
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○三田市民病院のボランティア活動

三田市民病院ボランティア活動は、当病院が現在地に移転し

た平成

の案内から始まり、

後、入院患者さまへの図書貸出しサービスやソーイング

活動など、活動の範囲を広げました。

ーに、女性はピンクのエプロン、男性は白いポロシャツを着て

活動をしています。

。 

○病院ボランティア「ひまわり」の活動状況

【外来フロアーでの活動】

月曜日〜金曜日、８時４５分〜１１時

※状況に応じて時間

・初診や再診、入院などの窓口案内

・初診申込書などの代筆

・車いすの介助や歩行困難者への援助

・ストレッチャーの誘導

・再来受付機、自動精算機の操作補助

・入院患者の病棟までの援助

・中央処置室での受付案内

○病院ボランティアとは

 病院を訪れる方は不安や戸惑いがあるかと思います。

病院で、自らの経験や技術を活かし

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

院ボランティア。

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

を過ごそうとするものです。

○三田市民病院のボランティア活動

三田市民病院ボランティア活動は、当病院が現在地に移転し

た平成 7 年 7 月に病院ボランティアとして、外来フロアーで

の案内から始まり、

後、入院患者さまへの図書貸出しサービスやソーイング

活動など、活動の範囲を広げました。

ーに、女性はピンクのエプロン、男性は白いポロシャツを着て

活動をしています。

○病院ボランティア「ひまわり」の活動状況

【外来フロアーでの活動】

月曜日〜金曜日、８時４５分〜１１時

※状況に応じて時間

初診や再診、入院などの窓口案内

初診申込書などの代筆

車いすの介助や歩行困難者への援助

ストレッチャーの誘導

再来受付機、自動精算機の操作補助

入院患者の病棟までの援助

中央処置室での受付案内

○病院ボランティアとは

病院を訪れる方は不安や戸惑いがあるかと思います。

病院で、自らの経験や技術を活かし

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

院ボランティア。

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

を過ごそうとするものです。

○三田市民病院のボランティア活動

三田市民病院ボランティア活動は、当病院が現在地に移転し

月に病院ボランティアとして、外来フロアーで

の案内から始まり、9 月に「ひまわり」が発足しました。その

後、入院患者さまへの図書貸出しサービスやソーイング

活動など、活動の範囲を広げました。

ーに、女性はピンクのエプロン、男性は白いポロシャツを着て

活動をしています。 

○病院ボランティア「ひまわり」の活動状況

【外来フロアーでの活動】

月曜日〜金曜日、８時４５分〜１１時

※状況に応じて時間の変動

初診や再診、入院などの窓口案内

初診申込書などの代筆 

車いすの介助や歩行困難者への援助

ストレッチャーの誘導 

再来受付機、自動精算機の操作補助

入院患者の病棟までの援助

中央処置室での受付案内

病院ボランティア

ひ

○病院ボランティアとは 

病院を訪れる方は不安や戸惑いがあるかと思います。

病院で、自らの経験や技術を活かし

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

院ボランティア。 

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

を過ごそうとするものです。

○三田市民病院のボランティア活動

三田市民病院ボランティア活動は、当病院が現在地に移転し

月に病院ボランティアとして、外来フロアーで

月に「ひまわり」が発足しました。その

後、入院患者さまへの図書貸出しサービスやソーイング

活動など、活動の範囲を広げました。笑顔と心くばりをモット

ーに、女性はピンクのエプロン、男性は白いポロシャツを着て

○病院ボランティア「ひまわり」の活動状況

 

月曜日〜金曜日、８時４５分〜１１時

の変動があります

初診や再診、入院などの窓口案内

 

車いすの介助や歩行困難者への援助

 

再来受付機、自動精算機の操作補助

入院患者の病棟までの援助 

中央処置室での受付案内 

病院ボランティア

ひ ま

 

病院を訪れる方は不安や戸惑いがあるかと思います。

病院で、自らの経験や技術を活かし、患者さまやご家族さまなど付き添いの方に対し自立

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

を過ごそうとするものです。 

○三田市民病院のボランティア活動 

三田市民病院ボランティア活動は、当病院が現在地に移転し

月に病院ボランティアとして、外来フロアーで

月に「ひまわり」が発足しました。その

後、入院患者さまへの図書貸出しサービスやソーイング

笑顔と心くばりをモット

ーに、女性はピンクのエプロン、男性は白いポロシャツを着て

○病院ボランティア「ひまわり」の活動状況

月曜日〜金曜日、８時４５分〜１１時００分 

ます 

初診や再診、入院などの窓口案内 

車いすの介助や歩行困難者への援助(車いすの整理

再来受付機、自動精算機の操作補助 

病院ボランティア

ま わ

病院を訪れる方は不安や戸惑いがあるかと思います。

患者さまやご家族さまなど付き添いの方に対し自立

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

三田市民病院ボランティア活動は、当病院が現在地に移転し

月に病院ボランティアとして、外来フロアーで

月に「ひまわり」が発足しました。その

後、入院患者さまへの図書貸出しサービスやソーイング(裁縫

笑顔と心くばりをモット

ーに、女性はピンクのエプロン、男性は白いポロシャツを着て

○病院ボランティア「ひまわり」の活動状況 

 

車いすの整理) 

病院ボランティア 

りわ 

病院を訪れる方は不安や戸惑いがあるかと思います。 

患者さまやご家族さまなど付き添いの方に対し自立

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

三田市民病院ボランティア活動は、当病院が現在地に移転し

月に病院ボランティアとして、外来フロアーで

月に「ひまわり」が発足しました。その

裁縫)

笑顔と心くばりをモット

ーに、女性はピンクのエプロン、男性は白いポロシャツを着て

 

り 

患者さまやご家族さまなど付き添いの方に対し自立

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

患者さまやご家族さまなど付き添いの方に対し自立

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々

患者さまやご家族さまなど付き添いの方に対し自立

の心を大切にしながら、不安や戸惑いを少しでも和らげたり、季節の風を吹き込むのが病

ボランティア自身も、人びととのふれあいを通して自らを啓発し潤いのある心豊かな日々



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

  

 

    

        

【図書の貸出し】

火曜日、１３時３０分〜１５時

２台の手押し移動図書館「ひまわり号」に

約６００冊の図書を乗せて

６階から４階の入院病棟を回ります。

随時、図書を入れ替え入院患者さんの希望にできるだけ添うように心がけています。

貸出し期間・冊数に制限はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             

【ソーイング

火曜日、９時００分〜１２時００分

基本は月２回ですが、必要に応じて随時活動しています。

患者さまの治療時や入院生活での苦痛を和らげたり

便利で安心感を持ってもらえたりする小物を考え縫製し

また改良を加えたりしています。

○ボランティア募集

   病院ボランティア「ひまわり」では、ボランティアを募集しています。

年齢、男女を問いません。資格もいりません。ご自身の世界を広げたい、充実感いっぱいの生活を

したいと意欲ある方、大歓迎です。

  ご興味を持たれた方は、一度私たちの活動を見てください。そしてお気軽に声をおかけください。

○活動の条件

・ボランティアの目的を理解し、その達成のために協力的に活動できる方

・無報 

  ・人の話を聞くことができて、上手にコミュニケーションが取れる方

  ・１か月に２回以上活動ができる方

   なお、ご入会いただける方には、ボランティア保険に加入していただきます。

  （既に加入されておられる方は必要ありません）

 

○お問い合わせ先

   三田市民病院

    ☎079

        もしくは活動中のボランティアに声をお掛けいただいても結構です。

【図書の貸出し】

火曜日、１３時３０分〜１５時

２台の手押し移動図書館「ひまわり号」に

約６００冊の図書を乗せて

６階から４階の入院病棟を回ります。

随時、図書を入れ替え入院患者さんの希望にできるだけ添うように心がけています。

貸出し期間・冊数に制限はありません。

                                                             

【ソーイング(裁縫

火曜日、９時００分〜１２時００分

基本は月２回ですが、必要に応じて随時活動しています。

患者さまの治療時や入院生活での苦痛を和らげたり

便利で安心感を持ってもらえたりする小物を考え縫製し

また改良を加えたりしています。

○ボランティア募集

病院ボランティア「ひまわり」では、ボランティアを募集しています。

年齢、男女を問いません。資格もいりません。ご自身の世界を広げたい、充実感いっぱいの生活を

したいと意欲ある方、大歓迎です。

ご興味を持たれた方は、一度私たちの活動を見てください。そしてお気軽に声をおかけください。

○活動の条件 

ボランティアの目的を理解し、その達成のために協力的に活動できる方

 酬の活動であることを理解できる方

・人の話を聞くことができて、上手にコミュニケーションが取れる方

・１か月に２回以上活動ができる方

なお、ご入会いただける方には、ボランティア保険に加入していただきます。

（既に加入されておられる方は必要ありません）

○お問い合わせ先

三田市民病院 医事課

079-565-8601

もしくは活動中のボランティアに声をお掛けいただいても結構です。

【図書の貸出し】 

火曜日、１３時３０分〜１５時

２台の手押し移動図書館「ひまわり号」に

約６００冊の図書を乗せて

６階から４階の入院病棟を回ります。

随時、図書を入れ替え入院患者さんの希望にできるだけ添うように心がけています。

貸出し期間・冊数に制限はありません。

                                                             

裁縫)活動】

火曜日、９時００分〜１２時００分

基本は月２回ですが、必要に応じて随時活動しています。

患者さまの治療時や入院生活での苦痛を和らげたり

便利で安心感を持ってもらえたりする小物を考え縫製し

また改良を加えたりしています。

○ボランティア募集 

病院ボランティア「ひまわり」では、ボランティアを募集しています。

年齢、男女を問いません。資格もいりません。ご自身の世界を広げたい、充実感いっぱいの生活を

したいと意欲ある方、大歓迎です。

ご興味を持たれた方は、一度私たちの活動を見てください。そしてお気軽に声をおかけください。

ボランティアの目的を理解し、その達成のために協力的に活動できる方

酬の活動であることを理解できる方

・人の話を聞くことができて、上手にコミュニケーションが取れる方

・１か月に２回以上活動ができる方

なお、ご入会いただける方には、ボランティア保険に加入していただきます。

（既に加入されておられる方は必要ありません）

○お問い合わせ先 

医事課 医事係

8601 FAX

もしくは活動中のボランティアに声をお掛けいただいても結構です。

火曜日、１３時３０分〜１５時００分

２台の手押し移動図書館「ひまわり号」に

約６００冊の図書を乗せて 

６階から４階の入院病棟を回ります。

随時、図書を入れ替え入院患者さんの希望にできるだけ添うように心がけています。

貸出し期間・冊数に制限はありません。

                                                             

活動】 

火曜日、９時００分〜１２時００分

基本は月２回ですが、必要に応じて随時活動しています。

患者さまの治療時や入院生活での苦痛を和らげたり

便利で安心感を持ってもらえたりする小物を考え縫製し

また改良を加えたりしています。 

病院ボランティア「ひまわり」では、ボランティアを募集しています。

年齢、男女を問いません。資格もいりません。ご自身の世界を広げたい、充実感いっぱいの生活を

したいと意欲ある方、大歓迎です。 

ご興味を持たれた方は、一度私たちの活動を見てください。そしてお気軽に声をおかけください。

ボランティアの目的を理解し、その達成のために協力的に活動できる方

酬の活動であることを理解できる方

・人の話を聞くことができて、上手にコミュニケーションが取れる方

・１か月に２回以上活動ができる方 

なお、ご入会いただける方には、ボランティア保険に加入していただきます。

（既に加入されておられる方は必要ありません）

医事係 

FAX 079-565

もしくは活動中のボランティアに声をお掛けいただいても結構です。

００分 

２台の手押し移動図書館「ひまわり号」に 

６階から４階の入院病棟を回ります。 

随時、図書を入れ替え入院患者さんの希望にできるだけ添うように心がけています。

貸出し期間・冊数に制限はありません。 

                                                             

火曜日、９時００分〜１２時００分 

基本は月２回ですが、必要に応じて随時活動しています。

患者さまの治療時や入院生活での苦痛を和らげたり

便利で安心感を持ってもらえたりする小物を考え縫製し

病院ボランティア「ひまわり」では、ボランティアを募集しています。

年齢、男女を問いません。資格もいりません。ご自身の世界を広げたい、充実感いっぱいの生活を

ご興味を持たれた方は、一度私たちの活動を見てください。そしてお気軽に声をおかけください。

ボランティアの目的を理解し、その達成のために協力的に活動できる方

酬の活動であることを理解できる方 

・人の話を聞くことができて、上手にコミュニケーションが取れる方

なお、ご入会いただける方には、ボランティア保険に加入していただきます。

（既に加入されておられる方は必要ありません） 

565-0686

もしくは活動中のボランティアに声をお掛けいただいても結構です。

 

随時、図書を入れ替え入院患者さんの希望にできるだけ添うように心がけています。

                                                             

基本は月２回ですが、必要に応じて随時活動しています。

患者さまの治療時や入院生活での苦痛を和らげたり 

便利で安心感を持ってもらえたりする小物を考え縫製し 

病院ボランティア「ひまわり」では、ボランティアを募集しています。

年齢、男女を問いません。資格もいりません。ご自身の世界を広げたい、充実感いっぱいの生活を

ご興味を持たれた方は、一度私たちの活動を見てください。そしてお気軽に声をおかけください。

ボランティアの目的を理解し、その達成のために協力的に活動できる方

・人の話を聞くことができて、上手にコミュニケーションが取れる方

なお、ご入会いただける方には、ボランティア保険に加入していただきます。

0686 

もしくは活動中のボランティアに声をお掛けいただいても結構です。

随時、図書を入れ替え入院患者さんの希望にできるだけ添うように心がけています。

                                                             

基本は月２回ですが、必要に応じて随時活動しています。 

病院ボランティア「ひまわり」では、ボランティアを募集しています。

年齢、男女を問いません。資格もいりません。ご自身の世界を広げたい、充実感いっぱいの生活を

ご興味を持たれた方は、一度私たちの活動を見てください。そしてお気軽に声をおかけください。

ボランティアの目的を理解し、その達成のために協力的に活動できる方

・人の話を聞くことができて、上手にコミュニケーションが取れる方 

なお、ご入会いただける方には、ボランティア保険に加入していただきます。

もしくは活動中のボランティアに声をお掛けいただいても結構です。 
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