
※表記：ID　グループ名　活動内容　定例会（活動日）

14 手話サークルふれあい 聴覚障がい者と一緒に交流・手話学習等、初心者歓迎 毎月第1・3・5金曜日19時30分～

15 手話サークルふれあいD 手話の学習だけでなく季節の行事等楽しく活動、未経験者も大歓迎 毎週火曜日10時～

16 縁Joyココモ 難聴者や中途失調者、高齢者の方へパソコンで文字情報を提供 毎月第2・4木曜日19時～

32 虹サークル 聴覚障がい者と楽しく、老いも若きも手話べりましょう 毎月第4木曜日

17 あいパートナー 視覚障がい者の外出支援（買い物等のガイドヘルプ） 毎月第4火曜日・第3日曜日

18 点訳グループすみれ 点字学習をすすめながら視覚障がい者への点字による情報提供 毎月第1・3金曜日

19 声のたより&BOOKフレンド 視覚障がいの方へ広報及び図書館だより等の音訳 毎月6日～8日

39 点訳グループすみれB 手打ちを生かした、視覚障がいの方々のニーズに答える活動 奇数月第2、第4土曜日、偶数月第4土曜日

50 PC　Friends 音声パソコンを通じて視覚障がい者と晴眼者との交流を図る 毎月第2月曜日（原則）

24 精神保健福祉グループ　みちくさ 精神保健福祉を学びながら、地域の精神障がい者の支援 毎月第1火曜日

26 自閉症啓発グループ Smile 自閉スペクトラム症への理解を目的に啓発活動 不定期

49 いえいく。会 「発達が気になる子ども」を持つ母親のための勉強会・交流 随時

9 健康づくり助っと隊 地域で健康づくりのための体操を普及 3カ月に1回第2水曜日（年4回）

22 東海郵趣会 郵便切手収集者の集いによって、収集の向上と親睦を図る 毎月第1日曜日

40 パソコンお助けサークル 中高年のパソコン初心者を対象にパソコン教室・サポート活動 毎月第2土曜日

46 しあわせ♡笑いヨガ 笑う体操の健康法。みんなで笑ってHAPPYライフ 毎月第1、第4火曜日

47 ITサポーターおた助 高齢者の方に対するスマホ操作の困り事相談対応 毎月第4水曜日10時～11時30分

68 自助具ボラとうかい 体の不自由な方が使う道具作り 毎月第1日曜日

80 脳トレOB会 脳トレ教室ＯＢの会。ストレッチ、音読、計算等で脳の活性化を図る 毎週月曜日

21 茶論サポーターしあわせ 地域のサロンでサポーターとして活動 毎月第1金曜日

27 ボランティア友の会 放課後子ども教室に協力、他福祉施設の手伝い その時に応じて

30 花いちもんめ 介護予防講座（食育・体育等） 毎月第2木曜日

12 しあわせ劇団 健康づくりや特殊詐欺をテーマにした寸劇を上演 月2回火曜日13時30分～

33 寿司幸一座 お笑い歌謡ショー 毎週水曜日

44 盆おどら～さのよいよい 「盆踊りの輪は平和の輪」、屋内屋外イベントへの参加 毎月1・2回

45 字美の会 東海市内の歴史と文化を紙芝居にして、学校・地域へ出張上演 毎月第1月曜日

69 特定非営利活動法人　美星会 昭和の名曲を皆さんに普及させるため老人施設等にて歌唱 月10回

75 銭太鼓クラブ　藤田流銭太鼓保存会 銭太鼓・傘踊りによる施設訪問 毎月第1・3土曜日10時～16時

2 マザーズバンドランラン 子連れでも参加できる女性のための吹奏楽 水曜日（原則）と月1回土曜日

25 大正琴　柊会 理念「誰でもやさしく楽しく弾ける」を理念とした大正琴演奏 毎週木曜日

29 八幡ブローイングオーケストラ 吹奏楽にこだわらない新しいスタイルでの演奏 週1回日曜日（練習日）

31 魂太鼓（ココロダイコ） 和太鼓演奏。唄・トークを交えながら演奏 随時

43  Ｙ・Ｙブラザーズ 音楽を通じてのボランティア（音楽の宅急便） 随時

48 オカリナ　風 行事での演奏・老人福祉施設への訪問演奏 毎月第2・4水曜日

78 オカリナ・嚶鳴 各施設やイベントなどでオカリナ演奏 隔週土曜日

84 鼓さぁ寿（コサージュ） 民謡の曲に合わせて民謡太鼓を合奏します。 月3～4回（火曜日）

70 ドルチェ・マンドリーナ マンドリン等で老人施設などで演奏 毎週日曜日

81 コーロ・クレアーレ 合唱を楽しみながら施設訪問 毎月3回（土曜日）　

82 Millefeuille（ミルフィーユ） 歌とピアノによる、音楽コンサート 通年

85 合唱　嚶鳴唄座 合唱曲にアレンジされたJPOP、童謡や様々な種類の楽曲を披露 毎週火・木曜日

ボランティアセンター登録グループです。こんなに活動の種類があります。「自分にもできそうだな」と思ったら、

まずはボランティアセンターへ。他にも「ボランティアさんに来てほしい」希望も問い合わせもボランティアセンターへ



1 東海市リサイクル運動市民の会 「物の命を大切に」を目的とし生活環境の推進 年3回（4、10、1月）

3 消費者結びの会 消費生活に関する知識及び技術の習得 毎月1回

5 花ボラの会 花壇の手入れ・花マップ作成・家庭花壇の見学会・花植え 毎週月曜日9時～10時

7 地域猫・ニャンごろ輪 地域猫活動　遺棄された猫の不妊去勢手術・術後の管理等 不定期

86 特定非営利活動法人  まち・ネット・みんなの広場 ３R啓発活動を通じて、フードドライブや環境にまつわる取り組み等 必要に応じて随時

87 大池公園地域ねこの会 大池公園周辺の地域猫の保護活動 毎日

8 東海市地区日赤奉仕団 各地区防災訓練での炊き出し訓練、応急手当、幼児安全法講習など 毎月1回第3月曜日役員会

10 とうかい防災ボランティア・ネット 災害の予防の啓発活動・被害の軽減および復興対策の研究 毎月1～2回

28 防災リーダー知多ブロック会 防災の啓発活動 不定期

4 託児ボラエンジェル イベント等での託児ボランティア 毎月第4月曜日

6 ボランティアサポート 紙パックやペットボトルなど身近な材料を使ったリサイクル工作 年4～5回

11 東海市国際交流協会「子どもといっしょに日本語教室」 乳幼児を連れた外国人への日本語指導及び子どもの託児 毎月第1・3木曜日

20 朗読グループこすもす 本の読み聞かせ・紙芝居等を通じて本の楽しさを伝える 毎月1回金曜日

23 東海市肢体不自由児父母の会 あすなろ学園での託児、育児介助、保育ボランティアに参加 毎月第2・4木曜日、第2日曜日

34 東海市おもちゃ図書館あひる 東海市おもちゃ図書館の管理・運営、おもちゃの修理 毎週木曜日、第2・4土曜日10時～12時

41    腹話術東海グループ 腹話術で学校・保育園・子ども会・福祉施設訪問 毎月1回程度

64 泉児童館おばちゃんお話きかせて 児童館で絵本の読み聞かせや本の楽しさを伝える 月1回

65 パペットアンサンブル　わくわくパンプキン 絵本・紙芝居の読み聞かせや人形劇・パネルシアター等 不定期

67 東海ジュニアソフトテニスクラブ キッズ・小・中学生の指導 毎週月・木・金・土・日曜日

71 文化の輪をひろげる会 文化の輪を広げる運動、子どもに本物の文化や芸術を提供 不定期

76 サークルみずたまり 子ども向けのレクリエーション・ゲーム 不定期

77 人形劇団　とらぃあんぐる 人形劇・パネルシアター・大型紙芝居・落語・南京玉すだれ等 不定期

79 NPO法人　学童保育ざりがにクラブ 学童保育・子育て・障がい児の支援 通年

36 日本ボーイスカウト愛知連盟知多北部地区東海第３団 青少年の健全育成、男女ともに楽しく興味ある活動の提供 毎月1～2回、休日

37 ボーイスカウト東海第１団 仲間と自然の中で遊びながら学び、友情や協調性を身につける 毎月2回程度（土・日）

42 とまと食堂 地域の子どもたちと大人が安心して参加できる居場所 毎週水曜日、毎月第4日曜日

88 こもれび食堂 支援を必要とする世帯にお弁当を届ける活動 毎月　7日、27日

35 星城大学ボランティアクラブ　シグマソサエティ 星城大学生によるボランティア活動 通年

52 東海市立加木屋小学校 老人ホーム、あいさつ運動、募金活動他 通年

53 東海市立加木屋中学校 デイサービスや地域ふれあいまつりにて吹奏楽・合唱を披露 通年

54 東海市立横須賀中学校 募金活動、シティマラソン時のクリーン作戦 通年

55 愛知県立東海樟風高等学校生徒会 学校内の環境美化や福祉施設へのボランティア等 通年

56 東海市立富木島中学校 ボランティアリーダーを中心にボランティア活動に取り組む 通年

57 東海市立平洲中学校 校内清掃活動及び校区のゴミ拾い・絵本の読み聞かせ等 通年

58 東海市立名和中学校 地域行事でのボランティア、校内での各種募金活動 通年

59 東海市立上野中学校 あいさつ運動、クリーン作戦、ふれ愛あいさつキャンペーン等 通年

60 東海市立加木屋南小学校 小学生にできる各種ボランティア活動、募金活動、地域行事参加 通年

61 東海市立富木島小学校 クリーン作戦、募金活動、高齢者・障がい者とのふれあい活動 通年

62 東海市立横須賀小学校 校区内清掃、赤い羽根募金、地域への花配布、ユニセフ募金 通年

38 明るい社会づくり運動知多地区推進協議会東海地域 各施設等のお祭りへの協力、環境美化のための活動 毎月定例会

51 東海市健康づくり食生活改善協議会 食育事業への協力、地域（市民館・公民館）での健康教室開催 毎月第1月曜日　

63 とうかい民生OB会 地域福祉の協力、会員同士の親睦 隔月

72 傾聴ボランティアおひさま 施設や自宅での傾聴活動 毎月第4水曜日13時30分～

73 東海市の戦争を記録する会 戦争体験の聞き取り後世に伝える 月1回第1火曜日 

74 ゆるモルック協会東海支部 モルックで地域交流 月1回程度

83 地域たすけあいの会つどい 交通弱者の外出支援と介護保険適用外の家事支援など 通年

13 東レ労働組合東海支部　東海ニューリーブス 募金・寄附活動・エコキャップ回収 不定期（毎月約1回）

66 愛知製鋼技術学園 聚楽園駅前ロータリー周辺の清掃活動 随時

　収集ボランティア 　ベルマークの整理 毎月第2土曜日10時～

　わくわく！科学実験教室 　市内１２小学校で簡単な科学の実験サポーター 毎月

　移送ボランティア 　高齢者や障がいのある方で常時車いすを使用している方の移送 月～金曜日

社会福祉法人 東海市社会福祉協議会 ボランティアセンター
TEL：０５２－６８９－１６０５ ／FAX：０５２－６０４－５００１／Email：syakyo-t@na.rim.or.jp


