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おおぶ社協だより 227号
令和元年6月1日

おおぶ福祉特集①
おおぶ福祉特集②

「被災者とボランティアの心をつなぐ災害ボランティアセンター」
「暮らしに身近な福祉サービスのご案内」

● きほんの朗読教室～音訳ボランティア養成講座～のご案内
● あなたの地域や職場で、認知症について学びませんか？
　　～認知症サポーター養成講座のご案内～
● ボランティアだより
● 夏休みボランティアスクール参加者大募集

ボランティアとは、楽しみながら、成長や感動、充実感、達成感を得ることが
できる活動です。あなたの成長につながる、学校ではできない体験が待っています！！

たくさんの人たちとの出会いや交流を通じて、素敵な夏休みにしましょう♪

～この夏、思い出に残るような、素敵なボランティア体験をしませんか？～
【ボランティア体験】　期間：7月26日～8月8日　場所：市内高齢者施設、障がい者施設など
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施設名 日程 活動内容

グループホームわかくさ
（若草町）

高齢者との交流。お話し相手、ゲームや体操などのお手伝いをします。

高齢者との交流。レクリエーションやお話し相手などのお手伝いをし
ます。

高齢者との交流。レクリエーションやお話し相手、配膳準備などをします。

地域の人や高齢者との交流。食事のお手伝いや農作業をします。 

知的障がいのある人が利用する施設。作業や外出活動などをお手伝
いします。 

利用者の整容、見守り、身の回りのお手伝いをします。

精神障がいのある人が働く施設。障がいのある人と共に、軽作業を体
験します。

自閉症のある人が利用する施設。一緒に散歩や体操したり、音楽や芸
術活動のお手伝いをします。

高齢者との交流。レクリエーションやお話し相手などのお手伝いをし
ます。 

高齢者との交流。レクリエーションやお話し相手などのお手伝いをし
ます。

入居者または利用者との交流。配膳や介助のお手伝いなどをします。

高齢者との交流。運動やリハビリのお手伝いをします。

さわやかデイサービス
（共栄町）

ネットワークみやび
（森岡町）

はっぴいわん大府
（江端町）

デイサービス森音
（森岡町）

多機能型事業所ライム
（梶田町）

たくと大府
（横根町）

長草デイサービスセンター
（長草町）

追分デイサービス　
（追分町）

ピッコロの丘・アップルの丘
（横根町）

7/26(金)～27(土)
　

10:00～15:00

7/29(月)～30(火)
　

8:45～15:15

7/29(月)～30(火)
　

9:00～14:00

7/31(水)～8/1(木)
9:00～16:15

7/31(水)～8/1(木)
8:20～16:00

8/2(金)～3(土)
10:00～14:45

8/2(金)～3(土)
9:30～16:00

8/5(月)～6(火)
9:00～15:00

8/5(月)～6(火)
9:00～15:00

8/7(水)～8(木)
9:00～16:00

8/7(水)～8(木)　
8:45～16:00

デイパーク大府
（横根町）

東あけび苑
（横根町）

□主 催：大府市社会福祉協議会総合ボランティアセンター
□対 象：市内在学の中学生・高校生
□参加費：無料　※別途、プログラムにより昼食代が必要になります
□その他：参加者は、主催者よりボランティア活動保険に加入させていただきます。
□申し込み：社会福祉協議会窓口、電話・ＦＡＸ・メール、にてお申し込みください。
　また、学校を通して本事業のパンフレット（参加申込書）も配布いたします。
　参加申込書には、第４希望までご記入ください。申し込み多数の場合は抽選となり
　ますのでご了承ください。
□お問い合わせ・申し込み先：大府市社会福祉協議会総合ボランティアセンター
　住 所：大府市東新町一丁目２１９番地  E-mail：obu-fuku@ma.medias.ne.jp
　ＴＥＬ：０５６２－４８－１８０５  ＦＡＸ：０５６２－４６－９５６０

夏休みボランティアスクール
参加者大募集

【事前学習会（必須）】 ※①または②の日程でご参加ください。

日　時：①７月２２日（月）午後１時３０分～３時
　　　  ②７月２３日（火）午前１０時～１１時３０分
場　所：保健センター　講義室（２Ｆ）
内　容：オリエンテーション、注意事項など

【事後学習会（任意）】
日　時：８月９日（金）午後2時～3時

場　所：保健センター　講義室（２Ｆ）

内　容：体験学習の振り返り・まとめ

7/26(金)～27(土)
　

9:00～16:00

▲ボランティアサークルしずくの音訳活動の様子
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