
活動日・時間 活動場所

活動日・時間 活動場所 活動日・時間 活動場所

定例会
　第3（木）午後1時30分～
活動　依頼があればいつでも

　此花ふれあいセンター3階
　　　　ボランティアルーム
　　　　　活動先

  練習日：第1（土）
　　　　　第2（土）
　　　　　第3（土）

　此花区民一休ホール
　高見老人憩の家
　此花ふれあいセンター

　　　　「あゆみ」は子育て中のあなたを
　　　　　応援しています。

　 保育ボランティアあゆみ 大正琴　澪

　　　区内の行事で保育をします

　　　　大正琴を習いながらいろんな曲を
　　　　マスターし、要望により区内の
　　　　イベントや地域、施設などで
　　　　出張ミニコンサートをしています。

　　　　お年寄りや子供たちに絵本、紙芝居、
　　　　ペープサート、パネルシアターを
　　　　取り入れて演じます。

           子どもたちに絵本の楽しさをお届けしています

第２（水）午前１０時３０分～

月末（土）

奇数月第３（土）午前１１時～

　なぎさ公団集会所
　
　
　此花図書館

　　　　　最初は此花ふれあいセンターのデイサービスでの誕生会

　　　　　　でした。ラヴィータウーノの訪問は17年が過ぎました。
　　　　　　いつも楽しみに待ってくれています。

此花区ボランティア

住所：伝法3-2-27

6462-1224
6462-1984
kono-shakyo@k
onohanaku.or.jp

此花ふれあいセンター

此花区

ボランティア

情報

・市民活動センター
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活動日・時間 活動場所 活動日・時間 活動場所

練習会：毎月１回（火）
　　　　　　午後１時～３時

依頼があれば現地で活動

此花ふれあいセンター３階
　　　ボランティアルーム

・認知症サポータ養成講座
　依頼に応じます。

・区長と歩こう

区役所、梅香殿、ふれあい
喫茶、昇陽高校  他

予定は「広報このはな」に掲載

活動日・時間 活動場所 活動日・時間 活動場所

                    随時
NPO事務所
相談者の希望先　他

おもちゃ交換会　不定期

おもちゃ病院　  毎月第２(土)

                 午後１時～３時

おもちゃ創り　  不定期

  子ども・子育てプラザ

  各種イベント会場

　　　　　物忘れが多いと迷惑をかけるのでは？と心配し
　　　　　ないで一緒に楽しく歩きましょう。また、サポ
　　　　　ーターも募集しています。

  このはなカエルクラブ
　　　 おもちゃの交換会（カエッコ）や
       おもちゃ病院、おもちゃ創り(工
       作）を中心に地域で活動しています。

　　　　　会員は弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの

　　　　　　士業と不動産、設計、介護、茶道、ダンス講師などの
　　　　　　専門家の集まった団体です。お気軽にお電話を！！

　　　　　子どもが大好き！人が好き！地域が大好き！お
　　　　　もちゃ大好き！自然が大好き！いろいろな人が
　　　　　巡りあって楽しいグループを目指しています。

　 チャイルド☆ドリーム
　　　 施設や地域のまつり等でバルーン
　　　 アートやマジックを披露していま
       す。

　 このはな認知症サポーターの会

　　　　認知症の方と「区長と歩こう！」で一緒に歩くこ
　　　　とにより、外出を支援しています。認知症サポー
　　　　ター養成講座も依頼により開催します。

　　　　　　　　　 くらサポ

　　　　高齢・障がいの方の日常的な相談（成年後見、遺言、相

　　　　 続、不動産、介護保険　その他のこと）を受けています。
         高齢者、家族、ケアマネなど関係者の方ご相談ください。

　　　　　楽しいので一緒に体験しましょう。
　　　　　練習に遊びに来てください。
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活動日・時間 活動場所 活動日・時間 活動場所
定例会

　毎月第１(火）午後１時～

まち案内の会 開催

此花区役所３階このはサロン

「広報　このはな」に案内を掲載

活動日・時間 活動場所 活動日・時間 活動場所

　依頼があれば演奏に
　伺います。

　希望されるところに
　出向きます。

定例会
　　毎月第１（木）
　　午前１０時３０分～正午
学校からの依頼により活動

此花ふれあいセンター３階
　　　ボランティアルーム
依頼のあった学校

    このはな区民学芸員

  まち案内の会
　　　　此花区内を２～３時間（４～５Kｍ）のコースを
　　　　作成して、区内外から来られる方々に此花区の
　　　　知られざる魅力を発信、案内しています。

来てみてカフェ開店日　　　　　      此花ふれあい
  奇数月　第4（金）午後2時～3時         センター
　偶数月　第4（土）午後2時～3時     ３階　会議室

　　　　　興味のある方の会への参加を募っています。
　　　　　 わが住むまち「このはな」をもっと知ろう‼

　　　　　カフェの運営ボランティアやカフェへの送迎
　　　　　ボランティアを募集しています。

来てみてカフェボランティア

　　　　来てみてカフェ（物忘れが気になる、介護を
　　　　している、引きこもりがち、そんな方に
　　　　ほっこりできる時間を過ごしていただく
　　　　カフェ）の運営。その他、認知症に関すること。

　　　　　みんなの知っている曲で
　　　　　楽しい時間を過ごします。

　　　　　子どもたちに困っている人がいたら勇気を出し
　　　　　て声を掛けられる人になってほしいと思ってい
　　　　　ます。子どもたちの笑顔は素敵ですよ。

　　　 施設や地域のまつりなどに参加。
　　　 ボランティアの尺八や三味線演奏
　　　 に合わせ、みんなで民謡や歌謡曲を歌います。

　　　　此花区内の学校に出向いて生徒や
　　　　PTAに車いす・アイマスク・高齢
　　　　者疑似体験などを体験、体感
　　　　してもらっています。

和の響 福祉教育サポーター
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活動日・時間 活動場所

活動日：偶数月(日未定)
　　　　　　午後１時～３時

定例会：毎月第２(木)
　　　　　　午後３時～４時

　ぶるうむ此花

　此花ふれあいセンター３階
　　　ボランティアルーム

活動日・時間 活動場所 活動日・時間 活動場所

定例会：第２(水)
　　　　午前１０時３０分
　　　　　　　　　～正午

此花ふれあいセンター３階
　　ボランティアルーム

定例会：第３(木)
　　　　　午前１０時３０分

　　　　　　　　　　　～正午

　此花ふれあいセンター３階
　　　ボランティアルーム

七夕クラブ
　　　　２か月に１度、障がい者施設
　　　　ぶるうむ此花で利用者の
　　　　方と工作を作っています。

　　　　区民からの依頼により「市民後見人」として大阪
　　　　市社会福祉協議会成年後見支援センターの講座と
　　　　体験を通じて得た知識を活かし講師として成年後
　　　　見制度の説明を行います。

活動

定例会：年8回の成年後見支援センター研修終了後に開催

　　　　　施設の利用者と一緒に手作り
         するのが楽しいです。

　　　　　「地域社会における権利擁護の推進と成年後
　　　　　見制度の普及」のためこのはな区域での成年後
　　　　　見制度の普及活動に取組んでいます。

　 このはな市民後見人の会

　　　　　　一緒に楽しく活動しましょう！
　　　　　お裁縫が好きな方は一緒に
　　　　　活動しませんか

　　　　紙で簡単に遊べるゲームを
　　　　作り、施設や地域の方と
        楽しんでいます。

　　　　お裁縫を通して衣類の補修をしたり、施設に
　　　　プレゼントを渡すなどのボランティア活動を
　　　　しています。

　 レクリエーション部 　　　ちくちく
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その他のボランティアグループ

此花点訳ボランティア「めばえの会」

バラライカ演奏 ウクレレ演奏

ギター演奏

大道芸 雑巾・バスマット作り

紙芝居 不定期でやってます。

ロシアを代表する弦楽器で、三角の
共鳴胴がユニークな弦楽器です。メ
イン弦は金属になっており、きらき
らとした明るい音色が魅力です。
主に水曜と木曜（午後）
に活動しています。

ウクレレの演奏に合わせてみんなで歌
います。ウクレレののんびりした温か
い音色に癒されます。

高く上げるジャグリングやマジッ
ク、ジャグリング、ダイス、皿回し
など多彩なパフォーマンスを楽しい
おしゃべりを交えながら進めます。

古タオルを利用し、雑巾やバスマット
を手作りし施設に送っていますていま
す。古タオルのご寄付を受け付けてい
ます。

個人ボランティア

メディア・アカデミー

　　キッズダンスのパフォーマンスグループです。
　　学校が休みの時に活動をしています。

　　日舞、新舞踊、歌、民謡体操を施設で披露してい
　　ます。

大阪ＹＭＣＡマジッククラブ

　　マジックの披露をしています。

賑やかごはんの会

　　四貫島で子ども食堂を行っているます。

　　自治会内で「サロン」活動

男塾

　　施設でのイベント手伝いや植木の整理、ボウリング
　　サークルなど

なかよし会

ぶーふーうー

　　絵本のよみきかせ

ボランティア　よつ葉

得　活（グループではありません）

手話サークル「このはな」 得活は得意なことを活かしてするボランティア活動です。
グループで活動することが苦手な方にもっぴったりです。
お名前と得意なことややってみたい活動を登録していただ
きます。登録内容と合う依頼があった時にお電話させてい
ただきます。登録をお願いいたします。来てほしい人もご
連絡を！！

　　手話通訳や手話勉強会の実施

　　点字点訳

お散歩の付き添衣類の補修

家の補修
植木の水やり

電球交換

料理

買

い

物

ペンキ塗り


