
施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

① 数人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 有 駐車場

年齢 不問 性別 不問

施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

② 2人

③ 2人

④ 2人

⑤ 1人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 有 駐車場

年齢 不問 性別 不問

【定例】（決まった日時の継続的な活動）

ちょこっと♡助っ人ポイント制度活動先一覧
（令和5年1月～3月の募集）

リハビリと機能訓練に特化した短時間型のデイサービス（介護保険サービス）です。デイサービスが休みの

毎月第1土曜日に、エコキャップボランティアの活動場所として開放しています。

ボランティアは、どなたでもお気軽にご参加ください！

その他

姫島こども園

姫島こども園　　 （姫島6-3-33）

リハビリデイサービス　たいいくのじかん

リハビリデイサービス　たいいくのじかん　　 （竹島3-4-3）

活動内容 活動日時

準備（椅子を並べる・分別袋を設置する・テーブルに

シートをかける）、ペットボトルのキャップの分別、

片付け（テーブルのシートをたたむ・分別袋を回収する）

毎月第1土曜

14：00～15：00

月～木　10：00～16：00

※活動曜日、時間は上記の中で相談

発達に心配のあるお子さんの通園施設です。子どもの意思を尊重することと家族支援を大切に、日々の療育を行なって

います。

・利用児の気持ちを尊重しながら関わっているため、一般の方から見ると「我がまま」に見えることがあるかもしれま

せんが、疑問に思った場合は職員にお尋ねください。

その他

活動内容 活動日時

清掃（室内・廊下・窓ガラス・園庭・テラスなど）
月～木　14：30～16：00

※活動曜日、時間は上記の中で相談

・活動が午前～

　午後の場合は、

　お昼ご飯（給

　食）の提供有

修理・修繕
月～木　10：00～16：00

※活動曜日、時間は上記の中で相談

見守り
月～木　10：30～14：30

※活動曜日、時間は上記の中で相談

製作活動の準備、保育教材作り

「ちょこっと♡助っ人」になるには、登録が必要です！

〈登録説明会〉

日 時：令和5年2月15日（水）午後2時～

場 所：西淀川区在宅サービスセンターふくふく

申込方法：電話、FAX、QRコード（要事前申し込み）

【申込み・問合せ】西淀川区社会福祉協議会（ふくふく）

TEL：06-6478-2941 FAX：06-6478-2945 登録説明会の

申込みはこちらから！

https://goo.gl/maps/jine7xJbjJygWjKo6
https://goo.gl/maps/jine7xJbjJygWjKo6
https://goo.gl/maps/jine7xJbjJygWjKo6
https://goo.gl/maps/Q3m4acxBG5yxtHs17
https://goo.gl/maps/Q3m4acxBG5yxtHs17
https://goo.gl/maps/Q3m4acxBG5yxtHs17
https://goo.gl/maps/Q3m4acxBG5yxtHs17
https://goo.gl/maps/jine7xJbjJygWjKo6


施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

⑥ 1人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 有 駐車場

年齢 不問 性別 不問

施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

⑦ 2人

⑧ 2人

⑨ 2人

⑩ 2人

⑪ 1人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 有 駐車場

年齢 不問 性別 不問

施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

⑫ 1人

⑬ 1人

⑭ 1人

⑮ 1人

⑯ 1人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 駐車場 有

年齢 不問 性別 不問

風の子そだち園

清掃（地域・公園）、缶回収、園芸 毎週木曜　10：00～12：00

当園は、生活介護事業所として、障害があっても一人の人間として主体性を尊重し、その人らしい生活、未来に向け

て希望がもてるよう、「本人主体の支援」を基本的な考えとして様々な活動を行なっています。

・持参物：上靴（室内の場合）

その他
動きやすく少し汚れる等でもかまわないもの

風の子そだち園　　 （姫島6-3-5）

活動内容 活動日時

毎週金曜　9：30～10：00

知的・身体・精神など様々な障がいをお持ちの方が、毎日軽作業や余暇活動をしている日中活動の場です。皆さん、と

ても明るく楽しく過ごされています。

その他
軽装

NPO法人いきいき　グループホームだんだん

NPO法人いきいき

いきいき　　 （千舟2-10-6）

活動内容 活動日時

公園掃除・ウォーキングの見守り

毎週月曜　9：30～10：00

毎週火曜　9：30～10：00

毎週水曜　9：30～10：00

毎週木曜　9：30～10：00

ホーム内の掃除機、モップ等の清掃活動

曜日は調整中

9：30～11：00

※活動時間は上記の中で相談

昼食・夕食における盛付け・調理の補助、入居されている

利用者さんとのコミュニケーション・ゲーム遊び等

毎週土曜　 9：00～17：00

※活動時間は上記の中で相談
・活動が午前～

　午後の場合は、

　お昼ご飯の提供

　有
毎週日曜　 9：00～17：00

※活動時間は上記の中で相談

グループホームだんだん （千舟2-9-11）

活動内容 活動日時

入居されている利用者さんとのコミュニケーション・ゲー

ム遊び等

毎週火曜　13：00～17：00

※活動時間は上記の中で相談

毎週木曜　13：00～17：00

※活動時間は上記の中で相談

障がい（知的、身体、精神の方々）者が住まわれているグループホームです。それぞれの皆さんが、自立に向けた生活

を送られている場所です。皆さんと一緒に笑顔の多いグループホームをつくって参りましょう。

・持参物：上靴（スリッパ不可）

・心構え：利用者さんに寄り添う、目線を合わせたコミュニケーション

その他
軽装

https://goo.gl/maps/n3HZzVL9vQSHQnMZ9
https://goo.gl/maps/n3HZzVL9vQSHQnMZ9
https://goo.gl/maps/n3HZzVL9vQSHQnMZ9
https://goo.gl/maps/kgXWDYk4D9sFXnND8
https://goo.gl/maps/kgXWDYk4D9sFXnND8
https://goo.gl/maps/kgXWDYk4D9sFXnND8
https://goo.gl/maps/5SwivgVCaQfyjpRy6
https://goo.gl/maps/5SwivgVCaQfyjpRy6
https://goo.gl/maps/5SwivgVCaQfyjpRy6
https://goo.gl/maps/n3HZzVL9vQSHQnMZ9
https://goo.gl/maps/kgXWDYk4D9sFXnND8
https://goo.gl/maps/5SwivgVCaQfyjpRy6


施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

⑰ 2人

⑱ 3～4人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 有 駐車場

年齢 不問 性別 不問

施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

⑲ 3人

⑳ 3人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 駐車場 有（1～2台）

年齢 不問 性別 不問

施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

㉑ 2人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 駐車場

年齢 不問 性別 不問

施設・団体名

活動場所

活動番号 募集人数 備考

㉒ 2人

施設のPR

注意事項など

服装 駐輪場 駐車場

年齢 不問 性別 不問

活動内容 活動日時

準備（机を並べる・消毒・テキストを並べる）

片付け（消毒・テキストの整理）

小学生の遊び相手

小学生対象の学習支援補助

毎週月曜

15：30～17：30

準備（机を並べる・消毒・テキストを並べる）

片付け（消毒・テキストの整理）

中学生対象の学習支援補助

毎週月曜

17：30～19：00

西淀川インターナショナルコミュニティー

ゆうせいホール　　 （出来島1-13-2　ゆうせい薬局2F）

活動内容 活動日時

準備（机を並べる・お弁当の容器等の準備（数を数え

る））

片付け（調理器具の洗いもの・荷物をまとめる）

清掃（広間の掃除機）

調理補助（盛付け・袋詰め）

毎月第４金曜

14：00～18：00

毎月第２土曜

9：00～13：00

現在はみんなで集まって食べる形式の食堂は休止中で、第２土曜日のお昼ご飯と第４金曜日の晩ご飯に毎回約１５０食

程度お弁当を作っています。

西淀川区に暮らす外国人住民、特に外国にルーツをもつ子どもへの育成支援を、外国人と日本人が協働して取り組むボ

ランティア団体です。毎週月曜午後に外国人向け生活相談会と学習支援教室を開催しています。

・外国につながりのある子ども支援ですが、日本語でコミュニケーション可能です

その他

にしよどこども食堂くるる

出来島会館　　 （出来島1-11-5）

活動内容 活動日時

公園内のごみ・雑草の除去　など
毎月第2土曜

8：00～9：00

西淀川区の玄関口の一つであるJR塚本駅前の公園です。ごみの投棄なども多いですが、日常的な清掃・見回り活動以外

に定期的に清掃活動を行っています。お手伝いいただける方を募っています。

・スリッパはありますが、持参でも結構です

その他
調理しやすい格好

柏里公園愛護会

柏里公園 （柏里3-1　JR塚本駅　西口前）

車内清掃・消毒作業　など
毎月最終月曜

10：00～11：00

送迎車の清掃ですが、運転免許は不要です。

事前の見学も受け付けています。

その他

その他
汚れてもかまわない服装・靴

放課後等デイサービス　さんさんくらぶ

さんさんくらぶ （御幣島6-11-46　御幣島グリーンマンション108号）

活動内容 活動日時

https://goo.gl/maps/7S1P7LEbYKsopX6P6
https://goo.gl/maps/7S1P7LEbYKsopX6P6
https://goo.gl/maps/7S1P7LEbYKsopX6P6
https://goo.gl/maps/thmut5VfrABhgCeM8
https://goo.gl/maps/thmut5VfrABhgCeM8
https://goo.gl/maps/thmut5VfrABhgCeM8
https://goo.gl/maps/46KqdRMuAzTRBA6M6
https://goo.gl/maps/46KqdRMuAzTRBA6M6
https://goo.gl/maps/46KqdRMuAzTRBA6M6
https://goo.gl/maps/jtrp2zqynvRrmR2x5
https://goo.gl/maps/jtrp2zqynvRrmR2x5
https://goo.gl/maps/jtrp2zqynvRrmR2x5
https://goo.gl/maps/7S1P7LEbYKsopX6P6
https://goo.gl/maps/thmut5VfrABhgCeM8
https://goo.gl/maps/46KqdRMuAzTRBA6M6
https://goo.gl/maps/jtrp2zqynvRrmR2x5

