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はしもと

ボラ★２０１９

～夏のボランティア体験（通称：なつボラ）とは？～
橋本市内の社会福祉施設やボランティアグループ、NPO 団体などのご協力により、ボランティア活動をより気軽
に、より身近に体験してもらうためのプログラムです。この機会に、高齢者や障がい者の方々・子ども達との新し
い出会いを通して、新しい自分を見つけてみませんか？
№
１

２

３

４

５

施設・団体名

隅田地区公民館
社会福祉法人

椋の樹福祉会
社会福祉法人ゆたか会

リハビリ橋本
障害者支援施設

悠久の杜

社会福祉法人紀北和楽会
児童養護施設

六地学園
緑地を活用した

６

３世代交流の会
申込締切 活動日 1 週間前

７

エコランド
いと・はしもと
こどもエコチャレンジ教室

８

はしもと
里山学校

９

すずめのお宿

10

11

12

13

14

ボランティアサークル

ことぶき
手話サークル

なでしこ
手話サークル

こゆび
中途失聴・難聴者
交流の筆談会
朗読ボランティア

テープはしもと
うどんカフェ

15

16

17

一休
ライフサポート

みのり
はしもと
おもちゃ病院

活動内容・ＰＲ

日時・集合場所・その他

対象者

ベルマークの仕分け作業と図書室の飾りつけをお願い
します。細かい作業もありますが、皆で楽しくわいわい
おしゃべりしながら作業しましょう。
むくのきは、知的障害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。
利用者の話し相手や日中活動(紙すき、書道、カラオケ等)
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。お待ちしています。

日程 8/2(金)9:30～15:30（12:00～13:00 休憩）
活動場所隅田地区公民館（隅田町中島 22）
定員 10 名 当日ｷｬﾝｾﾙ 34-2312(葛原)
日程 8/1(木)～8/30(金)9:00～16:30※土日祝を除く
活動場所むくのき（高野口町名古曽 724）
定員各日 2 名ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ当日 9:15～
当日ｷｬﾝｾﾙ 43-2414(前田)

障害者支援施設は入浴からリハビリ、相談・助言まで幅
広く提供するサービスです。利用者は男性 26 名、女性
24 名の計 50 名。皆さんとの出会いを待っています。
楽しくボランティア活動しましょう。

日程)8/1(木)～8/8(木)※土日除く 8/14(水)～8/16(金)、
8/19(月)～8/23(金)
10:00～16:00
活動場所悠久の杜（高野口町伏原 1336-1）
定員各日 2 名 当日ｷｬﾝｾﾙ 44-2580(河合)

六地学園は、2 才から 18 才までの子ども達がすごして
います。子ども達と、学習したり、遊んだり、体験して
みませんか。（※要検便検査・麻しんの抗体検査）

日程 8/1(木)～8/25(日)10:00～17:30 ※応相談
活動場所六地学園（橋谷 325）
定員各日 3 名 当日ｷｬﾝｾﾙ 37-0823(池尾)

大学生
以上

自然を守る為、人が何らかの手段を講じなければなりま
せん。団塊の世代、その子ども、孫と 3 世代で継続して
活動する。個々の意見や考え等を話し合い、誰もが自然
の中に溶け込めるように環境保全に努める。

日程 8/18(日) 9:15～11:45
活動場所三石台中央公園周辺（紀見北地区公民館近く）
定員各日 10 名集合 紀見北地区公民館(三石台 4-2-1)
当日ｷｬﾝｾﾙ 090-2112-3088(有本)

中学生
以上

地球環境や自然環境を守り、子ども達が安心して暮らし
ていける未来社会のために、活動しています。エコについ
て学ぶとともに、手づくりのクラフト教室を楽しみなが
ら、心豊かな子どもたちが育つことを願っています。

日程 8/10(土)9:30～12:00 カラフルチョークづくり
活動場所教育文化会館（東家 1-6-27）
定員各日 3 名当日ｷｬﾝｾﾙ 090-4760-0277(佐藤)

ふるさとの豊かな自然を体験しながら心豊かな子ども
たちが成長してくれることを願い、大自然の中で学校を
運営しています。夏休みに蝶やトンボや水生生物と親し
む体験を子どもたちと共に楽しめる若者を募集します。
中学高校生の皆様、体操やダンス、歌、おしゃべり、テ
ィータイム他ゲーム（ビンゴ、トランプ、お手玉遊び）
等ですずめのお宿の私達と一緒に楽しい一時を過ごし
ませんか。男子学生さんも大歓迎、お待ちしております。

日程 8/1(木)～8/23(金)9:00～16:00※土日を除く
活動場所リハビリ橋本（柱本 22）定員各日 2 名
当日ｷｬﾝｾﾙ 37-5800(小南)

高校生
高校生
社会人
大学短大生

中学生
以上

高校生
大学短大生
専門学生

高校生
大学短大生
専門学生

日程 8/18(日) 9:30～15:00 活動場所柱本
定員 10 名集合橋本市柱本区 柱本集会所前
当日ｷｬﾝｾﾙ 090-4760-0277(佐藤)

中学生
以上

日程 8/1(木)9:30～12:00
活動場所橋本ニュータウン集会所（しらさぎ台 13-1）
定員 5 名当日ｷｬﾝｾﾙ 090-8204-2576(田村)

中学生
高校生

月１回、国城寮を訪問し、歌・ゲーム・紙芝居・体操等を
一緒にします。日頃、外部の人と交流が少ない入居者さん
が、楽しんで過ごして頂けるようにがんばっています。

日程 8/7(水)14:00～15:00
活動場所國城寮（隅田町河瀬 907）
定員 5 名 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 13:45～
当日ｷｬﾝｾﾙ 080-1402-0430(西)

高校生
以上

聴覚障害者（ろう者）と一緒に手話の学習や交流をして
います。手話であいさつしてみましょう。すぐ覚えるこ
とができますので、参加お待ちしています。

日程 8/8(木)13:30～15:30
活動場所高野口地区公民館（高野口町名倉 813-2）
定員各日数名 当日ｷｬﾝｾﾙ 090-5043-3446(上平)

小学生
以上

こゆびサークルでは、耳の不自由な人と健聴者とが一緒
に手話を使ってお話をし、色々な行事で楽しく交流して
います。簡単な挨拶や自分の名前を手話で伝えられたら
楽しいですよ。
中途失聴・難聴者と健聴者が筆談で交流し、お互いの理
解を深める活動をしています。あなたも筆談体験してみ
ませんか？
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
音してお渡しします。
うどんカフェ一休は「重度障がい者の働きたいを実現す
るカフェ」としてオープンしました。テレビや新聞で取
り上げられる全国的にも例を見ないカフェの運営のお
手伝いをお願いします。狭い店舗なので一日限定１名。

日程 ①8/2(金)10:00～12:00
②8/23(金)13:00～15:00
活動場所教育文化会館 3 階第 3 研修室（東家 1-6-27）
定員各日 3 名集合 開始 10 分前
当日ｷｬﾝｾﾙ 080-1444-0119(水口)
日程 8/4(日)8/17(土)13:00～15:00
活動場所教育文化会館 3 階第 3 研修室（東家 1-6-27）
定員各日 5 名当日ｷｬﾝｾﾙ 080-1417-2930(梅川)

小学生
以上

中学生
以上

日程 8/1(木)13:30～16:30
活動場所教育文化会館 3 階視聴覚室（東家 1-6-27）
定員各日 10 名当日ｷｬﾝｾﾙ 090-1134-4267(鳥居)

小３
以上

日程 8/2、8/6～8/9、8/20～23
何れも(火)～(金)9:30～15:00
活動場所うどんカフェ一休（高野口町名古曽 681-1）
定員各日 1 名当日ｷｬﾝｾﾙ 44-2219(武友)

高校生
以上

重度障がい者の施設です。彼らに不足している経験を積
み重ねて頂くために毎日様々な支援をしていますが、特
に月曜日は重要な一日レクです。「思いっきり遊ぶ」を
実現するためのお手伝いを是非お願い致します。

日程 8/5、8/12、8/19、8/26 何れも月曜日
活動場所ライフサポートみのり（岸上 319-1）
定員各日 5 名時間 9:30～15:00
当日ｷｬﾝｾﾙ 26-7537(谷口)

高校生
以上

おもちゃ病院は、無料で壊れたおもちゃを治す団体です。
治って元のように動いたり音が出たりするおもちゃに歓声
をあげて喜ぶ子供達の笑顔がメンバーの喜びです。こんな
喜びをメンバーと一緒に体験してみませんか？

日程 8/25(日)9:00～12:00
活動場所教育文化会館 3 階（東家 1-6-27）
定員各日 2 名集合 8:30(教育文化会館 3 階)
当日ｷｬﾝｾﾙ 090-2505-7911(柏木)

高校生
以上
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ハローグループ

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遊んで交流します。

日程 8/2(金) 8:30～11:30
活動場所古佐田区民会館（古佐田 1-209-3）
定員 40 名当日ｷｬﾝｾﾙ 33-0294(社協)

中学生
以上

ＮＰＯ法人
19

げんき倶楽部はしもと

遊びの王様、おにごっこをスポーツ化したものです。子
供達におにごっこを通じ、ルールやスポーツの楽しさを
知ってもらい、運動が苦手な子も運動を好きになっても
らえたらと思っています。現在会員数 15 名です。

日程 8/5、8/19、8/26 何れも月曜日 18:30～20:00
活動場所城山小学校体育館（城山台 2-10-2）
定員各日 4 名ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 当日 18:20～
当日ｷｬﾝｾﾙ 090-3033-0776(福井)

高校生

小・中学生への学習支援・指導と、化学の自由研究を行
います。文系、理系のミニ授業を専門講師により並行し
て行う予定です。ボランティアとしては、小・中学生の
学習のサポートをお願いしたいです。

日程 8/6、8/20 いずれも火曜日 14:00～16:00
活動場所教育文化会館 3 階（東家 1-6-27）
定員各日 3 名ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 当日 13:45～
当日ｷｬﾝｾﾙ 070-1749-6777(緒方）

高校生
以上

こののほっとルームは O 才～未就園児を持つ親の子育
て支援所です。①は水遊びをします。②は夏まつりをす
るので、一緒に子どもと関わりながら楽しく過ごしまし
ょう。

日程 8/6(火)・8/22(木) 9:00～12:30
活動場所こののほっとルーム（神野々368-2）
定員各日 2 名当日ｷｬﾝｾﾙ 32-9345(前迫）

スポーツ鬼ごっこ教室
ＮＰＯ法人
20

げんき倶楽部はしもと
学習支援・自由研究
特定非営利活動法人

21

橋本おやこ NPO
申込締切 活動日１週間前

はしもと

中学生
高校生
大学短大生
専門学生

ボラ★２０１９ 参加申込み方法・問い合せ

参加希望の方は、氏名・年齢・住所・連絡先・参加希望の活動先及び日程を社会福祉協議会ボランティアセンターへ電
話・FAX・窓口にて申し込んで下さい。

●橋本市社会福祉協議会ボランティアセンター

電話 33-0294 FAX33-4377

次のことについてご注意ください。
〇申込みは、体験日前日までです。ただし、定員に達している場合はお断りすることがあります。
〇活動内容の詳細等はセンターまでお問い合わせいただき、受け入れ先への直接の問い合せや申込みはご遠慮ください。
〇当日、体調に不安がある場合は、無理せず連絡の上キャンセルしてください。
〇活動先で得た個人情報は、活動後も守秘義務を徹底して下さい。
○体験中の万が一の事故やケガに備え、「ボランティア行事用保険」に加入します。（費用は社会福祉協議会で負担しま
す。）活動中にケガをした場合はすぐに連絡をしてください。

『自分らしく』を当たり前に！普段の暮らしの“安心”をお手伝いします。

福祉サービス利用援助事業
普段の暮らしに不安を感じることがありませんか。
「少しの手伝いがあれば…。」そんな悩みの解決を一緒に
考えさせていただくのがこの事業です。

どんな事業？
１．福祉サービスの利用援助
（サービス利用手続きのお手伝い、情報提供など）
２．日常の金銭管理サービス（預金の出し入れ）
３．書類等預かりサービス
（保管を希望される通帳や証書などの預かり）

どんな方が利用できるの？
橋本市在住で、高齢者や知的・精神障がいのある方等
で判断能力の不十分な方。そして、この事業の内容を理
解して利用する意思のある方です。
▲おひとりおひとりにあった利用方法を一緒に考えます

どうやって利用するの？
まずは、市社会福祉協議会へご相談ください。その後、訪問面接などの調整をします。
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福祉のしごと就職相談会
みなさまからあたたかい善意のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。いただいた金品は、市民のみなさ
まの福祉事業に活用させていただきます。

福祉のしごとに興味・関心のある方はどなたで
も参加していただけます。

【遺志金】
・匿名

１０，０００円

【古切手・使用済みテレホンカード他】
（敬称略）
辻

眞理／梅本麻衣／木全満知子／原田衣来子

日時

８月３日（土）
１３:００～１４:３０
（受付開始１２:４５）

場所

（橋本市東家１丁目６－２７）

恋野区４・５班サロンひばり山／恋野区１１班サロンひばり
山／橋本市障害児者父母の会／悠久の杜保護者会／㈱リビン
グセンター長野／紀見北地区民生児童委員協議会／たばこ組
合橋本支部／ケアショップレインボー／退職公務員連盟

日常生活を支える車椅子や福祉車両の
貸し出しを行っています
外出困難な高齢者・障がい者、歩行が困難で車椅子を利
用されている方や傷病により一時的に車椅子を利用されて
いる方もご利用いただけます。利用前にはお電話等で空き
状況をご確認ください。詳細については市社会福祉協議会
までお問い合せください。

橋本市民会館１階ギャラリー

○求人募集中の事業所の業務内容や職場の雰囲
気など、直接聞くことが出来ます。
○申込み・履歴書は不要です。
〇入場無料、服装、入退場は自由
○参加者に粗品進呈！
お問い合せ
和歌山県福祉人材センター「ハートワーク」
電話 073-435-5211

■日時

令和元年８月２５日（日）
開場:午前９時
開会:午前９時３０分

■場所

橋本市民会館大ホール

入場無料、粗品進呈！
心よりご来場お待ちしています
主催：輝き友の会
後援：橋本市社会福祉協議会

社協の相談事業
相談事業名

みなさまの日常生活上の相談等に応じています。
どんなささいなことでも一人で悩まないで！お気軽にご利用ください。
相談は秘密厳守です。安心してご相談ください。

心配ごと相談

日常生活での悩みごとや心配ごとなど

福祉防災相談
まちの法律家なんでも相談

地震に備えて…。防災出前講座もＯＫ

相談日
８/２（金）
５・１９（月）
８/１（木）

相続・遺言・成年後見制度など

８/１５（木）

福祉、生活課題など
失業による生活再建費など
介護に関すること

月～金曜日

※要予約（先着 4 名まで）

福祉なんでも相談
生活福祉資金貸付相談
介護相談

相談内容

相談時間
13:00～
16:00

９:00～
17:00

※ 上記の相談場所はいずれも橋本市保健福祉センター（心配ごと相談は金曜日のみ高野口地区公民館）。
※ 相談に関する問い合せ先は、市社会福祉協議会 電話３３-０２９４まで。

