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は じ め に

豊中市社会福祉施設連絡会は、市内で社会福祉施設を経営する社会福祉法人

等が相互に連携し、それぞれの機能を生かした事業を協働で展開することによ

って、利用者のサービス向上、施設経営と管理運営の充実を図るとともに、専

門機関として新たな役割を果たしていくことを目的として平成24年度に設立し、

本年 6月をもちましておかげさまで 5年を迎えることができました。

設立当初 21法人でスタートした当連絡会は現在 49法人を数え、高齢・障害・

保育領域を横断して共同し、地域の福祉ニーズにきめ細かく対応した事業を積

極的に展開することで、地域福祉の向上に努めるとともに、「市民の信頼に応え

続ける」ことを目指し、活動を推進しております。

さて、平成 27年 4月に社会福祉法人制度改革を骨子とした社会福祉法の一部

改正が行われ、経営組織のガバナンス強化や事業運営の透明性の向上、財務規

律の強化などが求められるとともに、地域における公益的な取組を実施するこ

との責務が明記されました。

このような中、当連絡会では、これまで各法人ならびに施設で行ってきた地

域活動の「見える化」を進めるべく、「地域貢献活動協力リスト」を作成する運

びとなりました。

このリストは、施設内の設備・備品等の貸出や、地域の防災訓練や夏祭りな

どの行事に、手伝いなど含めて参加している状況など、当連絡会加入法人が現

在行っている活動を、市内７つの生活圏域ごとに分け、まとめたものになりま

す。記載内容をご確認いただき、各地域で積極的にご活用いただきたいと思い

ますが、地域における交流スペースや、地域住民向けの研修会の企画等、記載

の有無に関わらず、内容につきましても今後検討させていただきますので、そ

の際は各法人の連絡先へお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたし

ます。

一方、リストが活用されるためには、各施設が地域の一員として顔の見える

関係、気軽に頼みごとができる関係であり続けることが大切です。

また、地域のみなさまからのご要望等により、施設側から見えない気づきが

生まれることもあります。当連絡会ではこの「地域貢献活動協力リスト」を、

施設と住民とをつなぐツールの１つとして、より良いものとしてまいりたいと

考えておりますので、今後とも積極的にご活用いただくとともに、ご意見やご

要望をお寄せいただきますよう、宜しくお願い申しあげます。

平成 29年（2017 年）8月

豊中市社会福祉施設連絡会

会 長 星 屋 好 武
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北西部



活動内容

具体的な活動

活動内容 ⑤ 地域の方々への介護勉強会の講師を担当する

具体的な活動

輝豊苑において、地域の自治会で介護勉強会の講師として担当

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

清豊苑・美豊苑・輝豊苑・ウエリストで、地域で活動されているボランティアサークルの

活動発表場所を提供

活動内容 ① 清豊苑　地域交流スペースの提供

具体的な活動

地域包括支援センターとの共催で、地域住民の方を対象に介護予防教室の実施

ホームページURL http://well-seikokai.jp/ E-Mail a-utsumi@well-seikokai.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市箕輪２丁目１３－１２

電話 ０６－６８４０－７０７７ FAX ０６－６８４０－７６７５

法人名称 社会福祉法人　ウエル清光会

ふりがな びほうえん　/　せいほうえん　/　きほうえん　/　うえりすと

施設名 美豊苑　/　清豊苑　/　輝豊苑　/　ウエリスト

ふりがな しゃかいふくしほうじん　うえるせいこうかい

圏域 北西部 領域 高齢
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

地域のお祭りへの参加

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

地域の障害者サークルの集まりの為の場所提供

ホームページURL E-Mail info@tanpopokai.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市蛍池北町３丁目３－７

電話 ０６－６１５２－５８５８ FAX ０６－６１５２－５８４１

法人名称 社会福祉法人　蒲公英会

ふりがな くろーばー

施設名 クローバー

ふりがな しゃかいふくしほうじん　たんぽぽかい

圏域 北西部 領域 障害
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ①③④ 学校プログラムへの参加

具体的な活動

対象・・・地域小学校

内容・・・地域小学校の「土曜教室」プログラムの１つとして職員が小学校に出向いて、生徒さんと一緒に

　　　　　カップケーキづくりに取組みました

活動内容 ③ 地域まつりへの参加

具体的な活動

対象・・・地域団体、利用者ご家族などのつながりによるイベント

内容・・・準備段階からの参画、前日準備

　　　　　当日の店舗出店、後片付けなど

活動内容 ① 職場体験受入れ

具体的な活動

対象・・・地域の中学校、高校、大阪府職場体験事業

内容・・・日常活動への参加　利用者さん援助の補助

　　　　　利用者さんと話をしたり、一緒に作業をして交流していただきます

ホームページURL E-Mail k.moｃo@mist.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市蛍池東町４丁目５－４

電話 ０６－６８４８－０００７ FAX ０６－６８４３－９００５

法人名称 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

ふりがな こうぼうもこ

施設名 工房モコ

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかきららふくしかい

圏域 北西部 領域 障害
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

地域「ふるさとづくり夏祭り」への参加

主催：地域自治会協議会（ふるさとづくり実行委員会）

　　 　夏休み最初の土曜日18時～21時。地域の親睦、活性化として毎年実施。

内容：①地域の諸団体、グループほとんどが参加。②園も一員として招待されPRを兼ね出店（展）

　　　　③児童による太鼓。　パフォーマンス、盆踊り大会、花火等

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

地域防災避難訓練への参加

主催：地域自治会協議会・自主防災会

毎年度２回（日）実施、園休演日のため職員１名参加。

内容：①震度５弱以上設定　②緊急避難（小学校校庭）　③消火器・煙中避難訓練

　　　　④応急手当　⑤学習会　⑥消防放水訓練等

ホームページURL E-Mail toyonakanozomikai@rondo.ocn.ne.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市蛍池東町１丁目１－１０

電話 ０６－６８４３－６６６６ FAX ０６－６８４５－５３２７

法人名称 社会福祉法人　豊中のぞみ会

ふりがな のぞみえん　

施設名 のぞみ園　

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかのぞみかい

圏域 北西部 領域 障害
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ① 場所の提供

具体的な活動

以前施設として使用していた建物が、現在空いており、そこを必要とする団体に、場所を提供

する。

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

豊中市内の中学校で実施されている「地域体験学習」で希望される生徒さんを受入れている。

体験学習を通して障害者がどのような活動をしているのか、又施設がどのような役割を果たしている

のかを知ってもらい、理解を深めてもらうよう努めている。

ホームページURL seven-cherry.jimdo.com E-Mail seven@agate.plala.or.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市山ノ上町９－２４

電話 ０６－６８４１－７５２１ FAX ０６－６８４１－７５２３

法人名称 社会福祉法人　宝山会

ふりがな せぶんあんどちぇりーさぎょうしょ

施設名 セブン＆チェリー作業所

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ほうざんかい

圏域 北西部 領域 障害
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

親亡き後を考える 事例から学ぶ「保険」と「相続」と題しまして障がいのある人の親、兄弟のための

お金講座のセミナーを保険コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、社会福祉法人大阪府障害福祉事業団

の方に講師を依頼し、４事業所で共催セミナーを開催している。

活動内容 ③④

具体的な活動

平成27年7月より住処宮山と連携し、

ステンシル教室、ガラス工芸教室、クリスマス会等を年３回実施している。

活動内容 ③④ 地域の行事等への出張

具体的な活動

・毎年８月に開催されます柴原まつりに参加させて頂き、自治会の方と積極的に交流させて頂いている。

 柴原まつりではＴＯＰＰＯＩの利用者の方が作成した授産製品、エコクリップを販売。

 ボール投げ、アイスクリームの販売を行っている。

ホームページURL http://toppoi.com E-Mail hisyoukai@toppoi.com

内容 □①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市柴原町１丁目３－１６

電話 ０６－６８４４－１０８１ FAX ０６－６８４４－１０８１

法人名称 社会福祉法人　飛翔会

ふりがな しょうがいふくしさーびすじぎょうしょ　とっぽい

施設名 障害福祉サービス事業所　TOPPOI

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ひしょうかい

圏域 北西部 領域 障害
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しゃかいふくしほうじん　あけぼのかいふりがな

圏域 北西部 領域 保育

法人名称

ふりがな

施設名

社会福祉法人　あけぼの会

あけぼのひだまりほいくえん　/　ひがしとよなかひだまりほいくえん
　　　　とよなかひだまりほいくえん　 / 　ひがしいずみがおかひだまりほいくえん

あけぼのひだまり保育園　/　東豊中ひだまり保育園
　　　豊中ひだまり保育園　/　東泉丘ひだまり保育園

所在地

電話 ０６－６８４８－８６１１（本部） FAX

豊中市柴原町２丁目１４－１ / 　豊中市東豊中町５-４-５
岡上の町２-１-８　１F　/　東泉丘２-１２-１８

０６－６８４８－８６１２（本部）

ホームページURL http://akebonokai.net/corp/ E-Mail

内容

headquarter.hidamari
　　　　　　@akebonokai.jpn.org（本部）

☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

活動内容 ①

具体的な活動

子育て支援事業

地域の方々が交流できる場の提供（ひだまり広場１０：００～１１：００・園庭開放）

０、１歳児の地域の子どもを対象に、関わり遊び・離乳食講座・保健指導他（月１回）

　第2水曜日…あけぼのひだまり　第3水曜日…豊中ひだまり（園庭開放なし）　　

　第4火曜日…東泉丘ひだまり　　 第4水曜日…東豊中ひだまり(園庭開放なし）

　各施設とも夏期は水遊びあり

活動内容 ①

具体的な活動

赤ちゃんの駅・育児相談

地域の方が利用できる授乳・排泄交換場所の提供…随時

育児相談…随時（スマイルサポーター在中）

活動内容 ④

具体的な活動

中学生職場体験・ボランティア受け入れ

家庭科授業の一環として、保育士が乳児や保育園の生活についての事前授業を行い、

その後職場体験実施（第13中学校　3年生対象/あけぼのひだまり保育園）

ボランティア受け入れ…随時

活動内容

具体的な活動
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活動内容 ③ 蛍池公民館・蛍池図書館主催事業「すくすくおはなしタイム」への職員派遣

具体的な活動

・参加者への遊びの提供やおもちゃ作り

・参加者の育児相談を受ける

活動内容 ③ レッツ！ボランティア（十三中地域教育協議会）

具体的な活動

・職員・園児による近隣公園の清掃

・“よっといで通信”（コミュニティ誌）へ原稿掲載

活動内容 ②・③ 刀根山校区行事参加

具体的な活動

・ふるさととねやま夏祭り⇒かき氷店出店、カラーボール貸し出し、職員ボランティア参加

・とねやまフェスタ（公民分館まつり）⇒園の様子及び園児の作品等展示

・校区懇親会、敬老の集い、市民体育祭、子育ち・子育て支援ネットワーク子ども部会等、園長もしくは代理出席

活動内容 ① 防災避難訓練（刀根山校区地域自治協議会）

具体的な活動

・第１避難所として場所提供

・園長参加

活動内容 ① 刀根山校区福祉委員会 子育て支援部「ひよこちゃん」・刀根山校区子育て支援事業「こんにちは赤ちゃん」

具体的な活動

・会場提供

・職員を派遣し、参加者へのあそびの提供やおもちゃ作り等

ホームページURL E-Mail atrio@nifty.com

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市刀根山４丁目１－１

電話 ０６－６８４３－６０００ FAX ０６－６８４５－３４０６

法人名称 社会福祉法人　神童福祉会

ふりがな あとりおとねやまほいくえん

施設名 アトリオとねやま保育園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　しんどうふくしかい

圏域 北西部 領域 保育

１３



活動内容 ④ 「ボランティア体験プログラム」の受け入れ

活動内容

・やき芋、もちつき等、園行事参加呼びかけ

⑤ 近隣住民への保育園運営協力の呼びかけ等

・参加者反省会実施

具体的な活動

・事前説明会を実施

・プログラム活動（子どもの世話をはじめ、子どもの生活力を支え育てる仕事の補助、保育室及び

　園内の環境整備、清掃）の指導

・7/1～8/31　

・スマイルサポーター、育児相談員を配置し、相談への対応

・運動会の音響ややき芋、かまど等の煙、周辺道路利用、駐車に関する迷惑に対して手紙配布や放送での呼びかけ

具体的な活動

・園庭開放、地域の未就学児対象行事の実施

活動内容 ⑤ 豊中市一時保育事業

・園内にて地域の就学前時の保育実施
具体的な活動

１４



活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

大学生等のボランティアを受入れ保育体験をしていただいています

活動内容 ③ 地域の行事等の出張

具体的な活動

園所在の地域との交流や行事の協賛など

活動内容 ② 物品提供

具体的な活動

物品提供が必要な方に対し、対応する

ホームページURL E-Mail kirakira-kokoro@hb.tp1.jp

内容 □①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市刀根山５丁目１－２１

電話 ０６－６８４４－１２１８ FAX ０６－６８４４－１２１９

法人名称 社会福祉法人　心音会

ふりがな とねやまこころほいくえん

施設名 刀根山こころ保育園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ここねかい

圏域 北西部 領域 保育
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１７

北中部



活動内容 ⑤ ボランティアの受入れ

具体的な活動

地域ささえ愛ポイント事業に加入し、ボランティアの受入れを行なっている。（グリーンヒル、ほづみ）

活動内容 ④ 街頭募金運動

具体的な活動
職員を派遣し募金活動を行っている。（グリーンヒル）

活動内容 ③ 市民講座　地域清掃活動

具体的な活動

地域住民を対象に施設職員（介護士、看護師、管理栄養士、生活機能訓練士等）が講師となり

講座を開催している。（グリーンヒル、ほづみ）

高校で授業を行ったり、高校生に介護実習を施設で行っている。（グリーンヒル）

近くの公園の月１回の清掃に職員が交代で参加している。（ほづみ）

活動内容 ② 介護用品等無料貸し出し

具体的な活動

通院等で一時的に地域の老人会等に車椅子を貸し出している。（グリーンヒル、ほづみ）

放送設備を子ども会行事等に貸し出している。（グリーンヒル）

活動内容 ① フラワーセミナー　地域子育て支援

具体的な活動

ボランティアグループが地域住民等に向けたフラワーセミナーを月１回開催している

会場提供とチラシ配布を施設が担当している。（ほづみ）

地域子育て支援センターが実施している就学前の親子を対象とした集いを会場提供し入所者

利用者と交流している。（ほづみ）

ホームページURL
http://www.toyonaka-greenhill.com

http://t-hodumi.jp/
E-Mail

info@toyonaka-greenhill.com

hodumi1125@dolphin.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市緑丘３丁目３３０－２　/　豊中市穂積１丁目９－１　

電話 ０６－６８４５－６６６７　/　０６－６８６６－１１２５　 FAX ０６－６８４５－１５１６　/　０６－６８６６－１０６０

法人名称 社会福祉法人　昌壽会

ふりがな とくべつようごろうじんほーむ　とよなかぐりーんひる　/　とくべつようごろうじんほーむ　ほづみ

施設名 　　特別養護老人ホーム　豊中グリーンヒル　/　特別養護老人ホーム　ほづみ

ふりがな しゃかいふくしほうじん　しょうじゅかい

圏域 北中部 領域 高齢

１８



活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

地域自治会と共催で、「となりの認知症」講座や、地域介護教室を開催している。

認知症サポーター養成研修を主催している。

緊急時や臨時必要時に、車いす等を無償で貸し出している。

地域の街かどサロンの利用者に対し、ケアマネジャーが無償で福祉の相談にのっている。

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

介護体験等のボランティアを受け入れている。

ホームページURL http://www.kita-osaka.co.jp/~fukusi/index.htm E-Mail kyosai@world.ocn.ne.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市上野東３丁目１８－１５

電話 ０６－６８５６－４１３９ FAX ０６－６８５６－４１３８

法人名称 社会福祉法人　よつば福祉

ふりがな うえのでいはうすしもつき

施設名 上野デイハウスしもつき

ふりがな しゃかいふくしほうじん　よつばふくし

圏域 北中部 領域 高齢
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

夏祭りには、入居されている方やご家族以外に地域の方にも参加していただいています。

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

デイサービスにて読書のボランティア等、地域の方のボランティアを多数受け入れています。

　例.フラダンス、読書、カラオケ等

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

４階にあります会議室を地域に貸し出しています。

　例.地域包括の勉強会等

ホームページURL E-Mail t-yushinkai@cube.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市東豊中町６丁目１０－４７

電話 ０６－６８５７－０８８６ FAX ０６－６８５７－０８８７

法人名称 社会福祉法人　諭心会

ふりがな とよなかせんじゅえん

施設名 豊中千寿園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ゆしんかい

圏域 北中部 領域 高齢

２０



活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ ボランティア様による演奏会

具体的な活動

以前施設にご利用頂いておりましたご利用者さまのご家族さまによるご好意で、不定期ではありますが

演奏会を行っております。

懐メロから季節の曲を演奏して頂き、ご利用者様共々大変喜んで頂いてます。

ホームページURL http://koseikai-subaru.com E-Mail info@koseikai-subaru.com

内容 □①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市永楽荘４丁目１－３

電話 ０６－６８４６－２１１１ FAX ０６－６８４６－２１１０

法人名称 社会福祉法人　香聖会

ふりがな とくべつようごろうじんほーむ　すばるとよなか

施設名 特別養護老人ホーム　宙（すばる）豊中

ふりがな しゃかいふくしほうじん　こうせいかい

圏域 北中部 領域 高齢

２１



活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

ＡＥＤの設置及び登録場所の公表

消防防災協力事業所の登録及び公表

ひとり暮らしの緊急連絡先

地域ネットワーク会議への参加

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

障害者雇用、高齢者雇用

利用者負担の軽減・猶予

利用者への時間外支援

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

自治会主催イベントの実行委員として参加

準備から後片付けまで参加協力

地域活動の掲示

野球交流会（引きこもり）

活動内容 ①⑤ 場所提供・その他

具体的な活動

専門学校生の実習、研修受入れ（実習プログラム提供）

50分研修会等に作業室提供

講師派遣

ホームページURL http://toyonaka-kirara.jp/ E-Mail rasinban@ceres.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市春日町３丁目１－４１

電話 ０６－６１５２－４７７０ FAX ０６－６１５２－４７７１

法人名称 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

ふりがな こうぼう「らしんばん」

施設名 工房「羅針盤」

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかきららふくしかい

圏域 北中部 領域 障害

２２



活動内容 ③ アクティブライフ豊中訪問

具体的な活動

対象：園児（年長児）

日時：第３月曜日（取り組みにより変動あり）１３：３０～１４：００

内容：歌などの発表、ふれ合いなど

活動内容 ① 園庭開放

具体的な活動

対象：地域の親子

日時：第１、第３水曜日　１０：００～１１：３０　無料

活動内容 ① ぽんぽこ広場

具体的な活動

対象：２歳児～３歳児の親子

日時：第４水曜日 １０：００～１１：００頃　無料

内容：体側、造形、絵画、遊びの紹介など

活動内容 ① ひよこちゃん少路

具体的な活動

主催：少路・北緑丘校区福祉委員会

対象：０歳～１歳児の親子

日時：第２水曜日 １０：００～１１：００頃（８月は休み）　無料

内容：栄養士、保健師からの話、おやつの試食、自園２歳児との交流など

ホームページURL http://www.akebono.ed.jp E-Mail ponpoko₋manager@akebono.ed.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市西緑丘２丁目４－１

電話 ０６－６８５７－０００３ FAX ０６－６８５７－００６６

法人名称 社会福祉法人　あけぼの事業福祉会

ふりがな あけぼのぽんぽこほいくえん

施設名 あけぼのぽんぽこ保育園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　あけぼのじぎょうふくしかい

圏域 北中部 領域 保育

２３



ふりがな しゃかいふくしほうじん　しらゆりかい

圏域 北中部 領域 保育

法人名称 社会福祉法人　しらゆり会

ふりがな のばたけほいくえん　

施設名 のばたけ保育園　

所在地 豊中市向丘３丁目２－１

電話 ０６－６８４８－４５６０ FAX ０６－６８４８－４４２６

ホームページURL http://www.nobatake.ed.jp E-Mail nobatake1@road.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ⑤ グループホームの方々と世代間交流する

具体的な活動

・グループホーム（メルシーさん）を園のお花見会にお招きしたり、４・５歳児が訪問し、ふれあいや関

　わりを楽しむ。

・地域には様々な人が存在することを知り、ゆるやかな繋がりを大切にする。

活動内容 ⑤ 地域の美化運動をする

具体的な活動

・公園へ遊びに行くときには遊ぶ前に軍手をつけて、公園のゴミ拾いをする。（地域の清掃）

・菜園活動活動の一環で種から花のホット苗を作り、園外の地域の皆さんに見て頂ける場所に植

　え地域が花いっぱい、笑顔いっぱいになるようにする。

活動内容 ③ 野畑小学校地区の活動に参加する

具体的な活動

・地域福祉ネットワーク活動の行事に積極的に参加できるよう計画していく。

・子どもの参加が難しい時には職員が参加するなどしていく。

活動内容 ① 地域の活動に場所を提供する

具体的な活動

・社会福祉協議会、野畑校区福祉委員会主催の子どもの活動に園庭やホールを提供する。

・こんぺいとう（社協）の活動に出前保育として参加する。

活動内容 ⑤ 他園との交流を楽しむ

具体的な活動

・自園の友だちだけでなく、地域には同じ年齢の子どもたちが沢山いることを知り、交流を楽しむ。

２４２４



ふりがな しゅうきょうほうじん　にほんせいこうかい

圏域 北中部 領域 保育

法人名称 宗教法人　日本聖公会

ふりがな せいみかえるほいくえん

施設名 聖ミカエル保育園

所在地 豊中市緑丘２丁目１９－１７

電話 ０６－６８５４－６０１５ FAX ０６－６８５４－１３３４

ホームページURL E-Mail michael-hoikuen@tcct.zaq.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ①・② 園庭開放

具体的な活動

月・火・水・金　は１０：００～１３：００

木　　　　　　　　は１０：００～１２：００

地域の方を中心に園庭を開放し自由に遊んでいただけるように遊び場所を提供している。

その中で支援が必要だと判断した方への支援を行っている。

（一時保育の利用・スマイルサポーターによる育児相談・保健センターなどの紹介など）

活動内容 ①・② ミカエルキッズ（園庭・室内開放）

具体的な活動

木　１０：００～１２：００

担当者を配置し（2016年度は2名の専属保育士とフリー保育士・看護師・栄養士）

あそびの提供・見守り・手遊びや絵本の紹介・モンテッソーリの紹介・季節の行事・食育

地域情報交換（医者や手遊びスポットなど）等を行っている。

また、動物村・人形劇の開催日には参加を呼び掛けている。

活動内容 ③・④ 地域交流会（異年齢交流）・ボランティアの受入れ

具体的な活動

年に４～６回　近隣の豊寿荘（老人施設）と交流会を行う。

年に２～３回　近隣の保育園・こども園・小学校との交流会を行う。

年に２～３回　近隣の中学校より職業体験として受入れを行っている。

毎週木曜日の夕方、園児に絵本を読んだり、ぬり絵やパズルをしたりしながら夕方保育に

参加して下さっている。

２５



活動内容 ③・⑤ ミカエルミカエラ（地域支援事業）

具体的な活動

※毎回グループごとに分かれてクッキングを取り入れ出席者全員で昼食を食べています。

　　　　 　１月　おもちつきを楽しむ

卒園生・地域の方々・園庭開放やミカエルキッズ参加者を対象にして毎回内容を工夫して楽しい催しを企画している

例えば　５月　自然物を使った工作を地域の団体の方に来ていただき作成する

　　　　　 ９月　近隣の方や団体によるバザー・保育士のゲーム・教会による喫茶などを楽しむ

年３回　土曜日　９：３０～１３：００

２６



２７

北東部



ふりがな しゃかいふくしほうじん　おおさかふしゃかいふくしじぎょうだん

圏域 北東部 領域 高齢

法人名称 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団

ふりがな とよなかしりつようごろうじんほーむ　えいじゅえんとよなか　・　とくべつようごろうじんほーむ　えいじゅえんとよなか

施設名 豊中市立養護老人ホーム　永寿園とよなか　・　特別養護老人ホーム　永寿園とよなか

所在地 豊中市新千里南町３丁目２－１２２

電話 ０６－６８４０－２２１１ FAX ０６－６８４０－２２１４

ホームページURL http://ｗｗｗ.osj.or.jp/eijyuen E-Mail eijyuentoyonaka122@seagreen.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

施設内の地域交流室を無料で貸し出ししています。

会場の大きさは50名程度の研修が可能です。

昨年度は子育てサロン、社協開催のふれあい喫茶を月1回利用されています。

地域自治会の会議室や交流会の場所としても利用されています。

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

認知症サポーター養成講座の出前講座を行っています。

昨年度は地域の自治会や企業へお伺いし、認知症サポーターの普及活動に積極的に参加しています。

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

とよなか地域ささえ愛ポイント事業の登録者受け入れ施設としてボランティアの方を受け入れてます。

また、一般のボランティアの方にも継続的に訪問いただいています。

中学生の職場体験や看護学校の実習も受け入れました。

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

ほっとせんり活き行きロードの講座を毎月行っています。

健康に関するいろいろな講座を地域の方を対象に施設内の地域交流室で行っています。

また、認知症サポーター養成講座を２カ月に1回定期的に開催しています。
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活動内容 ⑤ 住み慣れた場所で安心して暮らしていけるように

具体的な活動

近隣地区の店舗付住宅を借りて地域貢献事業として「豊寿荘あいあい食堂」を開設。

毎日(土日祝以外)低栄養、孤食などの問題を抱える高齢者の生活を支援してけるよう、低価格で昼食を提供しています。

月・水・金曜日の10：30～11：30、転倒予防になる健康体操を実施。

月・水・金曜日の14：30～15：30、豊寿荘職員や外部講師を招いて介護予防教室を開催しています。

地域の民生・児童委員等と連携し、見守りアウトリーチに取り組んでいます。

活動内容 ④ 実習生、ボランティアの受け入れ、研修の開催

具体的な活動

ボランティアを随時受け入れ、年1回ボランティア交流会と研修会を開催しています。

近隣中学生の職場体験や専門学校、大学生の実習を受け入れています。

障がい者や生活困窮者自立支援による雇用に繋がる実習生を積極的に受け入れています。

活動内容 ③ 地域への参画

具体的な活動

地域の夏まつりや文化展、イベントに出店を行っています。

近隣のスーパーにて月に1度、介護相談会を開催しています。

自治会やシニアクラブの集まりに参加し、研修講師や介護情報を提供しています

地域の清掃活動や地域防災訓練に参加しています。

小学校の行事（親子カーニバルや運動会、餅つき等）に出店や参加しています。

活動内容 ① 施設の機能を地域に開放

具体的な活動

地域交流スペース（30名）を無料で貸出（ふれあいサロンや子育てサロンに活用）

施設の行事（春祭り、盆踊り等）には地域の方々が参加して下さっています。

月に１度、１９：００～２０：３０、バーを開催し、毎回地域の方も参加しています。

地域住民（ボランティア）が主体になった喫茶を週に3回、開催しています。

会議室も無料で貸出し、校区福祉委員会などで利用されています。

ホームページURL http://ｗｗｗ.osj.or.jp/houju/ E-Mail houjusou@cello.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市新千里西町２丁目７－２

電話 ０６－６８３１－７２２５ FAX ０６－６８３６－１６００

法人名称 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団

ふりがな けいひろうじんほーむ（けあはうす）ほうじゅそう・とくべつようごろうじんほーむほうじゅそう

施設名 軽費老人ホーム（ケアハウス）豊寿荘　・　特別養護老人ホーム豊寿荘

ふりがな しゃかいふくしほうじん　おおさかふしゃかいふくしじぎょうだん

圏域 北東部 領域 高齢
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活動内容 ⑤ 実習生等の受け入れ

具体的な活動

中学生の職場体験受入れ。

教員課程における介護体験実習生の受入れ。

市民後見人実習者の受入れ。

活動内容 ⑤ 家族介護者交流会の開催

具体的な活動

家族介護者の方や地域住民の方が気軽に参加できる情報交換と交流の場を提供。

オープン講座、茶話会、地域ニーズの把握など。

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

地域ボランティアの受入れ。

豊中市地域ささえ愛ポイント事業の積極的活用（高齢者の社会参加、活動の場の提供）。

活動内容 ③ 地域サロン、介護予防教室への職員派遣

具体的な活動

地域活動に専門職種を派遣し、活動のお手伝い。

派遣職種：看護師、機能訓練指導員、歯科衛生士、介護福祉士など。

活動内容 ② 物品の貸し出し

具体的な活動
地域の夏祭りへのかき氷機などの貸し出し。

活動内容 ① 地域交流スペースの開放

具体的な活動

老人会や自治会活動に貸し出し、高齢者や地域住民の活動の場として活用。

北丘校区いきいきサロン、老人会役員会、サークル活動、オープン講座など。

ホームページURL http://www.toyonakafamily.jp/ E-Mail kotera@toyonakafamily.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市新千里北町１丁目１８－２

電話 ０６－６１５５－００５０ FAX ０６－６８３５－７３７３

法人名称 社会福祉法人　豊中ファミリー

ふりがな とくべつようごろうじんほーむ　ありすせんり

施設名 特別養護老人ホーム　アリス千里

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかふぁみりー

圏域 北東部 領域 高齢
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活動内容 ⑤ 介護予防教室の開催

具体的な活動

アリス千里が主催し、地域事業所職員、民生委員、ボランティア、地域包括職員等と協働運営。

・毎月第４火曜日にアリス千里４階ホールでの開催

・毎月第４金曜日に上新田集会所での開催

月に１度の介護予防教室（ほっとせんり活き行きロード）の開催。
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ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかきららふくしかい

圏域 北東部 領域 障害

法人名称 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

ふりがな きららさぎょうしょ

施設名 きらら作業所

所在地 豊中市新千里北町２丁目１９－１

電話 ０６－６８３６－５８００ FAX ０６－６８３５－７１６１

ホームページURL http://toyonaka-kirara.jp/ E-Mail kirara-s@minos.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

活動内容 ①② 場所の提供

具体的な活動

精神科病院に入院されている方の社会復帰に向けた演習受入れ

豊中市内近隣中学生、小学生等の体験学習

在宅障害者の実習

１日５時間程度　随時

敬老のつどい（地域開催）の駐車スペース貸し出し

マイクロバス貸し出し

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

北町夏祭りに実行委員として参加

地域自治協議会評議員会に委員として参加

地域における在宅障害者ケア会議に参加

地域イベント（コンサート、ハイキング等）の実行委員としての参加

市内地域まつりでの授産製品等の販売

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

専門学校生、大学生等実習受入れ

豊中市内他法人職員実習受入れ

大阪府福祉人材センター職場体験受入れ

豊中市社協サマーボランティア体験プログラムボランティア受入れ

活動内容

具体的な活動
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活動内容 ⑤ クッキー、手織り等の講習活動

具体的な活動

*地域及び障害者作業所等へのクッキーづくり、手織りの技能講習。

活動内容 ④ 豊中まつり

具体的な活動

*豊中まつり期間中の出店応援ボランティアスタッフとして。

活動内容 ③ 新千里南町商店街水曜市への参加

具体的な活動

*水曜市参加商店の方々と話し合い、チラシ作製、地域への配布。

活動内容 ① グループホーム所在地にあるユーティリティースペースの地域開放。

具体的な活動

*地域町会の会議

*ホーム利用者親の会主催のガレージセール

*緊急一時避難

ホームページURL http://toyonaka-nagomi.or.jp E-Mail go7.553.mi@ca.wakwak.com

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市新千里南町２丁目１３－１

電話 ０６－６８３３－００２８ FAX ０６－６８３３－００５１

法人名称 社会福祉法人　和

ふりがな ぱれっと　/　ぱすてる　/　しょうがいしゃせいかつかいごしせつなごみ

施設名 ぱれっと　/　ぱすてる　/　障害者生活介護施設NAGOMI

ふりがな しゃかいふくしほうじん　なごみ

圏域 北東部 領域 障害
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ⑤ 職業体験中学生の受入れ

具体的な活動

豊中市立第9中、第7中学生職業体験受入れ

活動内容 ③ 南丘敬老の集いに出演

具体的な活動

南丘敬老の集いに園児合唱隊が出演

活動内容 ①　② 子育て支援　　　　フォーキッズ

具体的な活動

親子体操・製作・リトミック看護師による育児相談・ふれあい動物村等の子育て支援を週1回開催

ホームページURL www.otemon-youchien.ed.jp/ E-Mail Keiko.Oba.sk@otemon.ac.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市新千里南町１丁目３－３

電話
保育課程　０６－６８７１－１８８０
教育課程　０６－６８７１－２９８６

FAX
保育課程　０６－６８７１－１８８６
教育課程　０６－６８７１－２９８１

法人名称 学校法人　追手門学院

ふりがな ようほれんけいがたにんていこどもえん　おうてもんがくいんようちえん

施設名 幼保連携型認定こども園　追手門学院幼稚園

ふりがな がっこうほうじん　おうてもんがくいん

圏域 北東部 領域 保育
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ふりがな しゃかいふくしほうじん　しろはとかい

圏域 北東部 領域 保育

法人名称 社会福祉法人　白鳩会

ふりがな しろはとちるどれんせんたーみなみおか

施設名 白鳩チルドレンセンター南丘

所在地 豊中市新千里南町３丁目９－４

電話 ０６－６８３３－１３７１ FAX ０６－６８７２－６５９３

ホームページURL http://www.ans.co.jp/sankyo/minamioka E-Mail minamiokahoikuen@mx4.alpha-web.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

活動内容 ① 場所提供（園庭開放・プール開放）

具体的な活動

●園庭開放は、毎週月曜日～金曜日、９：３０～１１：３０園の園庭を開放し実施。対象は地域の親子。

　園庭の固定遊具や玩具など自由に使い遊んでもらう。随時様々な相談にも応じる。

●夏期はプール開放を行い、保育者の見守りの中で地域の親子とプール遊びを楽しむ。

　実施回数は４回。事前予約制とする。

活動内容 ② 物品提供（玩具の貸し出し）

具体的な活動

●豊中市立第十五中学校区地域教育協議会主催の“みんなであそぼう”のイベントで

　使用する玩具を貸し出している。

活動内容 ③ 地域の行事等への出張（ももちゃんへの出張保育）

具体的な活動

●地域の子育てサロン“ももちゃん”へ、年３回出張保育に出向き、地域の親子の方と一緒に

　手遊びや、触れ合い遊びなど、その他、季節に合わせた内容の出張保育を行う。

●保護者の様々な相談に応じる。

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

●随時、希望があればボランティアの受入れを行い、園児との交流の機会を持っている。

　ボランティア受入れマニュアルに基づき、進めている。
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

具体的な活動

活動内容

ホームページURL http://www.senrihijiri.e-kids.ne.jp E-Mail nijiiro@senrihijiri.ed.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

活動内容

具体的な活動 未就園児の子育て支援活動をしています。詳しくはホームページでご確認ください

所在地 豊中市新千里北町３丁目２－１

電話 ０６－６８７３－７０５０ FAX ０６－６８７３－７０６０

法人名称 学校法人　ひじり学園

ふりがな にんていこどもえん　せんりひじりようちえん・ひじりにじいろほいくえん

施設名 認定こども園　せんりひじり幼稚園・ひじりにじいろ保育園

ふりがな がっこうほうじん　ひじりがくえん

圏域 北東部 領域 保育
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活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

プール開放（プールで親子で遊ぶ）　※７月～８月　週１回

・プール開放

ふれあいデー　　６月：親子ふれあいデー　　１０月：ハロウィンパーティー　　１２月：クリスマス会

体育教室（体操の先生を招いて親子で体育遊び）　７月、１月

・体育教室

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

園庭あそび（園庭で親子で遊ぶ）　※月１回　水曜日

・園庭開放

お話会（お話ばあばの読み聞かせや手遊びふれあい遊びを親子で楽しむ）　※月１回　火曜日

・お話会

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

年齢別子育て広場（年齢別で親子で遊ぶ）　　※各月１回　火曜日

・０歳サークル「ぴよぴよ」　　　・１歳サークル「ぺんぎん」　　　・２歳サークル「プーさん」

戸外あそび（戸外で体を動かして遊ぶ）　※毎週木曜日

・「お外であそぼう」　　

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

・中学生の職場体験受入れ

・専門学校、大学生等実習受入れ

ホームページURL E-Mail kitaoka@rokoukan.or.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市新千里北町１丁目１８－１

電話 ０６－６８３２－２７７８ FAX ０６－６８７２－６９０４

法人名称 社会福祉法人　路交館

ふりがな ようほれんけいがたにんていこどもえん　きたおかせいあいえん

施設名 幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ろこうかん

圏域 北東部 領域 保育
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ふりがな しゃかいふくしほうじん　こうゆうかい

圏域 中部 領域 高齢

法人名称 社会福祉法人　甲有会

ふりがな かいごろうじんふくししせつ　ろこことよなか

施設名 介護老人福祉施設　ロココ豊中

所在地 豊中市宝山町７-８

電話 ０６－６８５８－１０６０ FAX ０６－６８５８－１６０１

ホームページURL http://www.kouyukai.jp/ E-Mail rococo@kouyukai.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

原田神社秋祭り開催期間中の臨時駐車場として弊施設送迎車専用駐車場を提供しています。

中学生職場体験、福祉・看護専門学校実習・研修生受入れ。

工房「羅針盤」：作業所で作成された小物やクッキー・ドーナツ等の施設販売協力。

活動内容 ③ 克明校区にある介護保険事業所が、地域貢献をめざし集まったグループ。

具体的な活動

”克明ケアネット”　＜地域福祉ネットワーク会議（高齢部会）＞

地域と介護保険事業所とが共催で実施する活動で、

地域住民から介護が必要になっても安心できるようになったとの声があることを紹介する。

校区福祉活動との共催で相談会や運動教室、講演会など企画していく。

活動紹介のため、校区福祉委員会の総会に数名参加している。

活動内容 ④ ボランティア受け入れ

具体的な活動

イベント・ボランティアの受け入れ（うた体操、楽器演奏、読み聞かせ、演舞・レビューなど）

活動内容 ⑤ その他(地域振興としての取り組み）

具体的な活動

介護予防体操（ロコモ体操・バランスボール等）毎月第１・３水曜日＝月２回、

自施設空スペースで無料開催実施中

映画無料上映会（不定期開催）
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ふりがな 　　　しゃかいふくしほうじん　あさひかい　　　　　

圏域 中部 領域 障害

法人名称 社会福祉法人　あさひ会

ふりがな あさひかいさぎょうしょ

施設名 あさひ会作業所

所在地 豊中市岡上の町２丁目２－３１

電話 ０６-６８４５-５５６０ FAX ０６-６８４５-５５６０

ホームページURL http://www.asahikai.hello-net.info/ E-Mail asahi-wadaiko@mist.ocn.ne.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ③ 豊中まつりへ参加

具体的な活動

   表現活動の一環として和太鼓を取り入れており、毎年豊中まつりの市民ふれあい広場にて

　和太鼓を演奏させて頂いている。

活動内容 ④ 中学生の職場体験

具体的な活動

　　毎年、中学生の職場体験として地域の中学校から５人～６人の生徒を受け入れ、

　　障がいのある方や職員とあさひ会作業所で一日過ごして頂いている。

活動内容 ④ ボランティアの受け入れ

具体的な活動

　豊中市社会福祉協議会のボランティア体験プログラムに参加。夏休み期間中、学生から社会人までの

　ボランティアを希望する方を受け入れている。

活動内容 ⑤ 学生との交流

具体的な活動

・梅花高校の人権教育として高校生を数名受け入れ、障がいのある方と作業の体験をしたり、

　職員と話をする中で障がいのある方の特徴を少しでも理解して頂けるよう努めている。

・梅花高校の自治会と年数回交流をしている。自治会を通じ、毎年梅花高校文化祭では

　模擬店めぐりや和太鼓演奏をさせて頂いている。
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活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

デイサービスセンターへの空き缶回収、自主製品の出張販売

中学生の職場体験受入れ

大学生の介護体験等実習受入れ

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

地域の公園清掃を地域のボランティアと取組んでいる。

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

校区福祉委員会主催の「ふれ愛ひろば」や「ふれ愛クリスマス」に企画から参加し、地域の

小学生や中学生に対して障害者への理解を深められるように交流している。

活動内容 ①・② 場所提供・物品提供

具体的な活動

文化祭の開催・・・地域の方へ喫茶や自主製品の展示見学、織り機の体験等

ホームページURL E-Mail nakajimaj@toyonaka-sinｗakai.or.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市中桜塚４丁目８－１３　ミレ桜塚

電話 ０６－６８６８－９７０１ FAX ０６－６８６８－９７０２

法人名称 社会福祉法人　豊中親和会

ふりがな たきのうがたじぎょうしょ　みらい　/　せいかつかいごじぎょうしょ　だいにみらい　/　しえんせんたー　みらい

施設名 多機能型事業所　みらい　/　生活介護事業所　第２みらい　/　支援センター　みらい

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかしんわかい

圏域 中部 領域 障害
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具体的な活動

活動内容

活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

生活介護と就労継続支援B型事業をしています。詳しくはホームページでご確認ください。

ホームページURL http://mitoi-works.webnode/jp/ E-Mail mitoi@siren.ocn.ne.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市末広町３丁目１５－１５

電話 ０６－６８４９－５６５１ FAX ０６－６８５２－１４９２

法人名称 社会福祉法人　みとい福祉会

ふりがな たきのうがたしょうがいふくしさーびすじぎょうしょ　みといせいさくしょ

施設名 多機能型障害福祉サービス事業所　みとい製作所

ふりがな しゃかいふくしほうじん　みといふくしかい

圏域 中部 領域 障害
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ふりがな しゃかいふくしほうじん　あいせいかい

圏域 中部 領域 保育

法人名称 社会福祉法人　愛成会

ふりがな おかまちほいくえん

施設名 おかまち保育園

所在地 豊中市岡町北３丁目５－１８

電話 ０６－６８４３－５４３１ FAX ０６－６８４５－３６７２

ホームページURL E-Mail okamati-06@diary.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ① 園庭開放

具体的な活動

毎週水曜日　１０：００～１１：００

地域の親子に遊びの場の提供（安全かつ子どもに合わせた遊びを紹介）

子育て中の親子の交流の場となり、孤立する親子に相談の窓口を作る

活動内容 ③ 克明小学校校区の敬老の集い

具体的な活動

年長児とともに”敬老の集い”に参加させて頂き舞台で歌やダンス等を披露しお祝いする

地域のお年寄りの方とふれあい交流をもつことで地域とのつながりを大切にする

活動内容 ④ 地域の中学校の職場体験の受け入れ・社協のボランティア活動の受け入れ

具体的な活動

各中学校からの生徒児童の受け入れにより、保育士の仕事を伝え、乳幼児との関わりの中で

命と心の教育に携わる（乳児の生活のお世話・遊びへの参加・環境整備等）

核家族や一人っ子の子ども達が多い中でこの事業は生徒児童に対し地域として必要かつ大切な

ことと考える

活動内容 ⑤ 子育て広場”ぴよぴよ”

具体的な活動

地域の乳幼児を持つ親子を園に招き、保育士が色々な遊びを提供する

（うた・体操・手作り体操・わらべ歌・ふれあい遊びなど）

孤立する親子をサポートをする中で、悩みを持つ保護者には育児相談をする。

活動内容 ⑤ スマイルサポーターの配置

具体的な活動

数名の職員が地域貢献事業の一環として大阪府が任命するスマイルサポーターの資格を得る

子育て相談を中心に、様々な悩みの窓口となり、相談を受け、必要に応じて関係施設へと繋ぐ
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ふりがな しゃかいふくしほうじん　あおばふくしかい

圏域 中部 領域 保育

法人名称 社会福祉法人　あおば福祉会

ふりがな おひさまほいくえん　/　おひさまおかまちほいくえん

施設名 おひさま保育園　/　おひさま岡町保育園

所在地 豊中市夕日丘１丁目１３－１５

電話 ０６－６８５６－１６７９ FAX ０６－６８５６－１６８９

ホームページURL E-Mail nra09857@nifty.com

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

活動内容 ① 自治会・老人会・地域のサークル活動への場所提供

具体的な活動

休日に地域の自治会や老人会をする時に、園の場所提供を行っている。

地域の歌声サークルにも場所提供していますが、土曜日なので子どもたちと交流する時間を作っています。

活動内容 ③ 地域のおまつりへの参加と出店

具体的な活動

地域で行われている夏のおまつりに子どもたちが出し物（おどりなど）で参加し、

職員は子どもがあそべるコーナーとしての店を出店しています。

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

社会福祉協議会を通して、ボランティアの受入れを行っています。

活動内容

具体的な活動
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ① 未就園児おあそび会『エンジェルベアーズ』

具体的な活動

・地域の０、１才児プレママさんを対象のおあそび会を行っています。

 身体測定やベビーマッサージ、おしゃべりタイム等を行っています。

 ０才児　１０：００～１０：５０　　　　　毎週水曜日

 １才児　１１：００～１１：５０　　　　　毎週水曜日

活動内容 ① 園庭開放

具体的な活動

・毎週土曜日、園庭開放を行っています。

ホームページURL http://www.kumanoda-k.ed.jp E-Mail kumanoda@maia.eonet.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市赤坂１丁目７－１

電話 ０６－６１５２－１１２３ FAX ０６－６１５２－１１２４

法人名称 学校法人　育保学園

ふりがな くまのだほいくえん

施設名 くまのだ保育園

ふりがな がっこうほうじん　いくほがくえん

圏域 中部 領域 保育
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

詳細についてはお問い合わせください。

ホームページURL E-Mail

内容 □①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市北桜塚２丁目８－３２

電話 ０６－６８５４－１２０１ FAX

法人名称 学校法人　東邦幼稚園

ふりがな とうほうほいくしょ

施設名 とうほう保育所

ふりがな がっこうほうじん　とうほうようちえん

圏域 中部 領域 保育
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ 中学生の職場体験受け入れ

具体的な活動

１中生、３中生の職場体験

中学生が乳幼児と関わることで、生命の大切さや親に対するありがたさなどを感じ取ってもらう。

活動内容 ③ 和太鼓公演、作って遊ぼう

具体的な活動

豊中まつりや地域の敬老会等で、和太鼓の演奏をし元気のおすそ分けをする。

活動内容 ① スイトピー（地域交流事業）

具体的な活動

地域の親子の方が参加するスイトピーを開催　ホームページやブログ、掲示板で知らせている。

毎月の誕生会・・・誕生日を皆で祝い、誕生月の子どもさんにはプレゼントする。

園行事への参加・・・七夕の集い、運動会、お楽しみ会、新年の集い

地域のみの行事…園庭開放、親子体操教室、ベビーマッサージ

スマイルサポーターによる育児相談や看護師による発育相談、食育相談

母子父子センターでのセンター夏まつりで、園を開放し親子で製作をする。

ホームページURL www.yutakawakaba.com/ E-Mail yutaka@toyonakaboshi.com

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市中桜塚２丁目２９－３１　

電話 ０６－６８４３－６３３０ FAX ０６－６８４３－６３３０

法人名称 社会福祉法人　豊中市母子寡婦福祉会

ふりがな ゆたかほいくえん

施設名 ゆたか保育園　

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかしぼしかふふくしかい

圏域 中部 領域 保育
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４９

中東部



ふりがな しゃかいふくしほうじん　あいわかい

圏域 中東部 領域 高齢

法人名称 社会福祉法人　愛和会

ふりがな とくべつようごろうじんほーむ とよなかあいわえん

施設名 特別養護老人ホーム 豊中あいわ苑　

所在地 豊中市寺内１丁目１－１０

電話 ０６－６８６６－２９４１ FAX ０６－６８６６－２９５０

ホームページURL http://www.aijinkai.or.jp/aiwakai E-Mail t-aiwa@abelia.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ① 寺内校区福祉なんでも相談窓口への場所提供

具体的な活動
施設内の空きスペースを常設の福祉なんでも相談窓口として提供

活動内容 ① ひとり暮らし高齢者の食事会（ひまわり会）に場所開放

具体的な活動
毎月１回（第４水曜日）、施設内の調理実習室を開放し、食事会を実施

活動内容 ③ 寺内まつりへの出店

具体的な活動

毎月８月、地域の夏まつり（寺内まつり）へ出店

愛和会名物たこやきを販売

活動内容 ③ 災害時帰宅困難者体験訓練への看護師派遣

具体的な活動

毎月９月、災害時に交通機関がマヒしていたとの想定で御堂筋沿いに新大阪～千里中央までの間の

歩行訓練を地域、行政、企業等が参加して実施

その際の救護班として訪問看護等の看護師を派遣

活動内容 ④ 日常ボランティア及び行事ボランティアの受入れ

具体的な活動

各施設、事業所で日常的に利用者支援、職員補助、レク等を行っていただく日常ボランティア及び

月１～２回様々な団体、個人の方によるイベント（コンサート等）の行事ボランティアの受入れを実施

活動内容 ④ 日常ボランティア及び行事ボランティアの受入れ

具体的な活動

各施設、事業所で日常的に利用者支援、職員補助、レク等を行っていただく日常ボランティア及び

月１～２回様々な団体、個人の方によるイベント（コンサート等）の行事ボランティアの受入れを実施
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活動内容 ⑤ 地域研修会の定期実施

人材育成の一環として研修会（認知症や介護予防、リハビリ等、毎回テーマを設定）を開催

活動内容

具体的な活動

⑤ 子ども食堂（トワイライトステイ）の実施

年間３～４回、施設の専門職（リハ、看護、栄養士、介護等）が地域住民の福祉向上や事業所の

活動内容

具体的な活動 居場所づくりを実施（当面月１回）参加費として児童100円

⑤

豊中市社協との共催で、貧困等様々な事情で支援が必要な児童への学習支援、食事提供等の

活用して実施

認知症の有無に関わらず、地域の高齢者の方やご家族の交流や居場所として開設（当面月１回）

ほっと愛カフェの実施

具体的な活動

いわゆる認知症カフェを特養３Fに常設のローズカフェ（利用者さん、ご家族向けのカフェコーナー）を
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活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

障害者支援・・・ワークセンターとよなかに施設の外回り清掃を依頼（週１回）

　　　　　　　 ・・・ベーカリーえーぜっとにパンの出張販売の場所提供（月１回）

団塊世代支援・・・団塊塾とよなかに家庭菜園の管理依頼(適宜）

　　　　　　　　　　　生きがい、健康維持、地域とのつながり、自身の介護予防を目的として

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

随時、傾聴、囲碁、将棋、手品などのボランティアを受入れ

とよなか地域ささえ愛ポイント事業の登録者受入れ施設としてボランティアを受入れ

中学生の福祉体験学習、大学生の介護等体験、専門学校の実習生（介護・看護）の受入れ

毎月１回のふるる喫茶、まつりなどの施設行事の時には地域の方をボランティアとして受入れ

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

公園清掃への職員派遣

地域のまつり、運動会などの準備、片付けへの職員派遣

地域防災訓練への職員派遣

地域のまつりに演者として出演（職員によるバンド演奏）

地域の方の依頼により、認知症等の勉強会を開催

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

施設内のホールを無料で貸出し

収容人員　　１号館：最大40名程度　　2号館：最大30名程度

貸出可能物品　1号館：長机10台　椅子40脚　　2号館：長机4台　椅子15脚

ホームページURL www.fururu-home.com/ E-Mail fururu121@tcct.zaq.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市小曽根４丁目５－１　/　豊中市浜３丁目８－４

電話 ０６－６３３６－８８５０　/　０６－６３３６－８８６５ FAX ０６－６３３６－８８５３　/　０６－６３３６－８８６７

法人名称 社会福祉法人　幸和会

ふりがな とくべつようごろうじんほーむふるる１ごうかん/ちいきみっちゃくがたとくべつようごろうじんほーむふるる２ごうかん

施設名 特別養護老人ホームふるる１号館　/　地域密着型特別養護老人ホームふるる２号館

ふりがな しゃかいふくしほうじん　こうわかい

圏域 中東部 領域 高齢

５２



活動内容

具体的な活動

活動内容 ③ 地域行事への参加

具体的な活動

校区福祉委員会等が主催する地域行事に参加協力

　○敬老の集いへの協力と参加者に対し脳年齢測定を実施

活動内容 ①②④ デイサービス利用者が運営するカフェ「フレンドリー」の開催

具体的な活動

毎月第4金曜日にデイサービスの利用者が運営する地域住民向けのカフェを開催。利用者の自立支援

プログラムの一つとして実施しているが、毎月多くの市民がカフェに集い、地域住民とデイサービス利用

者の交流の場となっている。

活動内容 ①②④ 施設のスペースを活用したカフェの開催

具体的な活動

毎月第2火曜日に市民ボランティアによる地域住民向けのカフェを開催。これにあわせ障害者作業所の

物品販売なども同時に開催し、地域住民とデイサービス利用者の交流の場となっている。

ホームページURL http://www.toyonaka-shakyo.or.jp E-Mail takagawa-ds@mist.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市豊南町東１丁目１－２

電話 ０６－６３３５－０６６８ FAX ０６－６３３３－２８１２

法人名称 社会福祉法人　豊中市社会福祉協議会

ふりがな でいさーびすせんたーふれあいたかがわ／たかがわかいごよぼうせんたー

施設名 デイサービスセンターふれあい高川／高川介護予防センター

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかししゃかいふくしきょうぎかい

圏域 中東部 領域 高齢

５３



活動内容 ③ 夢ナリエ豊南に出演

具体的な活動

・１２月１１日（日）午後４時～

・豊南小学校にて開催されるライトアップの点灯セレモニーに年長児が和太鼓演奏で参加する。

　園児の家族や多くの地域の方々の参加で盛大なイベントに出演できた。

活動内容 ③ 敬老のつどいに出演

具体的な活動

・９月１８日（日）

・校区の敬老のつどいに年長児が参加し、舞台で歌を歌う。

 園児の保護者や祖父母、多くの地域の高齢者の方々に長寿のご挨拶をし、子ども達の成長を喜んで

 いただくなど楽しい一時を過ごす。

活動内容 ① 夏まつり

具体的な活動

・８月２７日（土）午後５時～７時

・園庭にてヨーヨー釣りやスーパーボールすくいなどのゲームコーナーを設置したりやぐらと太鼓の回りで盆踊りを行う。

 在園児だけではなく卒園時や未就学児、保護者、祖父母、地域の方々へホームページやポスターにて

 参加を呼びかけ、約２５０名の方々が来園。

活動内容 ① 園庭開放

具体的な活動

・毎月第３火曜日（４・８・３月は除く）

・子育て中の保護者やお子様が地域の人や保育者と出会い、楽しく安全に遊んでいただけるよう

 ０、１、２才の子どもたちが楽しめるよう低年齢児用の園庭を開放。

 ０、１、２才の園児や先生と一緒に遊んだ後、紙芝居や大型絵本を見たり、身体測定を行っている。

ホームページURL http://www.yuibutsujigakuen.com E-Mail hounankodomoen@yahoo.co.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市豊南町南５丁目４－７

電話 ０６－６３３２－１６００ FAX ０６－６３３３－５００３

法人名称 学校法人　唯佛寺学園

ふりがな ほうなんこどもえん

施設名 ほうなん子ども園

ふりがな がっこうほうじん　ゆいぶつじがくえん

圏域 中東部 領域 保育
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５５

中西部



活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

大島町の運動会への参加

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

認知症サポーター養成講座

ホームページURL E-Mail uehara@ikeda-satsukikai.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市服部元町２丁目６－７

電話 ０６－６１５１－２８４５ FAX ０６－６８６７－０３０１

法人名称 社会福祉法人　池田さつき会

ふりがな ぐるーぷほーむぽぷらとよなかみなみ　/　でいさーびすせんたーぽぷらとよなかみなみ　/　ほんもんかいごすてーしょんぽぷらとよなかみなみ

施設名 グループホームポプラ豊中南　/　デイサービスセンターポプラ豊中南　/　訪問介護ステーションポプラ豊中南

ふりがな しゃかいふくしほうじん　いけださつきかい

圏域 中西部 領域 高齢

５６



活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

施設内研修会にサービス事業者職員の参加を受け入れる。

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

地区の選挙投票所として場所の提供とサポート職員の配置。

地域住民対象の介護に関する学習会の開催。

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

地区の夏祭りへの協力として人材の派遣や模擬店を出店する。

地域の運動会に選手として参加する。

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

施設４階の地域交流スペース（80名）を無料で貸出。

個人ボランティアとして歌のおじさんや手品・楽器演奏など、そして障害者の方のお茶会を受け入れました。

昨年度は、月一回の歌声サロンや老人会・子ども会・障がい者団体等の催しに利用されています。

また、施設の周りの空きスペースを利用して子ども神輿の休憩所やハロウィンの中継所となりました。

１階地域交流スペースでトールペイント作品展示会を開催。

ホームページURL http://yuuai-fukushikai.com/ E-Mail koyama_uai@yahoo.co.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市利倉西１丁目１－１１

電話 ０６－６８６５－１７７７ FAX ０６－６８６５－１７７８

法人名称 社会福祉法人　優愛福祉会

ふりがな とくべつようごろうじんほーむ　あいてらすとくら

施設名 特別養護老人ホーム　アイテラス利倉

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ゆうあいふくしかい

圏域 中西部 領域 高齢

５７



ふりがな しゃかいふくしほうじん　くりえいてぃぶさぽーとせんたー

圏域 中西部 領域 障害

法人名称 社会福祉法人　クリエイティブサポートエンター

ふりがな よーい・どん　/　ゆうかりのいえ　/　えーぜっと

施設名 よーい・ドン　/　ゆうかりの家　/　えーぜっと

所在地 豊中市岡町南１丁目１０－１２

電話 ０６－６８５２－５９４６ FAX ０６－６８５２－５９４６

ホームページURL E-Mail krqmd156@yahoo.co.jp

内容 □①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

活動内容 ② 集めてきたバザー物品の中から必要なものを提供

具体的な活動

集めてきたバザー物品の中から必要とするものがあれば、提供する。

活動内容 ③ 地域の行事等で必要があれば、お手伝いする。

具体的な活動

地域の行事等で必要があれば、お手伝いする。

活動内容 ④ ボランティアの受け入れ

具体的な活動

少人数で、飽くまでこちらの指定させて頂く日程になると思うが、ボランティアの受け入れ。

活動内容

具体的な活動
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ 学生、地域ボランティア受入れ

具体的な活動

昨年度ボランティアを受入れ、雇用に１名むすびつけた。

活動内容 ③ 地域の中でワークショップ

具体的な活動

高川出張店にてエコバッグ作りをする

地域の人も参加し楽しんでいた

活動内容 ①⑤ 被保護者むけ就労準備

具体的な活動

生保の方むけに就労の一歩として、働く場を提供し仕事への社会への一歩の訓練場所として作業をした。

ホームページURL http://toyonaka-kirara.jp/ E-Mail kirara-toyonaka@fine.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市服部西町５丁目１８－５

電話 ０６－６８６２－２２１９ FAX ０６－６８６５－１５０７

法人名称 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

ふりがな わーくせんたーとよなか

施設名 ワークセンターとよなか

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかきららふくしかい

圏域 中西部 領域 障害

５９



活動内容

具体的な活動

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

校区まつりへ実行委員として参加

地域まつり、イベントにも参加

地域保育園に評議員として参加し、校区の一員として一翼を担う

活動内容 ①④ 実習生（中学校、高校、大学生、専門学校生）受入れ

具体的な活動

実習、体験学習の為に場所を提供し学習プログラムを実施

一般ボランティア（地域）も受け入れている　時間１時間～３時間

活動内容 ①② 場所の提供と物品提供

具体的な活動

地域の人や原田老人センター利用者等（参加者）

布ぞうり教室、木工教室の開催、作業室提供　３時間程度

出来上がった作品の持ち帰りあり

ホームページURL http://toyonaka-kirara.jp/ E-Mail rasinban1@vanilla.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市原田元町２丁目２５－２１

電話 ０６－４８６５－５５２５ FAX ０６－４８６５－５５２６

法人名称 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

ふりがな だいにこうぼう「らしんばん」

施設名 第２工房「羅針盤」

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかきららふくしかい

圏域 中西部 領域 障害
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ⑤ 公園清掃

具体的な活動

自主的に施設に近い公園の清掃を行っています

活動内容 ③ 盆踊り手伝い

具体的な活動

地域の盆踊り手伝いで、やぐら組み立てを行っています

当日も警備の手伝いを行なっています

活動内容 ③ 夏祭り出店

具体的な活動

地域小学校にやきそば店出店

準備・片付けにも人手を出しています

ホームページURL http://www.taiyoukai.or.jp E-Mail popuri13@jasmine.ocn.ne.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市穂積１丁目９－６

電話 ０６－６８６２－１００１ FAX ０６－６８６２－００７７

法人名称 社会福祉法人　豊中太陽会

ふりがな せんと・ぽぷり

施設名 セント・ポプリ

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかたいようかい

圏域 中西部 領域 障害

６１



活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

・自主行事での模擬店販売や利用者支援

・表現活動（人形劇、ちんどん、即興音楽）などへの参加

・地域住民の定期指導（手工芸など）のボランティア

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

・糸をかし利用者と職員、ボランティアで構成している人形劇やちんどん、バルーンアート交流

・人形劇団やちんどんなど地域の保育園、小学校、福祉施設での公演活動

・地域行事（敬老の集い・商店街）でのちんどん賑やかしで地域交流を展開

・地域行事（敬老の集い・商店街）でのこんにゃく販売、豊島校区敬老の集いの準備片付け

・小学校の世代間交流の活動（バルーンアート・けん玉など）

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

・糸をかし（生活介護事業所）の１階フリースペースの開放（表現ワークショップ・居宅事業所イベント）

・地域交流行事（服部・織・人フェスタ）を主催。１階を劇場、屋外で模擬店、近隣福祉施設の販促

・劇場として施設内外のパフォーマンス上演（人形劇・ヒップホップダンス・エイサー・南京玉すだれなど）

・地域保育園との交流（人形劇の観劇、人形作りと発表体験）

・２９年度（上期）に小劇場としての環境整備と柿落としを予定

ホームページURL http://www.hagukumu.jp/ E-Mail itookashi@s9.dion.ne.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市服部寿町３丁目１８－１２

電話 ０６－６８６８－２１５３ FAX ０６－６３９８－７００６

法人名称 社会福祉法人　育夢

ふりがな せいかつかいご　いとをかし　

施設名 生活介護　糸をかし　

ふりがな しゃかいふくしほうじん　はぐくむ

圏域 中西部 領域 障害

６２



活動内容 ④・⑤ 敬老のつどい・スマイル広場・プール開放・園庭解放・ボランティアの受入れ

具体的な活動

　敬老のつどいでは、毎年保育園で園児さんの祖父母を招待して、おじいちゃんおばあちゃんから自己紹介を

してもらった後、各クラスの子どもたちが歌やダンスを披露します。あやとり・おてだま・コマ回し等のむかし遊び

を教えてもらったりしています。　スマイル広場では、毎月第２水曜日に７クラスが交代でテーマを変えて地域の

お友だちと一緒に遊びます。　プール開放は夏季。園庭は（月）から（金）の毎日開放しています。

　昨年、学生ボランティアで来られた学生さんが、本人のご希望で今年度てしま保育園に入職となりました。

活動内容 ③ みんなで遊ぼう武道館ひびき

具体的な活動

　てしま保育園の０歳児から５歳児が、毎月交代で第２金曜日に近隣の武道館ひびきへ訪問し、地域の異年齢

児と交流しています。地域の子どもたちにとっても楽しいひと時となるようにと、保育園の先生が毎回工夫した

遊びを提供しています。

活動内容 ② やきいも大会・おもちつき大会

具体的な活動

　やきいも大会は、地域の皆様に声をかけて、たくさんの近隣の方が参加されて恒例行事となっています。

　おもちつき大会は、恒例行事でしたが、平成２８年度は感染症予防の関係で地域の方には周知できません

でした。在園児ではありませんが、一時保育を利用のお子さんには一緒におもちつきをしていただきました。

活動内容 ① ０歳児サークルぴよぴよ

具体的な活動

　「０歳児サークルぴよぴよ」は、毎月第４金曜日を中心に行っています。　０歳児のお子様を連れて地域の

お母さん方が、てしま保育園２階のホールで発育測定と足型とりをして、成長の記録をしています。離乳食の

話や、保健の話、手作り玩具、図書館司書による子どものために良い絵本の話、育児相談等をしています。

　同じ年齢のお子様を持ち、同じ悩みや大変さを互いに共有できる機会として保育園を活用していただいて

います。

ホームページURL http://wasurerunateshima.hp。gogo.jp/pc/ E-Mail wasurerunateshima@camel.plala.or.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市服部西町３丁目５－１２

電話 ０６－６８６４－０９４３ FAX ０６－６８６４－１４１４

法人名称 社会福祉法人　アンデルセン

ふりがな てしまほいくえん

施設名 てしま保育園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　あんでるせん

圏域 中西部 領域 保育
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具体的な活動

民間保育連合会、幼稚園、認定こども園共催の就職フェアを行い、そこで参加した学生達の

園見学やボランティアの要望を受入れる。

そのことで大学や専門学校で学んだことと実際の保育、保護者対応を体験し、机上では

感じられないことをその違いや、今から必要なことを学校へ帰ってから学びなおしたり学び方の

再考のきっかけ作りをしている。

活動内容 ④ 民保連　就職フェア参加の学生のボランティア受入れ

具体的な活動

ひまわりひろばの地域交流事業を園内でも知らせ、親子で参加してもらい近くの施設の事を

保護者に知ってもらう。又、同センターの体育館を借りてファミリー交流会（園児と保護者）

運動会、生活発表会（地域交流事業）を行う。そのことにより場所やセンター内の活動や

事業も目にふれ、より理解を深めてもらうようにしている。

活動内容 ③ 豊中市立障害福祉センターひまわりのひまわり広場に参加

同センター１階のしいのみ学園へ通う園児のOT、ST担当者と連携し、保育園と学園などの

障がい児保育体制の向上に努められるようにしている。

活動内容 ① わくわくグループ（地域交流事業）

具体的な活動

地域の方が園の行事に参加できるように、ホームページ内“わかばのお知らせ”や近隣周辺

郵便局掲示板にポスターを貼らせていただいている。

※毎月の誕生日会・・・誕生日を園児とともに祝い、絵本をプレゼントする。

※地域参加可能な行事・・・＜七夕のつどい、総合避難訓練、運動会、ハロウィンパーティー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　お楽しみ会、新年のつどい＞に園児と一緒に参加していただき

　　　　　　　　　　　　　　　　　育児相談なども（スマイルサポーター２名）受けながら、悩みを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分だけでかかえこまないように見守っている。入所手続き紹介等もあり

*ハロウィーンパーティーではスィートポテトを地域、近隣にも配っている。

ホームページURL http://www.ans.co.jp/n/wakaba/ E-Mail wakaba@toyonakaboshi.com

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 　豊中市稲津町１丁目８－１９

電話 　０６－６８６８－１０１１ FAX 　０６－６８６８－１０１１

法人名称 社会福祉法人　豊中市母子寡婦福祉会

ふりがな わかばほいくえん

施設名 わかば保育園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかしぼしかふふくしかい

圏域 中西部 領域 保育
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ふりがな しゅうきょうほうじん　にほんばぷてすとどうめいそねきりすときょうかい

圏域 中西部 領域 保育

法人名称 宗教法人　日本バプテスト同盟曽根キリスト教会

ふりがな ひかりほいくえん

施設名 ひかり保育園

所在地 豊中市曽根南町１丁目６－７

電話 ０６－６８６４－５０２８ FAX ０６－６８６４－５０２８

ホームページURL E-Mail hikari₋hoikuen@yellow.plala.or.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

活動内容 ① こひつじクラブ　（地域支援事業）

具体的な活動

月２回　10：00～11：00

地域の子育て家庭の子供と保護者が集い、遊んだり、交流する。　保育園は、絵本の読み聞かせ、

手遊び、エプロンシアターなど用意し、親子で楽しめるようにする。　

上記の他　年間行事　（クリスマス会、運動会、こどもコンサート、人形劇の観劇などを行う）

活動内容 ① オリーブクラブ

具体的な活動

月２回　3：00～4：00

地域の小学生を対象とした、居場所の提供。　玩具などを用意し、自由に遊ぶ。

大人が３人以上ついて、話し相手、遊び相手になる。

活動内容 ④ 地域支援事業

具体的な活動

地域支援事業の際、ボランティアを受け入れて、一緒に活動してもらう

活動内容

具体的な活動
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ 中高生のボランティアの受入れ

具体的な活動

トライやるウィークなど、中高生の保育体験学習の受入れを行っている。

活動内容 ① 園庭開放

具体的な活動

平日の月曜日から金曜日の午前１０時から１１時の間、親子で遊べるように園庭を開放している。

その際、身体測定の実施、育児相談に応じている。

ホームページURL E-Mail yumetori@yumekoubou.or.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市服部南町５丁目６－９

電話 ０６－６８６２－７６１１ FAX ０６－６８６２－０１９３

法人名称 社会福祉法人　夢工房

ふりがな ゆめのとりほいくえん

施設名 夢の鳥保育園

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ゆめこうぼう

圏域 中西部 領域 保育
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

近隣保育所と２カ月毎に交流をしている。

内容はお互いの施設を行き来し、一緒に遊んだり、子どもの出し物を見たり、入居者が紙芝居を

読み聞かせたり等。

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

夏祭りに施設から出店（ヨーヨー釣り）をしている。

地区（小学校区）の運動会に町内会の一員として参加。

町内会の子どもが手づくりした神輿を引いてねり歩く際に、施設へ来てもらい各フロアを回ってもらう。

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

施設食堂に出張デパート業者に来てもらい、ご入居者、近隣住民の方に買物（衣類、日用品等）を

してもらう場と考えている。

11/30に初めて実施し、毎月実施できるように進めていく。

地域住民の方の交流の場、買物が困難な方への支援につながるようにと考えている。

ホームページURL http//junpu-kai.or.jp E-Mail toyo.tokuyo@junpu-kai.or.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市二葉町２丁目４－５

電話 ０６－６３３５－０７８５ FAX ０６－６３３５－０７８６

法人名称 社会福祉法人　淳風会

ふりがな とくべつようごろうじんほーむ　じゅんぷうとよなか

施設名 特別養護老人ホーム淳風とよなか

ふりがな しゃかいふくしほうじん　じゅんぷうかい

圏域 南部 領域 高齢
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

随時、受け入れ出演をお願いしています。

地元のグループをはじめ様々な人脈を通じて出演依頼をしています。

現在の定期的開催行事は三味線演奏・二胡演奏・音楽療法・折り紙教室・アロマセラピーを実施しています。

中学校の職場体験や福祉医療専門学校の実習の受け入れ等実施しています。

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

地域自治会の盆踊り協賛参加（模擬店を出店）をしています。

市民体育祭に於いても地元自治会として参加しています。

地元小学校の芋植え、芋堀の参加やサマーカーニバル出店など学校行事には多数参加しています。

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

施設内を利用して、地域住民の方を対象に笑いヨガと高齢者の栄養講座を開催。

認知症予防講演会も地域の方を対象に実施しました。

ホームページURL http://www.futabaen.jp E-Mail info@futabaen.jp

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市二葉町２丁目５－３

電話 ０６－６３３５－２３６６ FAX ０６－６３３１－３３２３

法人名称 社会福祉法人　日光会

ふりがな かいごろうじんほけんしせつふたばえん　/　ふたばえんきょたくかいごしえんじぎょうしょ

施設名 介護老人保健施設　二葉園　/　二葉園居宅介護支援事業所

ふりがな しゃかいふくしほうじん　にっこうかい

圏域 南部 領域 高齢
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活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

夏の体験ボランティアの受け入れ

高校生や社会人のボランティア受け入れ

ささえ愛ポイントの受け入れ（毎週）

祭りなどの行事の際にボランティアの受け入れ招待状を送付

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

認知症サポーター養成講座の出張講座

一般市民向けのサロンを企画している。

介護無料相談（毎月）

活動内容 ② 物品提供

具体的な活動

「ぐるっと島田」の地域活動への参加

活動内容 ① 場所提供

具体的な活動

施設内の地域フォーラム室（多目的室）を無料で貸出。

ホームページURL E-Mail sarage-toyonaka@grace.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 庄内宝町１丁目４－５

電話 ０６－４８６６－５９５１ FAX ０６－４８６６－５９５２

法人名称 社会福祉法人　愊美会

ふりがな とくべつようごろうじんほーむ　さらーじゅとよなか　

施設名 　　特別養護老人ホーム　サラージュ豊中　

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ふくびかい

圏域 南部 領域 高齢
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活動内容

具体的な活動

活動内容 ⑤ デイサービスイベントへの参加呼びかけ

具体的な活動

映画会や演奏会などのイベント実施を地域住民に告知し参加呼びかけ

　⇒人気のイベントには多数の地域高齢者が参加され、次回のイベントの問い合わせが入ることも。とり

　　わけ、ボランティアとして定期的に訪問くださるシンガーソングライターの演奏会には毎回大勢のファン

　　が駆け付け、盛況となっている。

活動内容 ③ 地域行事への参加

具体的な活動

校区福祉委員会等が主催する地域行事に参加協力

　○敬老の集いへの協力と参加者に対し脳年齢測定を実施

活動内容 ①②④ 地域交流スペースを活用したカフェの開催と交流プログラムの実施

具体的な活動

毎月第3水曜日に地域交流スペースにて地域住民向けの様々な取り組みと交流プログラムを実施

　○デイサービスの通信カラオケ機器を開放

　○園芸ボランティアの指導による草花を使った作品づくり

　○障害者作業所の物品販売

　○カフェの開催。

ホームページURL http://www.toyonaka-shakyo.or.jp E-Mail shohmoto-ds@tune.ocn.ne.jp

内容 ☑①場所提供　☑②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

所在地 豊中市庄本町３丁目１－１５

電話 ０６－６３３６－０８４２ FAX ０６－６３３６－９５８０

法人名称 社会福祉法人　豊中市社会福祉協議会

ふりがな でいさーびすせんたーふれあいしょうもと／しょうもとかいごよぼうせんたー

施設名 デイサービスセンターふれあい庄本／庄本介護予防センター

ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかししゃかいふくしきょうぎかい

圏域 南部 領域 高齢
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活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容

具体的な活動

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

作業等の活動を一緒に行ってもらう。（ボランティア）

ホームページURL E-Mail cosmosfukushi@opal.ocn.ne.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　□③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　□⑤その他

所在地 豊中市庄内西町１丁目１－３

電話 ０６－６３３６－００１２ FAX ０６－６３３６－００１２

法人名称 社会福祉法人　コスモス福祉会

ふりがな こすもすとよなかさぎょうしょ

施設名 コスモス豊中作業所

ふりがな しゃかいふくしほうじん　こすもすふくしかい

圏域 南部 領域 障害
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ふりがな しゃかいふくしほうじん　とよなかきららふくしかい

圏域 南部 領域 障害

法人名称 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

ふりがな くれよん

施設名 クレヨン

所在地 豊中市庄内西町２丁目３－５

電話 ０６－６３３５－５１２１ FAX ０６－６３３５－５１２１

ホームページURL http://toyonaka-kirara.jp/ E-Mail kirara_ｃrayon@yahoo.ne.jp

内容 □①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　☑④ボランティアの受入れ　☑⑤その他

活動内容 ③ 地域の行事等への出張

具体的な活動

民謡の夕べ＆カーニバル（庄内南小学校）、庄内神社青空市に参加

活動内容 ④ ボランティアの受入れ

具体的な活動

サマーボランティア（社協）の受入（１名）

活動内容 ⑤ その他

具体的な活動

豊中支援学校 日中活動事業所連絡会、防災フェスタとよなか、福祉の就職フェア

地域福祉ネットワーク会議、消防防災協力事業所の登録および公表

ＡＥＤの設置と登録場所の公表、こども１１０番

活動内容

具体的な活動
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ふりがな がっこうほうじん　たなかがくえん

圏域 南部 領域 保育

法人名称 学校法人　田中学園

ふりがな くりのみようちえん・くりのみほいくえん

施設名 くりのみ幼稚園・くりのみ保育園

所在地 豊中市野田町３２－３

電話 ０６－６３３４－６００４ FAX ０６－６３３１－５７５０

ホームページURL www.kurinomikindergarten.com E-Mail kurinomi@mbn.nifty.com

内容 ☑①場所提供　□②物品提供　☑③地域の行事等への出張　□④ボランティアの受入れ　□⑤その他

具体的な活動

２～３才対象の親子体操です。
年４回、無料で実施しており、季節に応じた身体を動かして親子で楽しめる遊びの提供をしています。
プログラムの中で体育講師の子育てワンポイントアドバイスもあります。

活動内容 ① 園庭開放

具体的な活動

地域の親子が安全かつ自由に遊べるよう、園庭を開放して遊び場を提供しています。
こども同士の交流だけでなく保護者同士の交流にもつながっています。
開放日は第三土曜日が基本ですが、通常保育日も希望者には開放し、園児との交流をもてるように
しています。

活動内容 ③・⑤ 子育て相談

具体的な活動

子育て相談員の資格を持った職員が子育て中の方の相談に応じています。
対象は在園児の保護者だけでなく地域在住の方が利用できるようにしています。

活動内容 ③・⑤ 親子ふれあい教室

活動内容 ⑤ キンダーカウンセラー事業

具体的な活動

子育て中の保護者の支援のために毎月１回、園に臨床心理士の資格を持ったキンダーカウンセラー
を招いてカウンセリングをおこなっています。
在園児の保護者以外の利用者もあります。

７４






