平成２６年度 栃木市ボランティアセンター登録団体活動状況一覧表
NO

団

体

名

活

動

内

容

1

栃木ボランティア会
歌おう会

2

目から情報を取り入れる事が困難な方の為の情報テープ作成。「音訳」
栃木市朗読ボランティアの会 市の広報や市のニュースや身近な話題をテープＣＤにし、コンパクトフラッ
「あかり」
シュカード(ＣＦカード)にし、聴読会員の方に送付。毎月90分テープ２本、
60分テープ１本ＣＤ等発行。依頼図書も受けてます。

3

栃木点字ボランティアの会
「すみれ」

4

月１度老人施設あずさの里にて、手作りお菓子による喫茶を開き、その
料理ボランティア お好み食堂
後 老人との話し合いやレクリェーションに参加する。又、運動会、花見会
喫茶
(地域交流会）にも手伝いで参加。

5

栃木市母子寡婦福祉会

ひとり親家庭及び寡婦を対象に活動。母子の活動としては、加入促進事
業として、キャンプや母と子のレクリェーション、料理教室など。寡婦を対
象としては、一泊旅行、手芸教室などの活動を行い、会員同志の交流を
深めている。

6

とちぎおもちゃ図書館

子育て支援サロン：障害のある子もない子も共に誰もが地域の中で心豊
かな生活をおくることを願い子育て支援として活動。おもちゃを通して親
子が集い情報交換、また、世代間交流活動を充実させている。玩具療法
も取り入れている。

7

栃木手話会「太陽」

聴覚障害者の言語である手話を、ろう者のメンバー指導のもと、学習して
いる。また季節の行事や施設慰問も行い、聴覚障害者協会等団体への
行事にも協力し、聴学障害と交流をしながら理解を深めている。

8

栃木太鼓 和蔵会

和太鼓の技術習得を図ると共に、栃木市社会福祉協議会に登録し、地域
社会のボランティア活動に協力していくことを目的とする。各地のお祭り、
企業オープンセレモニー参加。文化庁伝統文化こども教室開催。

9

特定非営利活動法人
アイの会

童謡を 現在は歌（童謡）を主に活動し、イベント・コンサート・福祉施設等を訪問し
ている。

図書、広報とちぎ、市議会だより、名刺等の点訳。学校等への出前講座。
市県等主催の講座、小学生の福祉教室の協力等。

D－ ①視覚障がい者とボランティアとの交流事業
②視覚障がい者福祉についての普及・啓発活動

10 栃木やすらぎ会

・介護者の精神的、身体的負担を軽減するために交流会や相談会を開
催。一人暮しの高齢者への支援
・会員相互の交流。日帰り研修旅行や講演会への参加。

11 栃木市聴覚障害者協会

定期総会、日曜教室、講演会、スポーツ大会、バーベキュー会、健聴者と
の交流会、忘年会、新年ボウリング大会、手話講座などの講師・通訳者
研修会議など。

12

とちぎ蔵の街美術館展示品
監視ボランティアグループ

美術館の展示室内において、展示品を監視するとともに、来館者の誘導
を行う
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13

栃木市高齢社会を考える
パールの会

高齢社会の実状やその対策、問題点等を、資料や施設見学、行政との
話し合い等により把握するとともに、老人施設訪問や傾聴訪問のボラン
ティア活動を実施する。

月に１度のペースで、主に栃木市を中心に小学生の放課後子ども教室の
國學院大學栃木短期大学ボ
ボランティアへ参加したり、地域の仕事や行事の運営補助等のボランティ
14 ラ ンティアサークルみたらし
アへも参加。また、子どもや障害児・者に対するイベントの参加及び支援
会
も行っています。

15 頬笑みの会

・会員同志の助け合い活動。 ・自分や家族に支援が必要になった時、
地域の手助けを頼めるための情報交換の場としてつどう場、しゃべり場を
月２回開催。
・年齢を問わない交流の場。

16 栃木市手をつなぐ育成会

障がい児・者をもつ親、家族、また会の趣旨に賛同する会員で構成。障
害をもつ者の健やかな成長を援助すると同時に会員相互の親睦を図る。
研修会を通して会の啓もう活動を行う。

障害を持つ人達が地域で豊かに生活を送れるように、さまざまな分野の
17 栃木市身体障害児者親の会 ネットワーク作りをしていく。又、身体の訓練や福祉用具、福祉制度など
の相談会も実施。

18

栃木市手話サークル
まの会

特定非営利活動法人
19
め

うず

聴覚障害者の指導を受け、手話技術の向上を目指し、地域の障害者と
の交流を深めている。一般の人達への手話の普及。手話歌の発表。クリ
スマス会。

主に精神障がい者の相談のできる居場所とH24.4からは障がい福祉サー
海が ビス事業所「海がめ物語」として就労継続支援b型の就労訓練をしていま
す。シルバーの方がパソコンの先生になってパソコン教室を開くなど地域
の方との交流事業や協働まつりなどにも参加してます

年間を通じて観光客に、親切丁寧な案内に努め、イベントや週末時の駅
20 栃木市観光ボランティア協会 での案内に協力。又会員の資質向上を図るため研修会を開催。その他
市及び関係各機関団体と連絡を密にして観光事業の推進に努めている。
一般の方々に本校の教育や障害のある児童・生徒を理解していただき、
将来にわたり、学校支援をしていただけるボランティア育成の為のボラン
栃木県立栃木特別支援学校
21
ティア・スクールを開催している。年８回の講座があり、学校行事の支援
ボランティア
体験や障害理解などのための講話の聴講がある。また、学校支援ボラン
ティアとして登録していただき行事や学習の支援をしていただいている。

22 蔵の町子ファミリー

男女共同参画社会の実現のための啓発活動。学校・地域・事業所・イベ
ント会場に出向き、紙芝居・川柳・コント等を通し活動。手作り紙芝居作
成。毎月定例会。研修会等。

23 ネットワークみなみ栃木

栃木市総合運動公園、太平山公園、うずま川、瀬戸河原公園等の清掃
活動、福祉施設への慰問活動及び高齢者とのふれあい活動、施設イベ
ントへの協力、下都賀総合病院通院者介助ボランティア活動、おもちゃ図
書館運営、おもちゃ修理ボランティア活動、国際交流イベント参加参加、
放課後子どもの教室、学童保育等への参加
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24

食生活からの健康づくりの推進のため、食育教育や３歳児健診、イベント
栃木市食生活改善推進団体
等を通して、地域住民に朝食摂取の重要性を呼びかけたり、食事バラン
連絡協議会 栃木支部
スガイドの普及啓発等を行っている。

25

障がい者の一人暮らしを考え 障がい者の一人暮らしを考えるために、学習会やお花見などをして会員
る会
を増やしていく。バーベキュー・講演会・学習会

26

栃木第四小子ども安全パト
ロール

児童の登下校時における安全パトロール。（主に下校時）

27 栃五小こどもパトロール隊

・可能なときに可能な範囲で行い継続する。
・児童の登下校時の同伴・巡回など。
・登下校の時間帯にあわせて、散歩や買い物、家の前に出ての清掃や草
花の手入れなど見守り安全を図る。

28 嘉右衛門町仁徳山車保存会

自治会所有の仁徳天皇人形山車の保存・継承・巡行を目的とし、青少年
の健全育成に寄与する。夏祭りに積極的に参加巡行。

栃木県シルバー大学校南校
市民と共に活動できるボランティア活動(折り紙・パソコン・手芸・三線・そ
29 いきがいづくりセンター 「さ
の他）
んさん会」

30 栃木市絵手紙友の会

文通を通じ、地域間・世代間の交流を図り、友好団体及びその会員と交
流を目的とする。

31 ネットワークとちぎ

・とちぎ自由大学の開催により市民の学びの場をつくり、実践に結びつけ
る。
・蔵を利用した企画展の開催により空蔵の活用をはかる。

特定非営利活動法人
32
木県シニアセンター

栃木市
33
連合会

栃

身体障害者福祉会

・シニアのパソコン講座
ちのＣＭ制作
・ipad講座

・まちづくり

・男のための料理教室

・ま

身体障害者の福祉の向上のため
各種研修会等を行なう。

34 和太鼓 鼓舞技会

老人ホームでの太鼓演奏
地域での祭・イベントでの演奏。地域太鼓講座。

35 あやめの会

日本舞踊

36 ボランティアみつみねの会

地区内老人施設みつみねの郷に出向き入所者と歌とお話しをする。その
他施設内の掃除、モップ掛け、窓ふき、トイレ掃除等、月１回程度一組３
名にて、日程表を作り配布する。日報つけ、確認して帰る。午前１０：００
～１２：００まで。
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老人施設(あずさの里)創立110年、入所者とお買物ツアーへのお手伝い。
地元のスーパーに出向き付き添い、好みの品を求める手助けをする。施
設のイベントにも行き、車椅子を押して参加する事のお手伝いし楽しくお
話し合いの時間もあり施設と密着している。

37 ボランティアあずさ会

特定非営利活動法人
38
街たんぽぽの会

蔵の

特定非営利活動法人
ジ

ハイ

39

栃木県立学悠館高等学校
インタラクティブパートナー

42 傾聴ボランティアゆうゆう

43

特定非営利活動法人
おやこ劇場

・とちぎ市民活動推進センターの施設管理運営事業を行っている。
・障がいや世代に関係なく交流できる余暇活動を自主企画のもと展開し
ている。就業体験、勉強会の実施
・月2回、わんぱく公園（壬生町）にてパン工房の職業体験実施

40 ＦUＮ ＦＡＣＴＯＲＹ

41

障がいがあっても住み慣れた地域であたり前に子どもから高齢者までが
日常生活を送れるようなまちづくりを目指して活動しています。日中の生
活の場と相談事業を実施しています。

教育相談活動の一環として、近隣の大学に学生ボランティアを募集。授
業や行事を通じて教育相談活動を行う。
私達を取り巻く環境は、核家族化家族機能の変化により高齢者の孤独死
等増大傾向にあります。そこで等しく訪れる高齢化のニーズに寄与する
傾聴活動等を実践することとします。

「子どもたちに夢を！たくましい創造力を！」と願う全国５８０ヵ所の子ども
劇場のひとつ。生の体験を大切にし、
舞台鑑賞・おやこ体験活動・教養講座・栃木市母親くらぶ「ゆ・る・く」（子
栃木
育て支援）を行っています。また、４年生以上で「高学年部」をつくり、成長
に合せた子どもの自主性、自発性を育む活動を開始。また、協働まつり・
蔵の街かど映画祭等、街づくり協議にも積極的に参画したり、他団体との
協働も行っている。

44 心労奉仕会

日本舞踊・カラオケ・ダンスなど講座２３団体による年一回の発表会実
施。益金を福祉関係団体へ寄付する。

45

社団法人栃木県鍼灸師会
両毛支部

地域のイベント・まつり・フェスティバル・スポーツ大会などに参加し、無料
で施術、針灸マッサージの振興と啓蒙普及をはかり多くの皆様に体験し
て頂くことを目的にしている。

46

栃木市中途失聴・難聴者協
会

毎月２回手話勉強会や手話講習会を開催している。年に１回聞こえの相
談会を開催している。蔵の街OHP例会に参加。

47 蔵の街ＯＨＰ

手話を覚えることが困難な聴覚障がい者（中途失聴者、難聴者）お年寄り
などに、会議・ＰＴＡ等学校行事、病院
への受診時などで話の内容を要約して文字による通訳を行う。要約筆記
奉仕員養成講座での講師派遣を行う。
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48 栃木市国際交流協会

○交流事業（姉妹都市・友好都市との交流、その他外国との交流）○語
学講座研修会開催事業（外国語講座、食文化体験講習）○交流イベント
事業（国際交流のつどい）○在住外国人共生推進事業（日本語講座、外
国人生活相談、日本語スピーチコンテスト、国際交流バスツアー、ハイキ
ング等）

49 楽しい会

・高齢者が楽しく元気に暮らせる町づくりのために活動しています。また
男女問わず、２０代～９０代の世代交流を行っています。
・マジックショー、南京玉すだれ、フラダンス、オカリナ、まんだん

50 のすたるじん

温もりのある手作りの「家事文化」を次世代に引き継ぐため記録映画を見
る機会をつくり、調理体験を実施しています。

51 百合の会

皆川城址公園への環境整備に協力。（草刈・植樹）

52 めんず来楽部

・そば打ち教室の開催。そば打ち研修会の実施（福島県にて）。皆川城址
まつりにそば店を出店
・地産地消をめざし、地元産のそば粉を使用している。

栃木市栃木文化会館の自主事業の際の入場者の整理、客席への案内、
53 栃木市栃木文化会館応援団 扉の開閉、チケットのもぎり、チラシ配布、アンケート用紙の回収、会場ア
ナウンス等をおこなう。

五家英子と皆で楽しく踊ろう
54 会栃木支部 よさこいやし
ま

55

・デイサービス等の施設訪問しよさこいをとおしてふれあい活動
・地域の体育際、敬老会、公民館まつりに参加して地域の人達とよさこい
をとおしてふれあい活動
・鬼怒川や鹿沼まつり参加しまちづくりの手伝い

五家英子と皆で楽しく踊ろう よさこい踊りを通して福祉施設訪問、地域の皆さんとの交流（老人会等に
会栃木支部 三峰なるこ会 参加）

障害者が栃木市で学び生活し働けるように作業所作り、法人施設作りに
栃木障がい者の自立をめざ 取り組んできた。今後はこれらに合わせて障害者の社会参加促進事業を
56
す会
市から受託。車いすダンス教室、写真教室、音楽活動、料理教室など豊
かな生活ができるように活動をおこなう。
57 朗読ボランティアはなみずき

58

朗読、紙芝居、折り紙、ゲーム、フラダンス、草笛、琴、大正琴、日舞、オ
カリナ

栃木市議場コンサート、栃木フェステバル、男女共同参画社会開催オー
蔵の街クロマテックハーモニ
プニングコンサート、地域住民参加コンサート、栃木放送、新生栃木市誕
カクラブ
生記念ｆれあいコンサート、栃木市内施設訪問

59 とちぎ未来アシストネット

学校における指導等のボランティア

60 聴き耳の会栃木

栃木市内の施設を訪問して民話語りをしている
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61 フローラビーチ

平成26年度休会

62 栃木市障害者施設協議会

栃木市内の施設（14施設）で交流を主にした活動を実施。（別紙参照）

63 子育てママサークル

子育てママセミナー

64 つむぎの会

非行や思春期問題に悩む親達の居場所として月1回第3土曜日に例会を
開いています。
アドバイザーの方や関心のある方達の参加により情報交換の場として活
用しています。

65 わたらせ未来基金

渡良瀬川の上流・下流の連携を進め、渡良瀬川流域の自然環境の保全・
再生と環境保全型・自然循環型社会の構築をめざしている。
渡良瀬遊水地での湿地保全・再生のためのヤナギ・セイタカアワダチソウ
の駆除。
ヨシ原生態系保全のためのヨシ刈り。
足尾山地での緑化事業のための植樹・草刈り等育成管理。

66

傾聴ボランティア げんきか
い

・高齢者施設や個人宅を訪問して傾聴活動している（話しを聞く活動）。

67 栃木語り部の会

栃木市パソコン要約筆記
68
サークル 「さくらんぼ」

69

社会福祉法人うまぐりの里
ゆーあい工房ボランティア

・パソコン要約筆記技術の向上と研さん
・聴覚障がい者との交流
・聴覚障がい者への情報保障
・要約筆記の普及活動

障がいを持った方の社会参加活動支援

70 平井はつらつ共生サロン

栃木市はつらつセンター事業
高齢者スポーツ開催
教養講座開催
健康講座開催

71 ますます元気サポーター

介護予防教室等での準備・片付け・参加者との交流や見守り・支援など
を行っている

園芸陶芸創作活動
手芸絵画カラオケ等
趣味活動

72

邦楽教育を支援する箏の音 義務教育の邦楽教育に接する教員や子供達に、邦楽、邦楽器に触れる
会
機会を設けるのを目的としています

73

・東日本大震災被災地ボランティ
栃木県立学悠館高等学校ボ
・蔵のまち街映画祭参加
ランティア
・校外清掃活動

6/11

平成２６年度 栃木市ボランティアセンター登録団体活動状況一覧表
栃木県シルバー大学南高33
74 期慰問グループ ザ・ボラン ・別紙「会則」による
ティア
75 朗読グループ

いずみ

視覚障害者へ広報紙の朗読をして送付している。（広報紙、議会だより）
視覚障害者との交流会をしている。

76 手話サークル「かかし」

・手話、要約筆記まどの勉強をしながら、ろう者や難聴者の支援、交流な
ど

77 大平町点字の会どんぐり

毎週水曜日に点訳活動している。聴覚障害者との交流会や小学校への
点訳指導をおこなっている。

78 傾聴ボランティアほほえみ

老人福祉施設や高齢者宅を訪問して傾聴活動している（話を聴く。話相
手）

79 おはなししゃぼんだま

毎月第一土曜日14:00～14:30、第２第四金曜日10:30～11:00
小さい子供向けの絵本の読み聞かせ

80 新３・４そば打ち愛好会

そば打ちの実習を行う。全麺協段位取得希望者には高段位者の指導を
行っている。
デイサービスまゆみ（年３回）、介護施設いぶき（年１回）で手打ちそばを
提供。
高齢者にそば打ち体験講座を実施。新３・４高齢者年越そば提供・自治
会・女性の会に手打ちそば提供等

81 新第３，４親睦会

新第３，４自治会有志で結成し会員相互の親睦を図るとともに地域社会
に貢献している。自治会内の新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶等の回収
活動をおこなっている。

82

栃木市食生活改善推進団体 親子の食育料理教室。子どもの料理コンクール。幼児食育教室。健康福
連絡協議会 大平支部
祉まつり。

83

大平総合支所産業振興課観光協会に案内申込書を提出した方を対象に
大平町観光案内ボランティア
「大中寺」「歴史民俗資料館」「清水寺」を案内する。案内は申込者が希望
の会
した場所で指示された時間に待って案内をおこなう。

84 大平町介護者の会

介護者及び介護に関心のある者を対象とし、会員相互の親睦を深めさら
に介護福祉の向上を目的に活動を行う。
（１）介護技術、介護食等の講習 （２）介護保険制度の研修会 （３）介護
者の心のケアの為の研修会や親睦会 （４）認知症サポーター （５）その
他

85 自主リハビリ会「あゆみ」

障害をもつ会員の自主リハビリ及び家族やボランティアとのふれあい交
流を行う。健康状態の維持、親睦を図る

86 ネットワーク みなみ大平会

①書道、絵手紙、ちぎり絵等をディサービス施設利用者及び職員さんへ
指導を行う。
②民謡、カラオケ、民話、ハーモニカ、腹話術等の演芸ボランティアを行
う。
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１．高齢者や障がい者施設等または個人宅の要請による傾聴活動の実
施
87 傾聴ボランティア”ほのぼの”
２．１項の施設等要請による読み聞かせボランティア活動
３．傾聴活動のスキル向上の為、研修会参加や学習会実施
・南児童館にてころころ広場お手伝い
栃木市大平町家庭教育オピ
88
・ゆうゆうプラザ（おしゃべりサロン）開催
ニオンリーダー ほほえみ会
・年1回太巻ずし作り
・発育がゆっくりなこどもたちとその家庭を対象とし、地域家族の参加も受
子育て支援クラブ あくあとち
け入れながら、発達をうながす体の使い方を学んだり、社会体験等の経
89
ぎ
験を積める機会をつくっています
90

燦志クラブ（新第３・４自治
会）

・高齢者の健康、教育等を高めるために事業を行っている

91 藤岡点友会「てんとうむし」

点訳を希望する団体や個人からの依頼により、本などの点訳活動をして
いる。

92 ボランティアひまわり会

老人福祉施設で第１水曜日生花、第４水曜日は運動を入れてのカラオケ
を利用者（約30名）の方達と楽しく過ごしている

93

藤岡手話サークル「ふじの
会」

手話を必要としている方たちとの交流。手話を正しく学習し知識を促進す
る。

94 藤岡町給食ボランティアの会

栃木市藤岡町内に在住する７０歳以上の１人暮らし及び２人暮らしの虚
弱老人世帯に昼食を調理する。

95 都北ゴールドクラブ

月２回折紙交流。心身の健康の維持を目的とした活動をしている。

96

五家英子とみんなで楽しく踊 地域街おこし。
ろう会 藤岡支部
老人ホーム等慰問のボランティア活動。社会福祉協議会等車椅子寄贈。

97 民話美寿々会「ふじおか」

民話公演ボランティア

98

栃木県シルバー大学南校同 ・渡良瀬運動公園周辺の清掃活動
窓会藤岡支部
・高齢者の健康保持の為のラージボール卓球の指導

99

藤岡地域活動支援センター
親の会

センターでの奉仕作業、季節行事、日帰り研修等

100 栃木市藤岡更正保護女性会 更正保護事業一般に対する無償ボランティア

101

ふじおかおはなし会
ポックル」

「コロ

人形劇等の公演活動
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102

栃木市食生活改善推進団体
地域で食生活改善等の普及促進する。
連絡協議会 藤岡支部

103

栃木市都賀手話サークル
「スマイル」

104

傾聴ボランティアかたつむり 特別養護老人ホーム「ひまわり」月2回、デイサービスセンター「藤糸荘」
の会
月2回、個人宅訪問等している。

105 川原田フォークダンスクラブ

手話学習、視聴覚障害者協会との交流、手話関連行事

年に３回から４回老人デイサービスのボランティア

106 都賀オカリナクラブ
・フォークダンス、レクリエーションダンスの指導。
・高齢者や障害児者施設・病院等でのレクリエーションボランティア。
107 都賀町レクリエーションクラブ
・青少年及び親子を対象にレクリエーションやダンス。世界の民族舞踏と
してフォークダンスを通じて国際交流活動。

108 女声合唱団 そよ風

・年に何回か老人施設で歌を披露している。
・国際交流会に参加しています。

109 中新田喜峰会

･民謡、民舞ボランティア（慰問活動）

・心身障害児（者）の福祉の向上を図り、幸福になることを目的として活
都賀町心身障害児（者）父母 動。
110
の会
・スポーツ教室、研修旅行、お楽しみ会、音楽教室
・ふれあいの集い、まる3ごとつがまつりに参加
111 陶遊会

・月2回大柿コミュニティーセンターで活動し文化祭等に出品しています。
・女性セミナーや親子教室に協力しています。

112 アルモニカ ハーモニー

年に数回福祉施設などを訪問し演奏している。
内容は「赤とんぼ」などの童謡のほか「北国の春」等演歌の合奏。

113 都賀町のこどもを育む会

心身ともに健全な青少年の育成

114 フレンドリー会

・フレンドリー会は年2回、5月母の日の歌仲間の集いとして、12月クリスマ
ス歌仲間の集いとして、カラオケ発表会を計画立ておこなっています（目
的はチャリティーとして）

115 つが民謡愛好会

・老人ホーム等の依頼があれば伺います

116

栃木市老人クラブ都賀支部
女性部

・世代間交流事業（おどりやうた等）
・高齢者慰問（おどりやうた等）
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117 よみがたり「なかよし」

・よみがたり（詩、絵本、紙芝居）
・高齢者、障がい児者、小学生、幼児、施設や冬休み、春休み、夏休みの
学童、クリスマス会等に絵本を読む

118 琴栄会 晴やかグループ

・大正琴の演奏

119

・歯みがき指導・ムシ歯や歯周病に関してのセミナー
医療法人さおとめ会 早乙女
・年齢・口腔にあった歯ブラシのえらび方、歯みがき指導、ムシ歯や歯周
歯科医院
病のでき方・予防の仕方についての口腔衛生指導・講話

120 ハッピーズ

外出支援の対象になっていない方で、送迎が必要な方の支援をおこなっ
ている。

121 カナリヤ会

・広報紙の録音分担作業を行っている。

122 散髪ボランティア

・寝たきりの方、デイサービス利用者を対象とした散髪ボランティアをして
いる。

123 宅配ボランティア

・録音テープの配達を毎月行っている。

124 ゆめの会

・西方の各小学校で本の読み聞かせを行っている。

125 ふるさと太鼓の会

・太鼓によって盲導犬の育成事業を支援している。

・西方総合支所で行われる総合検診時に減塩の試食配布
栃木市食生活改善推進団体
126
・なかよしこども園で食育活動
連絡協議会 西方支部
・一般男性の料理教室
・福祉団体の交流会（はればれ交流会）の後援として、第一部の運動会
西方町ボランティア連絡協議
127
後に第二部として、西方町ボランティア連絡協議会が中心となり演芸の
会
部を担当しています
128

栃木市西方町子ども会育成 ・市内子ども会育成会の向上発展に関すること（夏祭り、クリスマスパー
会連絡協議会
ティー等）

129 にしかた子どもネットワーク
130 介護者の会
131 西方町扶養会
132 すみれ会
133 虹の会
134 「あのね・・・」の会

・子ども夏まつり
・夜間巡回指導
・見守りボランティア等
・介護者の心身のリフレッシュや静養を図り福祉の知識向上と情報交換
を行うことを目的に講習会への参加、福祉機器展の見学、交流会等を実
施
・毎月第３日曜日の廃油石鹸づくり
・年に２回役員会
・年に１度家族交流事業
・趣味、文化活動
・旅行、レクリエーション
※西方地区一人くらし高齢者同士による交流事業
・静和小学校、岩舟小学校読み聞かせボランティア
・岩舟町子そだて支援センターの依頼で9ヵ月検診時の読み聞かせボラン
ティア
・施設入所・通所の方々と身近な話題を共有したり、絵本の朗読・紙芝居や寸劇の上演
等や懐かしい歌を唄ったり、手作り楽器で演奏・手話で歌ったりしながら楽しく明るい時
間を共に過ごす 10/11
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135

五家英子とみんなで楽しく踊 ・施設の慰問
ろう会 岩舟支部
・町おこしのイベント

136

岩舟町傾聴ボランティア
「ぴーちゃん」

・施設（6ヶ所）や個人宅（10戸）で傾聴活動

・おはなし教育の巡回活動
137 いわふねおはなしキャラバン ・おはなし資材の貸し出し（人形劇・パネルシアター・紙芝居などの製作・
上演）
・老人施設での対面朗読、紙芝居等
138 朗読ボランティア あきの会 ・小学校での読み聞かせ、学童保育での紙芝居や大型絵本の読み聞か
せ
139 つるの会

・施設にて折り紙の指導（特別養護老人ホームかがやき）
・ふれあい館で月１回折り紙指導と利用者とのかかわり

140 岩舟町青少年育成町民会議

・青少年に関すること（ディキャンプ・防災・ウォークラリー・青パトによる呼
びかけ等）

141 ひまわりコーラス

・活動日時にコーラスの練習をする
・ボランティア（施設）に行く・訪問する

142 岩舟レクリエーションクラブ

・レクリエーションに関すること（ニュースポーツ講習会、エコピザ講習会
等）

143 LUCKY CLOVER

・人形劇・歌劇の発表
・年５回程度の発表
※利用者の体調などにより発表人数は異なります

144 料理ボランティア 味楽来

・ふれあい館への弁当作り

145 西根すみれ会

・高齢者の集うふれあい館弁当作り
・地域老人会等に協力
・地域夏祭り等の協力

146 つくし会

・朝の読み聞かせ（小学校で授業前にやっています）
・乳児健診時絵本読み聞かせ

147

家庭教育オピニオンリーダー ・子育て支援活動
「かるがも岩舟」
・親学習プログラムを活用した子育て親育ち講座の実施
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