首など

外出介助
　　「ふれあい」
ミニデイサービス 樽井 あいぴあサロンの運営

　　　「ぽぷり」 （高齢者ミニデイサービス）

視覚障害者 レクリエーション活動 随時 料理、カラオケなどのサポート

ちゃおの会 樽井 一緒に行事を楽しむ
（事務局：泉南市障害福祉課） （バスツアー、季節ごとの企画など）
NPO法人ホス 樽井 １０：００～１６：００の間いつでも可 室内作業（組み立て等）、畑仕事のサポートなど

知的障がい児 泉南おもちゃライブラリー 樽井

とその兄弟姉妹 場所：あいぴあ泉南など
保育 牧野 第１・第３（水） 子育て支援センターの保護者会研修会時に
　「ダンボの会」 9：30～11：30 きょうだいの保育

泉南市地域子育て支援 樽井

センター「ひだまり」
こどもステーションねがい星（一丘小） 年3回 子どもの遊び相手

リフトカーでの送迎　
※講習会等の受講必要（費用社協負担）

第３（火） 午前中 一人暮らし高齢者に弁当を民生委員宅へ

※６～９月は休み 届ける

園芸「さくら草」 あいぴあ泉南 月１回程度 あいぴあの花の植え替え・花壇の手入れ

ハイキングの企画、下見、参加者の
サポート※健脚の方希望
かわいい小物を作り、販売収益金を
寄付する

ボランティアセンター 樽井 第１（火） １３：３０～１５：３０ 定例会
ライフポート泉南 りんくう南浜 第２（火） １３：３０～１４：３０
ケアハウス田園 幡代 第３（火）　 １３：３０～１４：３０
なでしこりんくう りんくう南浜 第４（火） １３：３０～１４：３０
なでしこりんくう（休止中） りんくう南浜 月1回 １３：３０～１５：３０
ライフポート泉南　　 りんくう南浜 第２・第４（金）１３：３０～１５：３０

ボランティア （月）～（金）の間 １０：００～１３：００
センター当番 でご都合のつく日 １３：００～１６：００
ボランティアセンター 年4回（５月９月１１月２月）発行に向けて
だより編集委員 記事の立案・編集

１３：３０～１５：３０

なでしこりんくう りんくう南浜
第２（金）・第４（水）
13：00～14：30

買物同行介助、行事のお手伝い（不定期）

あいぴあ泉南
毎週（金）
9：30～14：00

第１（木）

泉南市ボランティアセンター登録         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  

ボランティアセンター 樽井

ボランティアセンター

ボランティアセンター 樽井

喫茶「いずみ」

樽井

傾聴「あゆみ」

料理教室、おやつ作りの指導

高齢者施設での傾聴ボランティア
※できれば養成講座修了生
　　　（ご相談に応じます）
喫茶コーナーのお手伝い・
行事のお手伝い(不定期)

運転

第３（火）　 １３：００～１６：００

ご都合に応じて

春・秋

小物づくり
「ソーイングクラブ」

給食配送

ハイキング 近隣の山

★その他★（泉南市社会福祉協議会・泉南市ボランティアセンター主催）

樽井

第3（土）

★子どもたちへ★

料理　第１・第３（木）１０：３０～１２：００

近隣市町の病院など

音楽療法の手伝い、遊び相手

子ども総合支援センター

子ども

１3：００～１5：００

泉南フレンド

★高齢者の方へ★
依頼団体／活動場所

話し相手、将棋の相手、お茶出し、入浴後の
ドライヤーがけ

活動日時

ご都合に応じて

ライフポート泉南 ご都合に応じて

ご都合に応じて

りんくう南浜
話し相手、行事（お花見、夏祭り、祭り）、お花の
植え替え、畑作業

精神障がい者

ご都合に応じて

※その他、各施設、地域子ども会などへのレクリエーション、話し相手、楽器演奏、単発の保育ボランティア、社会福祉協議会 行事のお手
伝い、 　その他趣味を活かしての活動などの依頼があります。単発での活動もあります。上記以外の活動のご相談もお気軽にどうぞ。

ボランティア活動相談・受付など

不定期

発行月の２ヶ月前より編集委員会開催

おやつ　第２（木）１３：３０～１５：００

保護者教室時の子どもの遊び相手

ご都合に応じて 生け花・陶芸の補助、話し相手、介助補助

市内全域

                                   個人登録ボランティア活動一覧　　　　　　

デイセンターせんなん 信達市場

知的障がい者

福祉施設

★障がい者の方へ★

ご都合に応じて
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