
■KVネット 新規掲載情報 記入用紙■ 

「関西人のためのボランティア活動情報ネット（ＫＶネット）」  
施設／団体名：                           担当者氏名： 

連絡先 TEL:                （□自宅 □職場） 
※↑事務局内のみで使用します。ホームページでは公開致しません。 

 

ボランティア募集、イベントや講座、当事者活動の告知にあたり、必要な情報をご記入ください（※は記入必須です）。 

タイトル（※） 

★参加したくなるような

タイトルを！ 

 

アピールポイント 

・ひと言メッセージ等

（※） 

★活動がイメージでき

る表現を！ 

 

活動内容（※） 

★できるだけ詳しくお

書きください。 

 

日時（※） 

□日を指定        年        月       日（    曜日） 

□曜日を指定  （□月、□火、□水、□木、□金、□土、□日） 

□時間を指定        時     分～      時     分 

□     時     分～      時     分の間で相談の上決める 

場所（※） 
施設名： 

（住所）〒     －   

最寄り駅（※） 線          駅 から□徒歩  □バス（バス停：       ）      分 

参加費（※） 
（交通費、昼食、資料代など） 

 

募集対象・人数（※）  

参加条件（あれば） 
 

 

締切（※） □あり（      年     月     日まで）   □なし 

問合せ（※） 

★公開できる範囲で 

お書きください。 

団体名）                   

 

担当者氏名） 

 

住所）〒 

 

TEL）              

FAX） 

E-mail） 

ＵＲＬ） 
 

  

インターネットでご自身で入力できます。ID、
パスワードが必要な方はご一報ください。 

ＦＡＸ：０６－６８０９－４９０２    メール：ｋｖｎｅｔ＠ｏｓａｋａｖｏｌ.ｏｒｇ（ワードファイルで添付） 
〒５４０－００１２ 大阪市中央区谷町 2 丁目 2-20  2Ｆ  社会福祉法人大阪ボランティア協会 （ＫＶネット担当） 



 

 

「関西人のためのボランティア活動情報ネット（ＫＶネット）」  

■新規掲載情報 記入用紙■  
施設／団体名：大阪障害児施設さくら              担当者氏名：大阪 さくら（イベント担当） 
連絡先 TEL:０７－１２３４－５６７８  （□自宅 ☑職場） 

※↑事務局内のみで使用します。ホームページでは公開致しません。 

 

ボランティア募集、イベントや講座、当事者活動の告知にあたり、必要な情報をご記入ください（※は記入必須です）。 

タイトル（※） 

★参加したくなるような

タイトルを！ 

障害のある子どもたちと一緒にお花見散歩を楽しみませんか？ 

アピールポイント 

・ひと言メッセージ等

（※） 

★活動がイメージでき

る表現を！ 

小学１年～３年の身体に障害がある子どもが中心に通う、みんな仲良しの楽しい施設です。

障害児施設に通う子どもたちと一緒に公園へ桜を観に行きます。 

お花見は、子どもたちがとても楽しみにしている行事の１つで、近くの川原の公園まで一緒にわ

いわいおしゃべりしながらおでかけをします。 

普段は、施設の職員と接することが多いので、ボランティアに来てもらい一緒に遊ぶことを子ど

もたちは心待ちにしています。 

 

活動内容（※） 

★できるだけ詳しくお

書きください。 

・子ども達の見守り、付き添い、わいわいおしゃべり、公園ではみんなで鬼ごっこなどもします。 

・トイレや食事などのサポート（基本的にはスタッフがついています） 

 

継続的に施設に来ていただけるボランティアも募集しています！詳しくはお問い合わせください。 

日時（※） 

□日を指定       2015 年     ４ 月    ２９  日（金曜日・祝） 

□曜日を指定  （□月、□火、□水、□木、☑金、□土、□日） 

□時間を指定       １０ 時  ００ 分～    １６ 時  ００ 分 

□     時     分～      時     分の間で相談の上決める 

場所（※） 
施設名：大阪障害児施設さくら 

（住所）〒１２３－４５６７ 大阪市福島区吉野１－２－３ 吉野さくら館 

最寄り駅（※） ＪＲ環状線  福島駅  から ☑徒歩  □バス（バス停：       ）   １０ 分 

参加費（※） 

（交通費、昼食、資料代など） 

・施設までの交通費は自己負担でお願いします。 

・昼食は、施設でお弁当を用意します。 

募集対象・人数（※） 

・定員：５人 

・男女、年齢問わず子どもが好きな方。 

・障害者のサポートの経験がない方でも、スタッフが丁寧にお伝えしますので、初心者、グループで

の参加も歓迎です。 

参加条件（あれば） ・１日通して参加可能な方 

締切（※） ☑あり（   2015 年  ４ 月  ２0  日まで）   □なし 

問合せ（※） 

★公開できる範囲で 

お書きください。 

団体名） 大阪障害児施設さくら 

担当者氏名） 大阪 みどり 

住所）〒１２３－４５６７  大阪市福島区吉野１－２－３ 吉野さくら館 

TEL） ０６－１２３４－５６７８ 

FAX） ０６－１２３４－５６７９ 

E-mail） sakurai@abc.defg 

ＵＲＬ） http://www.sakura.org/ 
 

 
ＦＡＸ：０６－６８０９－４９０２    メール：ｋｖｎｅｔ＠ｏｓａｋａｖｏｌ.ｏｒｇ（ワードファイルで添付） 
〒５４０－００１２ 大阪市中央区谷町 2 丁目 2-20  2Ｆ  社会福祉法人大阪ボランティア協会 （ＫＶネット担当） 

記入見本【（１）ボランティア募集・メンバーの募集】 



 

 

「関西人のためのボランティア活動情報ネット（ＫＶネット）」  

■新規掲載情報 記入用紙■  
施設／団体名：自然環境団体みどり              担当者氏名：大阪 みどり（イベント担当） 
連絡先 TEL:０７－１２３４－５６７８  （□自宅 ☑職場） 

※↑事務局内のみで使用します。ホームページでは公開致しません。 

 

ボランティア募集、イベントや講座、当事者活動の告知にあたり、必要な情報をご記入ください（※は記入必須です）。 

タイトル（※） 

★参加したくなるような

タイトルを！ 

珈琲を飲みながら、野鳥や森のことについてお話を聞きませんか？ 

アピールポイント 

・ひと言メッセージ等

（※） 

★活動がイメージでき

る表現を！ 

自然環境団体のカフェでトークイベントを開催します。 

オーナー（団体メンバー）が話を聞きたい、つながりたいと思った方をお招きし、 

不定期でトークイベントを開催しています。 

毎回満員御礼の大人気イベントで、今回で 7回目になります。 

きっと新しい出会いや発見があるはず！お気軽にお越しください。 

活動内容（※） 

★できるだけ詳しくお

書きください。 

今回は、フェアトレード珈琲を飲みながら野鳥保護活動をしている野鳥さんのお話を伺いま

す。参加型のイベントで、一緒に話をしながら交流もできます。 

出入り自由ですので、参加可能な時間にお立ちよりください！ 

日時（※） 

□日を指定       2015 年     ５ 月    １６  日（土曜日） 

□曜日を指定  （□月、□火、□水、□木、□金、☑土、□日） 

□時間を指定       １３ 時  ００ 分～    １７ 時  ３０ 分 

□     時     分～      時     分の間で相談の上決める 

場所（※） 
施設名：のはらカフェ 

（住所）〒１２３－４５６７ 大阪市福島区吉野 自然環境団体みどり１階 

最寄り駅（※） ＪＲ環状線  福島駅  から ☑徒歩  □バス（バス停：       ）   １０ 分 

参加費（※） 
（交通費、昼食、資料代など） 

ワンドリンク制です。カフェへお越しの際はドリンクの注文をお願いします（珈琲３５０円～）。 

募集対象・人数（※） 

・定員：20人 

・自然保護や野鳥に関心がある方ならどなたでも！ 

・美味しい珈琲を飲んでリラックスしたい方にもおすすめです。 

参加条件（あれば） 
のはらカフェでは人との会話を大切にしています。緊急の場合を除き、店内での携帯やパソコンの

ご使用をお控えください。 

締切（※） ☑あり（   2015 年  ５ 月  10  日まで）   □なし 

問合せ（※） 

★公開できる範囲で 

お書きください。 

団体名） 自然環境団体みどり 

担当者氏名） 大阪 みどり 

住所）〒１２３－４５６７  大阪市福島区吉野１－２－３  

TEL） ０６－１２３４－５６７８ 

FAX） ０６－１２３４－５６７９ 

E-mail） midori@abc.defg 

ＵＲＬ） 開設準備中です！ 

  

 
ＦＡＸ：０６－６８０９－４９０２    メール：ｋｖｎｅｔ＠ｏｓａｋａｖｏｌ.ｏｒｇ（ワードファイルで添付） 
〒５４０－００１２ 大阪市中央区谷町 2 丁目 2-20  2Ｆ  社会福祉法人大阪ボランティア協会 （ＫＶネット担当） 

記入見本【（２）講座・イベントの参加者募集】 



 

 

■新規掲載情報 記入用紙■ 

「関西人のためのボランティア活動情報ネット（ＫＶネット）」  
施設／団体名：摂食障害のある大人の会つつじ       担当者氏名：大阪 つつじ（メンバー募集担当） 
連絡先 TEL:０８－１２３４－５６７８  （☑自宅 □職場） 

※↑事務局内のみで使用します。ホームページでは公開致しません。 

 

ボランティア募集、イベントや講座、当事者活動の告知にあたり、必要な情報をご記入ください（※は記入必須です）。 

タイトル（※） 

★参加したくなるような

タイトルを！ 

（35文字程度） 

ひとりで悩んでないで一緒に語ろう！～摂食障害のある大人の会のメンバー募集 

アピールポイント 

・ひと言メッセージ等

（※） 

★活動がイメージでき

る表現を！ 

つつじでは、摂食障害のある大人のサロン運営や、摂食障害をテーマにした講演会（年２回）

や会員誌の発行（年４回）を行っています。  

活動内容（※） 

★できるだけ詳しくお

書きください。 

つつじでは定例のサロンに参加するメンバーを募集しています。日々の生活で悩んでいること、

自分の経験や実践していることなどを当事者のみの少人数グループで話します。メンバーみ

んなそれぞれのペースで参加しています。初参加の方は、少しのぞいてみるだけの参加も歓

迎します。 

会を支える運営スタッフも募集していますので、関心のある方は一度お問い合わせください。 

日時（※） 

□日を指定        年      月     日（土曜日） 

□曜日を指定  （□月、☑火、□水、□木、□金、□土、□日） 毎月、第２、第４火曜日 

□時間を指定       １３ 時  ００ 分～    １７ 時  ３０ 分 

□     時     分～      時     分の間で相談の上決める 

場所（※） 
施設名：ボランティアプラザ 

（住所）〒１２３－４５６７ 大阪市福島区吉野１－２－３ ボランティアビル２階 

最寄り駅（※） 地下鉄千日前線 野田阪神駅  から □徒歩  ☑バス（バス停：福島２丁目）  １０ 分 

参加費（※） 

（交通費、昼食、資料代など） 

初回の参加（見学）は無料です。 

２回目以降メンバーとして参加するには、会員登録をしていただきます（会費年間 3,000円）。 

募集対象・人数（※） 
・定員：なし 

・20歳以上の男女 

参加条件（あれば） ・摂食障害当事者 

締切（※） □あり（     年   月   日まで）   ☑なし 

問合せ（※） 

★公開できる範囲で 

お書きください。 

団体名） 摂食障害を持つ大人の会つつじ 

担当者氏名） 大阪 つつじ 

住所）〒１２３－４５６７  大阪市福島区吉野１－２－３ ボランティアビル２階 

TEL） ０６－１２３４－５６７８ 

FAX） ０６－１２３４－５６７９ 

E-mail） midori@abc.defg 

ＵＲＬ）一般公開しているホームページはありません。 

（会員限定で情報交換を行うサイトを運営しています） 
   

ＦＡＸ：０６－６８０９－４９０２    メール：ｋｖｎｅｔ＠ｏｓａｋａｖｏｌ.ｏｒｇ（ワードファイルで添付） 
〒５４０－００１２ 大阪市中央区谷町 2 丁目 2-20  2Ｆ  社会福祉法人大阪ボランティア協会 （ＫＶネット担当） 

記入見本【（３）当事者活動メンバーの募集】 


