ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

男

合 計
人 数

女

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

定例会の実施（練習日を含む）

１ 施設の手伝い、話し相手、行事ボランティア

10001 葦の会

1

14

15

作業の手伝い、行事の参加と手伝い、社協・連協の 第一希望の家、第二希望の家、総合福祉セン
行事の参加と手伝い
ター

月12回（依頼に応じて）

10021 スマイルの会

0

12

12

施設の手伝い（利用者の身の回りの手伝い、話し
相手、レクの手伝い、昼食時の配膳手伝い等）

月22回（火曜日～日曜日 午前９時30分～午後３時30
隔月１回（奇数月の第４水
あり
分の間の半日以上）
曜日 午後１時30分～）

10025 ボランティア森の会

2

16

18

施設の手伝い（喫茶接待、）、クラブの指導（生花、 春緑苑（特別養護老人ホーム、ケアハウス）、春
書道、器楽）
日苑

10029 アプローズ

0

6

10036 ポトスの会

0

17

10055 やよい会

0

3

おとこ専科とパームレ
10056
ディス

4

9

10070 福寿草

0

7

春日井市介護サービスセンター

6 中央公民館内の四つ建て民家、民俗資料室の清掃 中央公民館

3 施設内の清掃等

春緑苑

利用者へ化粧を施すボランティア、利用者の話し相
春緑苑（特別養護老人ホーム）
手

月１回

なし

週５回（月～金曜日 午後１時30分～４時）

あり

月１回（第４月曜日 午前10時～正午、その他依頼に
応じて）

あり 随時

年３回（【総会】４月、【勉強
会】11月、【反省会】３月）

【新年会】年１回（１月）、そ
【理美容】月２回 第２・４火曜日、【シーツ交換】週２回
の他年１～２回のグレイスフ
あり
火・土曜日、その他依頼に応じて
ル春日井主催のボランティ
アサロンでも情報共有

こばと学園、市内小中高等学校

【散歩介助】月２回（第２月・水曜日）、【福祉体験学習】
あり 年１回（２月もしくは３月）
依頼に応じて

はるひ台学園、コロニー中央病院プール

月２回（第１・３金曜日 午後１時～３時）

なし

月１回

あり 毎月28日

10117 桃山有志会

1

11

施設の手伝い（シーツ取り替え、利用者のドライ
12 ヤーかけ、理美容の実施、行事【クリスマス、もちつ グレイスフル春日井
き、運動会、おやつ作り、納涼祭】の手伝い等）

10163 車椅子ボランティア

3

10

13 車椅子利用者の散歩介助、福祉体験学習講師

10202 あめんぼの会

0

10

10

10287 天理教婦人会北区支部

0

15

15 繕い物

愛知県コロニー

10349 ファンタジー☆クラウン

2

11

13 イベントや会の盛り上げ役

イベントや多種施設からの依頼に応じて【練習場
依頼に応じて
所】市内の公共施設

10018 レク指導者クラブピエロ

4

16

20

10268 Jucy

0

4

療育補助（プール内での泳ぎ・遊びの指導や手伝
い）

なし

月２回、第２・４火曜日（10時～12時）、その他依頼に応
なし
じて

施設の手伝い（利用者の入浴後のドライヤーかけ
13 等）、レクリエーションや行事の手伝い（チェロやピア パーム春日井
ノの演奏、お抹茶の提供等）
7

月１回 （第３水曜 午前10
時～11時30分）

月16回（第１・３週：火曜日～金曜日、第２週：月曜日～
なし
金曜日、第４週：水・金曜日）
月１回（第３金曜日 午後１時30分～３時30分）

施設の手伝い（シーツ交換、車いすの掃除・点検、
17 環境整備、浴室清掃、車いすの点検、清掃シーツ こばと学園（愛知県コロニー内）
交換、廊下及び個室の床の拭き掃除、ガラス拭き）

あり

あり 月１回（日曜日）

２－１ レクリエーション（全般）

レクリエーション活動全般（ゲーム、ダンス、歌、クラ
児童館、地域の公民館・集会所等依頼に応じて
フト、レクリエーションスポーツ等）の指導・援助

4 施設等の利用者への化粧

グレイスフル春日井

２－２ レクリエーション （歌・踊り・楽器）

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

1

月３～４回 （依頼に応じて）

あり

隔月１回（午後１時30分～３時30分）

なし

月１回（第４水曜日 午後７
時～９時20分）

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

日本民踊研究会 豊愛
10014
会

10064 ベル春日井

10092

日本民踊研究会 豊淑
豊会

男

合 計
人 数

女

0

22

活 動 内 容

民踊、盆踊りの指導・披露を通じた参加者との交
22
流、行事への参加と手伝い

9

0

6

6

民踊の指導、民踊の披露等を通じての参加者との
高齢者福祉施設（老人ホーム）等依頼に応じて
交流

20

20 器楽演奏（オカリナ）を通じての参加者との交流

10130 たかなみ会

1

25

26

10148 春友会

6

4

10151 胡桃の会

20

3

20

8

11 民踊・日本舞踊の披露を通じた参加者との交流

0

8

8 器楽演奏（篠笛）を通じた参加者との交流

4

5

9

ボランティアグループ 大
正琴あらしば会

10189 もろちゃんず

右髙ファミリーとおともだ
10199
ち

ワクトンと愉快な仲間た
10201
ち

春日井市介護サービスセンター、グレイスフル春
日井、春緑苑、あさひが丘、介護老人保健施設エ 月12～13回程度（依頼に応じて）
スぺラル東春等

高齢者福祉施設（じゃがいも友愛デイサービス、
器楽演奏（三味線）、民謡・唱歌・童謡の披露を通じ
12
内津の森デイサービスセンター、ケアハウスあさ 月２～３回（依頼に応じて）
た参加者との交流
ひが丘等）

篠笛アンサンブル風（ふ
う）

10185

月１回（午後２時～３時、その他依頼に応じて）

グレイスフル春日井、落合公園グリーンパレス、第二希
器楽演奏（クラシックギター）を通じた参加者との交 望の家、グリーンピア植物園、夢の家、交通児童遊園、 月１回（グレイスフル春日井に定期的に訪問、その他
40
高蔵寺ニュータウンでのホームコンサート【練習場所】総 依頼に応じて）
流、学校等への音楽情操教育の実施
合福祉センター、レディヤンかすがい

11

10166 幸の会

デイサービスさんりん舎、デイサービス望、その他
年33回程度（依頼に応じて）
依頼に応じて

10 カラオケを使った歌の披露を通じた参加者との交流 じゃがいも友愛デイサービス

1

10164 民謡 清友会

年３回程度（依頼に応じて）

器楽演奏、歌、踊り、お手玉、紙芝居等の披露を通 春緑苑、ニチイケアセンター、養和荘、はさま、ど
月７～８回（火・金・土曜日）
じての参加者との交流
んぐりの森、ベティさんの家等

三味線 民謡 あしたば
10157
会

10162

高齢者福祉施設（しょうなあさひが丘、春緑苑
等）、市内の地域での行事開催場所等依頼に応 月３～４回（第２月曜日、その他依頼に応じて）
じて

0

0

春日井ギターオーケスト
ラ

ボランティア活動の日時等

デイサービスかえるのお宿、ニチイケアセンター
器楽演奏（ミュージックベル）の披露を通じての参加
9
高蔵寺、げんきっ子センター、デイサービス瑞穂、 月１回（依頼に応じて）
者との交流
デイサービスミルクホール等

10116 オカリナ・マーコ゛

10150

活 動 場 所

高齢者福祉施設、病院等、【練習場所】ハーモ
ニー春日井、グリーンピア春日井

器楽演奏（三味線）、歌・踊りの披露を通じた参加者
高齢者福祉施設等
との交流

定例会の実施（練習日を含む）

あり

年３回程度（９月、３月、４
月）

あり

月２回（第１・３水曜日 午
後１時30分～３時）

なし
月２回（第３火曜日 午前10
あり 時～午前11時30分）その
他、追加練習あり
あり

ボランティアで施設等訪問
した後に打合せあり

なし

あり

週２回（火・土曜日 午後７
時～９時、その他年１回の
総会を年度始めに行う）

なし

あり 練習日

依頼に応じて

あり 月２～３回（練習会）

月２～３回（依頼に応じて、午後２時前後が望ましい）

あり 第２金曜日、第３土曜日

5

15

高齢者福祉施設（春緑苑、養和荘、、あさひが
月1～２回程度 （【春緑苑】月１回 第４火曜日 午後１
月１回（第１木曜日 午後３
器楽演奏（大正琴・三味線等）、歌・踊りの披露を通 丘、グループホームふくふくの里、春日井市介護
20
時45分～３時、【養和荘】月１回 第１木曜日 午後２時 あり 時～３時30分 養和荘に
じた参加者との交流
サービスセンター、老人保健施設忘れな草、第二
～３時、その他依頼に応じて）
て）
春緑苑等）

2

57

59

5

6

0

7

15

5

器楽演奏（大正琴）、フラダンスの披露、手遊び運
動、早口言葉等の実施を通じた参加者との交流

保育園、高齢者・障がい者福祉施設、町内会・老
年15回程度（依頼に応じて）
人会の行事開催場所等

あり

各10教室で月３回 ２時間
ずつ練習している

グレイスフル春日井、あさひが丘、内津の森デイ
器楽演奏（ギター・キーボード）、歌の披露を通じた
12
サービス等高齢者福祉施設、【打合せ及び練習 月平均２～３回（主に土・日・祝日で依頼に応じて）
参加者との交流
場所】ハーモニー春日井

月２回（第２・４土曜日 午
あり 前、４月は年間計画の決
定）

合唱、手話、ダンス等を取り入れた参加型コンサー
木附ふれあいの家、勝川駅前公園、文化フォーラ
トの実施、及び対象者（個人～大集団）の健康や、
21
ム春日井（視聴覚ホール）、市民会館、（東部市民 年22回（依頼に応じて）
障がいの状態に合わせた対象者のための音楽体
センター）等
験などの提供（音楽療法活動）

週１回（土曜日 午後７時30
あり 分～10時、その他臨時練習
あり）

器楽演奏（ウクレレ）、歌の披露、フラダンスの披
5
露・指導等を通じた参加者との交流

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

高齢者福祉施設、病院、障がい者福祉施設、【練
習場所】ハーモニー春日井、総合福祉センター
月２～３回（依頼に応じて）
（ボランティアルーム）

2

あり

週１回（午前９時30分～正
午）

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

男

合 計
人 数

女

活 動 内 容

10209 わかばハーモニカクラブ

5

6

10219 三味線 夢絃塾

2

6

8 器楽演奏（津軽三味線）を通じた参加者との交流

10226 遊楽クラフ゛

0

2

2

10227 コーラスグループさくら

10229 東雲吟詠会

10230 オカリナ ジュピター

10236 カトレヤ愛好会

3

5

0

0

29

4

9

11 器楽演奏（ハーモニカ）

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

高齢者福祉施設、子供会等、【練習場所】総合福
３ヶ月に１回程度（依頼に応じて）
祉センター

あり

春日井市介護サービスセンター、春緑苑、公民
館、病院、その他依頼に応じて

月１～５回（依頼に応じて）

あり 月１回程度

月10回（依頼に応じた日の午後２時～３時）

なし

カラオケ、新舞踊の披露、レクリエーションの手伝い ニチイケアセンター高蔵寺、養和荘、春緑苑、そ
を通じた参加者との交流
の他依頼に応じて

32 合唱・踊りの披露を通じた参加者との交流

定例会の実施（練習日を含む）

高齢者福祉施設（デイサービス風里、サントピア
朝宮、おはようデイサービス、あいゆうの森等）、
年４回（主に練習の無い日だが依頼に応じて）
障がい者福祉施設（デイサービスMasa夢）【練習
場所】西部ふれあいセンター、高山公民館

月２回（第１・３火曜日 午
前10時～正午）

なし

9 詩吟の披露を通じた参加者との交流

いきいきデイサービス（細野）、いきいきデイサー 月２回（【いきいきデイサービス（細野）】第１木曜日、
【練習日】週１回 土曜日
ビス出川、介護サービスセンター、その他依頼に 【いきいきデイサービス出川】第２土曜日、その他依頼 あり 午後１時30分～４時、【定例
応じて、【練習場所】松原老人憩いの家
に応じて）
会】年２回（４月・10月）

9 器楽演奏（オカリナ等）を通じた参加者との交流

柿の木、デイサービスセンター秋桜、デイサービ
ス花水木、その他依頼に応じて、【練習場所】総
合福祉センター（ボランティアルーム）

フラダンス・詩吟の披露を通じた参加者との交流、
民踊、日舞

月４～５回（依頼に応じて）

高齢者福祉施設（あいゆうの森、エスペラル東
春、味美デイサービス等）、老人会（黒鉾老人会、
月見老人会等）、福祉の里、文化フォーラム春日 月１～２回程度（依頼に応じて）
井、サン太陽、四秀彩、小針の郷、弥生町・六軒
屋・妙慶町のサロン

12

12

第２グレイスフル春日井牛山グループホーム、
障がい児と家族による器楽演奏、歌・踊りの披露を
16
【練習場所】地域生活サポートセンターれすぱ、Ｎ 年２回（夏・冬１回）
通じた参加者との交流
ＰＯ法人ナップの森

あり

【練習日】月１回、【役員会・
反省会】３月、【総会】４月

あり

月３回（木曜日 午後６時30
分～午後８時30分）

月６回（【ナップの森】火曜
日、【れすぱ】金曜日 午後
あり
４時30分～５時30分）、その
他総会を９月、３月に行う

10239 どれみふぁ～さくら～

4

12

10251 オ、ジイサンズ

6

6

12

器楽演奏（ギター・ハーモニカ・バイオリン・キーボー
高齢者福祉施設等
ド）を通じた参加者との交流

年154回（月10～13回程度）（月・火・水・木・金曜日 午
あり １・３・６・８・12月に実施
後）

10257 レガーロ・ムジカ

2

18

20

器楽演奏（オカリナ・リコーダー等）を通じた参加者
ケアハウス等の高齢者福祉施設
との交流

年６回程度（夏・冬・春休みの中で依頼に応じて）

10264 フラベイビー

0

9

9 フラダンス・歌の披露を通じた参加者との交流

10267 精風流詩舞道やよい会

0

5

10269 オカリナ・エコー

1

4

10272 いちょうの会

10273 篠笛の会・春風

0

2

12

6

あり 月１回

高齢者福祉施設、病院、公民館、【練習場所】中
月３回（依頼に応じて）
央台にある貸しスタジオ

あり

5

歌謡舞踊の披露を通じた参加者との交流（月１回の 内津の森デイサービス、春緑苑等の高齢者福祉
月１回（依頼に応じて）
デイサービスなどへの慰問）
施設

なし

5

器楽演奏（オカリナ）、歌唱・手遊びの指導等を通じ 高齢者福祉施設等、【練習場所】総合福祉セン
た参加者との交流
ター（ボランティアルーム）

あり 月２回

年７～８回（依頼に応じて）午後1時半～2時半

週２回（水・金曜日 午後１
時～５時）

味美、みのり、ツクイ、あいゆうの森、内津の森、
舞踊・フラダンス・歌・体操等の披露を通じた参加者
月５回（依頼に応じて、主に午後１時30分～午後２時30
12
サン太陽、彩里などのデイサービス、その他依頼
なし 月１回（第２木曜日）
との交流
分）
に応じて

8 器楽演奏（篠笛)を通じた参加者との交流

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

春日井市介護サービスセンター、ケアハウスあさ
ひヶ丘、春日井リハビリテーション病院等【練習場 月１回（依頼日に応じて、水曜日か金曜日 午後１時30
月３回（第２・３・４金曜日
あり
所】ハーモニー春日井、総合福祉センター（ボラン 分～２時30分）
午前10時～正午）
ティアルーム）

3

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

男

合 計
人 数

女

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

定例会の実施（練習日を含む）

器楽演奏（和琴）、三味線、歌の披露を通じた参加 稲口町、如意申町、六軒屋町、勝川町付近のデ
者との交流
イサービス等福祉施設

月１回（第１水曜日 午前10
月２回（第２・４ 水曜日 午後１時～３時、その他依頼
時～正午、その他ボラン
あり
に応じて）
ティアの日に練習日が重な
ることもある）

よさこい・鳴子踊りの披露、指導を通じた参加者と
の交流

月１回（第２水曜日 午前10時～11時）

10279 こすもす

2

7

9

10280 はちきん＆いごっそう

1

12

13

10282 アロハ・ミマーズ

4

4

8

5

器楽演奏（アコーディオン、キーボード）を通じた参
6
加者との交流

なし

10283 プレジール・アコ

1

夢の家、【練習場所】東高森台小学校

バンド演奏、歌・フラダンスの披露を通じた参加者と グレイスフル春日井、春緑苑、夢の家、サン太陽
月１回（月曜日 午後）
の交流
等、【練習場所】篠木四ツ谷集会所
高齢者福祉施設（いきいきデイサービス（細野）、
デイサービスミルクホール等）、愛厚明知寮等依 依頼に応じて
頼に応じて【練習場所】名東区上菅

10293 ひまわり

2

2

10294 オカリナデュエット大福

0

2

2 器楽演奏（オカリナ）、お話（交通安全等）

春日井クラシックギター
同好会

10

5

10303 MMグループ

1

13

14

10304 柳サークル

5

1

6

10313 ボランティア 豊成敏会

1

23

10319 春平どじょう掬い健康会

7

6

10328 ボンジュール

3

3

はる風マジック・ハーモ
10330
ニー

10331 Ｋ・Ｓ・Ｇバンド

10332 ギター弾き語り2015

10334 篠舞会

5

13

15 器楽演奏（ギター）

月３回（依頼に応じてだが、平日が希望）

なし

福祉施設等、【練習場所】総合福祉センター

年４回（３ケ月ごと 午後）

あり 週１回（金曜日）

大型紙芝居・体操・歌・日舞等の披露を通じた参加 高齢者福祉施設、子どもの家等、【練習・打合せ】
月１～２回（第２月曜日 午後、その他依頼に応じて）
者との交流
総合福祉センター（ボランティアルーム）
器楽演奏（尺八・篠笛）、踊り・太極拳、マジックの披
高齢者福祉施設
露、カラオケ等を通じた参加者との交流

高齢者福祉施設（西部ふれあいセンター、高山公
民踊の指導・披露、寸劇の披露等を通じた参加者と 民館、西高山公民館、グレイスフル浅山、グレイ
24
月１回（依頼に応じて※夏の盆踊りを除く）
の交流
スフル春日井、第２グレイスフル、夢の家、柿の木
デイサービス、春緑苑等）

高齢者福祉施設（じゃがいも友愛デイサービス、
どじょう掬い・腹話術・マジックの披露、器楽演奏（尺
13
パーム春日井等）、【練習、打合せ】中央公民館 月２～３回（依頼に応じて）
八、三味線）を通じた参加者との交流
（ホール）

あり

月２回（第１・３水曜日 午
後７時～９時）

あり

月４回（会員の都合のよい
日）

あり

月２回
後１時～午後５時）

あり

月２回（第１・第３日曜日
午後1時～午後５時）

6

器楽演奏（ハーモニカ・アコーディオン）を通じた参
加者との交流

春日井市介護サービスセンター、あさひヶ丘等福
月６回（第４金曜日、その他依頼に応じて）
祉施設、【練習場所】総合福祉センター

2

4

月３回（第２月曜日、第４火
曜日、第３水曜日 午後）

月５回程度（火曜日 午前９
時30分～11時30分、水曜日
午前９時30分～11時30分、
あり
午後１時30分～３時30分、
金曜日 午前９時30分～11
時30分）

器楽演奏（ギター、サックス、ドラム等）と歌の披露
15
を通じた参加者との交流

1

あり

月２～３回（日曜日を除く、午後１時30分～３時の間の
なし
１時間）

5

7

月１回（会員の都合のよい
土日 午後１時30分～５時）

福祉施設等依頼に応じて

樹の里等高齢者福祉施設、子育て支援サロン、
器楽演奏（ハーモニカ）、マジックの披露等と通じた
10
望デイサービス、内津の森デイサービス、子ども 月３～５回
参加者との交流、手話など
会、老人会

10

週１回（木曜日 午後６時～
９時）

あり 週１回（月曜日 午後）

あり

高齢者福祉施設（デイサービス望、あいゆうの
器楽演奏（ハーモニカ・ギター）、歌の披露を通じた
月２～３回（第１土曜日、第３の月～金曜日の中の１
4
森）、八田朝宮地区社協高齢者等サロン、その他
参加者との交流
日、その他依頼に応じて）
依頼に応じて

10297

あり

17

器楽演奏（ギター等）と歌の披露を通じた参加者と
の交流

5 器楽演奏（篠笛）を通じた参加者との交流

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

依頼に応じて

内津の森デイサービス、樹の里、いきいきデイ
サービス（細野）等高齢者福祉施設、【練習場所】 月1回（依頼に応じて）
ハーモニー春日井
神領リハビリ・リラクゼーションセンター、グループ
ホーム暖楽家等福祉施設、公共施設、学校等
依頼に応じて
【練習場所】総合福祉センター ボランティアルー
ム

第二養和荘

月１回（第３木曜日）

4

（午

は 週１回（土曜日 午後１時～
い ４時30分）

なし

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

男

10350 ルンルン

合 計
人 数

女

0

3

3

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

歌や器楽演奏（ウクレレ）、フラダンスを通じた参加
福祉施設等
者との交流

年８回程度（依頼に応じて）

定例会の実施（練習日を含む）

なし

２－３ レクリエーション （体操）
春日井市健康体操連盟
10165 介護体操部 介護予防
リーダーつくしの会
10255

かすがいいきいき体操ひ
ろめる会

0

15

かすがいいきいき体操、歌謡曲・童謡などを歌いな
公共施設（公民館等）、高齢者福祉施設、【練習
15 がら出来る簡単なリズム体操、筋トレ・脳トレを取り
場所】サン・アビリティーズ春日井（多目的室）
入れたストレッチ体操

2

20

22

かすがいいきいき体操、リズム体操・歌・ハーモニカ
総合福祉センター、公民館、高齢者福祉施設等
演奏を通した参加者との交流

月20回程度（依頼に応じて、月～金 午前10時～午後
月２回（第１・３火曜日 午
あり
３時の中で30分～１時間程度、※８月は夏休み）
後１時～４時）
月18回（依頼に応じて 月曜日～金曜日の１時間程
度）

あり

月１回（月曜日 午前又は
午後）

２－４ レクリエーション （マジック・腹話術）

10004

春日井ロゴス腹話術研究
会

5

28

子どもの家、地区社協、高齢者福祉施設、ふれあ
腹話術、手話体操、器楽演奏、マジック等を通じた いの家等依頼に応じて、【練習場所】鷹来公民
週２～３回（依頼に応じて 時間は45分～70分程度だ
33
参加者との交流
館、桃山教会、総合福祉センター（ボランティア
が出し物、出演人数によって異なる）
ルーム）

子育て支援サロン、高齢者サロン、障がい者福祉
施設、高齢者福祉施設、保育園、小学校でのな
マジックを通した交流、マジックの披露・指導（対象
かよし教室、子どもの家、子ども会等 【練習場
7 者に合わせたマジックを選び、３～４人のメンバーで
年11回（依頼に応じて）
所】総合福祉センター（ボランティアルーム）、サ
30分～１時間程度で活動）
ン・アビリティーズ春日井（多目的ルーム、音楽
室）

あり

月２回（第１・第３金曜日
午前10時～正午まで）

高齢者施設等依頼に応じて【練習場所】総合福祉
年24回（原則金曜日午後だが依頼に応じて）
センター

あり

月２回（第２・４金曜日 午
前10時～正午）

福祉施設、子供会、老人会等、【練習場所】東部
月２回程度（依頼に応じて）
市民センター

あり

月４回（水曜日 午後１時30
分～３時30分）

7 マジックの披露

第２グレイスフル春日井等福祉施設、西部ふれあ
月１回
いセンター

あり

月２回（第２・第４木曜日午
後１時～５時まで）

1

4 マジックの披露

保育園、介護施設、老人ホーム、子ども会、老人 月２～３回（依頼に応じて）午前10時～午前11時、午後
あり 月２回（第２・４日曜日）
会
１時30分～午後３時

2

9 マジックの披露

老人クラブ、公民館等依頼に応じて【練習場所】
高蔵寺ふれあいセンター

10184 でこぼこキッズ

0

7

10238 マジック天

6

4

10 マジックの披露を通じた参加者との交流

10

5

15 マジックの披露

10333 マジック・バード

5

2

10339 勝川マジシャンズクラブ

3

10342 ふれあいマジック同好会

7

10298

ニュータウン・マジック同
好会

月２回 研修会として実施
（【鷹来公民館、総合福祉セ
ンターボランティアルーム】
あり
第２土曜日 午後１時～４
時、【桃山教会】第３土曜日
午前９時～正午）

月１～２回（依頼に応じて）

あり

月１回（第３水曜日 午後１
時～４時）

２－５ レクリエーション （創作活動）

10008 はぐるまの会

10013 ボランティア楓

0

0

絵手紙の作成、施設や介護予防活動支援事業等
にて絵手紙作成を通じた参加者との交流

高齢者福祉施設（春日井市介護サービスセン
ター、第１・第２グレイスフル春日井、ベティさんの
月８～10回（各施設月１～２回 火曜日、木曜日、金曜
月１回（第３火曜日 午前10
家、健康サポート館柿の木、第２デイサービス柿
あり
日 その他依頼に応じて）
時～）
の木）、公共施設等依頼に応じて、【例会】総合福
祉センター

14

14

12

高齢者、障がい児、子どもを対象とした手作りの物
総合福祉センター、ささえ愛センター、高蔵寺ふ
12 （機能訓練、あそびにいかせる物）の提供、その他
れあいセンター、活動者宅
簡単な物作り等

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

5

月１回（第４火曜日 午前10時30分～正午）

あり

月１回（第４火曜日 午前10
時～10時30分）

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

男

合 計
人 数

女

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

10019 稲穂の会

0

7

7 文化刺しゅうの指導

10139 五月会

0

6

6

7

グレイスフル春日井ケアハウス、介護老人保健施
7 生け花の指導、テーブルの花の生け込みの制作等 設エスペラル東春、デイサービスセンター秋桜等 月６回（主に金曜日の午後、その他依頼に応じて）
その他依頼に応じて

11

11 紙芝居や絵本等の読み聞かせ

図書館、東部市民センター、西部ふれあいセン
ター、勤労福祉会館

13

月７回（【東部市民センター】第１金曜日 午前９時～正
午、午後３時～５時、第３金曜日 午前10時～11時30
紙芝居と話を聞く会（月３回）、赤ちゃんのためのお 東部市民センター、総合保健医療センター、養和
分、第４土曜日 午後２時～３時30分、【養和荘】第２月
月１回（第１金曜日 午後１
13 はなし会（月１回）、ブックスタート、東部市民セン
荘、文化フォーラム春日井内交流アトリウム、保
あり
曜日 午後１時30分～２時、第４月曜日 午後１時30分
時～３時）
ター公民館まつり等の手伝い、図書館フェスタ
健センター
～２時、午後２時30分～３時、その他ブックスタート担
当日）

10191 リリの会

0

総合福祉センター、四季彩

定例会の実施（練習日を含む）

書道の指導、茶華道の指導、茶会の手伝い、参加
はさま、養和荘
者との交流

月２回（火曜日）

あり

月３回（木・金曜日 午前10時～正午）

なし
あり ２ヶ月に１回

２－６ レクリエーション （読み聞かせ）

10030 かすがい朗読研究会

10039 くれよんの会

10048 朗読サークル 秋桜

0

0

0

9

月５回（第２・４水曜日 午後３時30分～４時、第４金曜
月４回（水曜日 午前10時
日 午後３時30分～４時、第２土曜日 午前11時～11 あり
～正午）
時30分、第３土曜日 午後２時～２時30分）

高蔵寺ふれあいセンター、小学校（岩成台西、石
大型紙芝居・ペープサート・パネルシアターを使った
9
尾台、篠木、味美白山、玉川）、【練習、打合せ】 月２～３回（依頼に応じて※金曜日を希望）
読み聞かせ
高蔵寺ふれあいセンター

紙芝居・絵本等の読み聞かせ、童謡等を利用者と
共に歌っての参加者との交流、朗読等

あり

月３回（第２・３・４金曜日
午前10時～正午）

グレイスフル春日井（デイサービス）、第２グレイス
月６回（第２火曜日午後、第２金曜日午後、第３木曜日
フル春日井（グループホーム）、いきいきデイサー
月２回（【勉強会及び打合
午後、第４水曜日午後、第４月曜日午後、第４火曜日 あり
ビス（細野）、福祉作業所、グループホームハ田、
せ】金曜日 午前）
午後等※ただし変動あり）
いきいきデイサービス出川

10061 やまびこの会

0

17

17

10081 グループゆう

0

7

7

紙芝居・絵本等の読み聞かせ、ブラックパネルシア 図書館、中央公民館、西部ふれあいセンター、交
月３回程度（依頼に応じて）
ター、ペープサート等
通児童遊園等

あり 月２回（午後１時～５時）

10099 かえるの子

0

2

2

春日井モラロジー事務所(モラロジ―を考える会)
笑口の会

なし

10249 Ａｎｄａｎｔｅ

0

8

8 紙芝居、合唱の披露を通じた参加者との交流

交通児童遊園

月１回（第２木曜日 午前11時～）

高齢者福祉施設等

月２～３回（第２金曜日、奇数月の第３金曜日、第４木
あり 月１回
曜日）

総合福祉センター（和室、研修室）

月１回（第２金曜日 午前10時～午後２時30分）

３－１ 講座・交流会のサポート （全般）

10050 たんぽぽの会

2

17

19

高齢者サロンの運営（体操、歌、ゲーム、誕生会、
昼食、茶話会の実施等）

10183 そよ風

1

19

20

主に高齢者向け交流会の企画・運営、子育てサー 関田区画整理記念館（穴橋町１丁目）、藤の木公
月14回程度（活動内容によって異なる）
クルの支援、視覚障がい児・者の支援等
園、小木田公園、関田公園、穴橋公園

10234 大手ふれあいサロン

0

18

18 高齢者、未就園児と保護者の交流型サロンの運営 大手町東島公民館

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

月１回（第１水曜日 午前10時～11時30分）

6

あり 必要に応じて

あり 月１回（土曜日）

あり 月１回（活動終了後）

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

10311

団体名

ボランティアグループ な
ごみ

10335 石尾台おとなの学校

男

合 計
人 数

女

0

3

17

7

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

定例会の実施（練習日を含む）

未就園児のための親子広場「わっか」の開催、親子
向け教室の手伝い、高齢者サロン「あつまろかい」
17
市内高齢者・子育て支援施設「なごみ」内
の開催、高齢者向け勉強会の手伝い、外出の手伝
い、みんなの広場「えんがわ あい」の手伝い等

月10回（【わっか】週１回 月曜日 午前10時～11時30
分、【あつまろかい】月１回 第３水曜日 午前10時～
月１回（第３土曜日 午後１
11時30分、【えんがわ あい】週２回 金曜日 午前９時 あり 時～３時、または第３月曜
30分～午後１時30分、親子教室、高齢者勉強会、外出
日 正午～午後２時）
は不定期に開催）

中高年層を対象にした、仲間づくり、健康づくりを目
10 的にした地域交流の場の提供（学校をモデルとし 緑ヶ丘老人憩の家等
て、カリキュラム等を組みながら実施）

月１回（第４月曜日 午前10時～11時45分）

あり

おもちゃの貸出、障がい児を対象にした「あそぼう
16
会」の実施

総合福祉センター（遊戯室兼体育ホール）

月１回（【あそぼう会】第４土曜日※12月は第２土曜日
午後１時30分～３時 ）

月１回（第２水曜日 午前10
あり 時～正午まで※ただし、７
月・８月を除く）

10 託児

コロニー中央病院、緑の家、保健センター、上八
田子育て支援センター、高蔵寺ふれあいセン
月２～３回（月１回：午後１時～３時、その他依頼に応じ
あり 年１回（総会：３月）
ター、総合保健医療センター、かすがいげんきっ て）
こセンター

15 託児

総合保健医療センター、レディヤンかすがい、ささ
え愛センター、げんきっ子センター、坂下公民館、 週３回（依頼に応じて）
味美幼稚園、八田保育園、総合福祉センター等

月１回（運営委員会：第３火
曜日）

３－２ 講座・交流会のサポート （子育て）

おもちゃ図書館 はるか
10020
ぜ

10026 グループ吾亦紅

4

0

12

10

10054 ゆりかご

0

15

10075 チルドレン

0

6

10171 はじめの一歩

10235 子育てだんだん

10301 あんじゅ

10308 子育て支援カンガルー

0

0

0

0

6

福祉の里で行う「親子ふれあい広場」「親子の広場」
児童センター、福祉の里等
等の企画・運営

月２回（火曜・水曜日）の合計年８回の親子教室

あり

月１回（第４火曜日 午前10
時～正午）

あり

月１回（第４火曜日 午前10
時～正午）

20

紙芝居・絵本等の読み聞かせ、人形劇・劇・ペープ
サート・パネルシアター・エプロンシアター・マジック
20
の披露、バルーン・工作・ふれあい遊びの実施、託
児等

19

ささえ愛センター、レディヤン春日井、総合保健医
託児、新米ママのための「０歳児子育て広場」の開
年130回（月10回程度）（第４火曜日、その他依頼に応
４月、１月の第３火曜日 午
19
療センター、総合福祉センター、コロニー、その他
あり
催
じて）
前10時～正午
依頼に応じて

13

親子交流会「おひさま広場」の開催、０歳児のお母
さんのための助産師による交流会「０歳児交流
会」、育児中のお母さんのためのリフレッシュ講座
13 「子連れＤＥバランスボール」の開催、、手作りおも
ちゃを作る会「ちくちくの会」の開催、助産師による
親子向け講座「いのちのはなし」の開催、高齢者施
設でのママコーラスの披露

7

げんきっ子センター、少年自然の家、子育て支援
サロン、各小学校子どもの家、レディヤン春日井、
月８回（依頼に応じて）
保健センター、健康管理センター、総合保健医療
センター等

あり 4月8日

【おひさま広場】レディヤンかすがい、【０歳児交流
会】げんきっ子センター、【子連れＤＥフラ】中日鳥
月10～15回（午前10時～正午、開催日はブログで周
居松ビル、【いのちのはなし】ささえ愛センター、
知）
【ママコーラス】あいゆうの森等、【ママコーラス練
習場所】総合福祉センター

絵本、紙芝居等の読み聞かせ、パネルシアター、手
7 品の披露、工作の指導等（月１回は主催の親子向 都市緑化植物園
け行事を開催）

月１～３回（火曜日）

あり 月１回

あり 活動日

４－１ 障がいをもった方への支援

精神保健福祉ボランティ
10275
アグループ「かたつむり」

1

11

心の病を持った方々を対象とした交流会やサロン
12 の開催（「かたつむりの里」、「語り場～かたつむ
り」）

春日井市東部ほっとステーション

４－２ 障がいをもった方への支援（視覚障がい）

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

7

月３回（【「かたつむりの里」】月２回 第１・２土曜日 午
後１時～４時、【「語り場」】年６～９回 第３日曜日 午 あり 月１回 午後１時～
後２時00分～４時00分）

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード
10005

団体名
声の広報かすがいボラン
ティア

10012 ボランティア アイ・愛

10017 点訳ボランティア 春点

10035 ガイドボランティア 虹

10062 音訳ボランティア春日井

アクセスサポート春日井
10112
（ＡＳＫＡ）

10155 ボイス・ケイン春日井

10222 ボイス・さくら

男

合 計
人 数

女

3

2

5

1

6

2

1

1

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

広報春日井の音訳テープ・CD（声の広報かすがい）
市役所（録音編集室）
の作成

週１～２回（【記事の選択と録音】月曜日 午前10時
～、【回収・ダビング】金曜日 午前10時～）

定例会の実施（練習日を含む）

37

40

10

視覚障がい者向け情報テープの作成・発送・回収、
月３回（【編集会議】第２木曜日、【録音】第３木曜日、
12
総合福祉センター（ボランティアルーム、録音室）
交流会の実施
【ダビング】翌週火曜日）

50

点訳本の製作、点字・点訳講座の指導、点字情報
誌「ひかり」の作成、視覚障がい者との交流、依頼さ
55
総合福祉センター、図書館等
れたものの点訳、学校や市施設等での点字体験指
導等

月１回程度を目安に実施
月５～６回（木曜日 午前10時～午後３時、その他依頼
あり （午前または午後の２時間
に応じて）
程度）

15

視覚障がい者の外出支援、高齢者福祉施設利用 高齢者福祉施設、小・中・高等学校等、交流会
16 者の話し相手、紙芝居の読み聞かせ、器楽演奏
（落合公園にて花見、各観光地へ春と秋バス旅
（大正琴）、福祉体験学習の講師、交流会の実施等 行）

不定期（毎月下旬のボラン
月３～４回（【紙芝居】月３回 午後、視覚障がい者の外
あり ティアルームが予約できた
出支援、福祉体験学習の講師等は依頼に応じて）
日）

77

6

5

7

83 視覚障がい者の為の録音図書製作、対面読書等

毎日（個別の活動のため、午前10時～午後６時頃ま
図書館、文化フォーラム春日井（会議室）、活動者
で、対面読書は午前10時～正午または午後１時30分
宅
～午後３時30分）

視覚障がい者へのパソコン指導、パソコン講座の手
8 伝い、パソコン購入時のアドバイスと操作等の援助 総合福祉センター（パソコン室）
等
6 シーン・ボイスガイド、春日井まつりのMC

8 映画の音声ガイド

依頼に応じて

あり 年１回

月３回（【編集会議】第２木
あり 曜日、【録音】第３木曜日、
【ダビング】翌週火曜日）

【勉強会、講習会】年10回程
あり 度 午前10時～正午、【役
員会】月１回 ２時間程度
あり

月１回（第４土曜日 午前10
時～正午）

文化フォーラム春日井、総合福祉センター、市民 年数２～４回（５・９・１・２月）の上映、その他依頼に応
会館等
じて

月２回（第１・２・４火曜日
あり 午後１時30分または７時か
ら）

文化フォーラム春日井、総合福祉センター

年３～４回（映画の上映時）

月２回程度（第３または第４
金曜日 午後１時30分～４
あり
時、第１または第２金曜日
午後７時～９時）

月５～６回

月５回程度（【総合福祉セン
ター】月２～３回 主に日曜
日 午前10時～正午、【サ
あり
ン・アビリティーズ春日井】
月２回 第２・４木曜日 午
後７時～９時）

４－３ 障がいをもった方への支援（聴覚障がい）

10016

春日井手話サークル あ
やとり

10033 手話サークル あさがお

要約筆記 春日井ブレン
10047
ド

10133 ハンドトーク

22

11

2

5

聴覚障がい者と健聴者の学習を通した交流、聴覚
総合福祉センター、サン・アビリティーズ春日井
障がい者への情報提供、手話に関わる手伝い等

68

90

51

聴覚障がい者の社会参加や情報提供のため手話
を学ぶ活動、日常生活上の手話通訳や大型紙芝居 東部市民センター、福祉の里、 めいきん生協高
62
などで地域への手話啓蒙活動、交流会（社会見学、 蔵寺店（２階会議室）等
ミニ運動会等）の実施等

12

要約筆記、福祉体験学習の講師と助手、「聞こえ」 各種講演会会場、小・中・高等学校、高齢者福祉
月２～３回程度（時間は、終日、半日など依頼に応じ
14 のボランティア養成講座の講師と運営、「耳マーク」 施設等【練習、打合せ、学習会】総合福祉セン
て）
の普及活動、高齢者福祉施設でのノートテイク
ター

月３回（【定例会】月２回、
あり 【学習会】月１回 火曜日
午前10時～正午）

38

聴覚障がい者と健聴者との情報交換および交流、
43 日常生活上や行事の際に必要に応じて手話通訳、 西部ふれあいセンター、ささえ愛センター
行事の手伝い、手話の勉強及び技術の向上

あり

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

8

週２回（第２・３・４月曜日 午前10時～正午、第１・２・３
活動日（毎週火曜日 午前
火曜日 午前10時～正午、第４火曜日 午後７時～９ あり
10時～正午）
時）、その他依頼に応じて

月４回（木曜日 午前10時～正午）

週１回（木曜日 午前10時
～正午）

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

男

合 計
人 数

女

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

定例会の実施（練習日を含む）

４－３ 障がいをもった方への支援（聴覚障がい）

10353 桃山会

0

8

8

発達障がい、知的障がいの周知活動、相談・集まる
今後検討
場づくり

月４回

あり 月４回

５ 環境

10109 パセリクラブ

10254 名城クラブ

10317 西ふれ・花ボラ

週２回（火・金曜日 午前10時～午後４時、【温室植え
月１回（第３金曜日 午後１
替え】４・６・９・11・12・２月 月・火・水曜 午前９時30分 あり
時～３時）
～午後４時）

17

植物園温室の植替え、花がら摘み、植栽時のディス
24
都市緑化植物園、ＪＲ高蔵寺駅南口
プレイの小物作り、JR高蔵寺駅南口の植え込み等

18

20

果樹の剪定・施肥・除草、花壇の維持・管理、田ん
落合公園（果樹園、管理棟前花壇、足踏み健康
38 ぼでの米作り、東野小学校の児童の体験学習の補
コーナーの花壇、果樹園西側の田んぼ）
助

月３～４回（火曜日 午前９時30分～11時30分）

4

18

22 花壇の花の植栽、育成、管理等

週１回（水曜日、その他参加できる人は月・金曜日も活
あり 必要に応じて
動）

19

18

災害に関する講座への支援、防災すごろくや避難
所運営ゲーム等を活用した防災意識の啓発活動、
37
総合福祉センター、ささえ愛センター、公民館等
災害ボランティアコーディネーター養成講座への協
力等

2

2

7

西部ふれあいセンター

必要に応じて（役員会を開
なし いたり、電話で連絡を取り
合っている）

６ 災害・防災

春日井市災害ボランティ
10213 アコーディネーター連絡
会

10295

ＮＰＯ災害ボランティア
愛・知・人

4 地域防災に関する活動、被災地支援活動等

あり

隔月１回（偶数月の第４日
曜日 午後）

春日井市内イベント会場（その他他県での災害被
依頼に応じて
災地でも活動）

あり

不定期（活動が決定した都
度） 年10回程度

月１～３回（依頼に応じて）

７ セラピー・カウンセリング

春日井「心の相談」セン
10011
ター

0

31

31 地域相談、ふれあいカウンセリングの実施

総合福祉センター

週１回(金曜日 午前10時～午後３時）

月１回（第２または第３金曜
あり 日 午後１時30分～３時30
分）

10042 ＨＡＢクラブ

3

14

17 犬・猫を連れての癒しの活動

春緑苑、グレイスフル春日井、愛厚明知寮等

月１～２回（依頼に応じて）

なし

サン・アビリティーズ春日井（音楽室）、夢の家

月６回（【サン・アビリティーズ春日井】成人対象：第１・３
木曜日、小学生、幼児対象：第２・４火曜日、【夢の家】 なし
入所者対象：第１・３火曜日）

10093 音楽療法 ドルチェ

0

5

5 音楽療法、リトミックセラピー

1

4

5

10329 ネロリ

0

3

3 アロマセラピーの実施

10341 オアシスグループ

0

3

3

10262

ボランティアグループなな
いろの森

創作活動・表現活動を通したメンタルケア（アートセ
総合福祉センター等
ラピー）を目的とした支援

福祉施設等依頼に応じて

月１回（土日のいずれか）

あり 年１回（総会 ４月）

依頼に応じて

あり 不定期（土日）

フットケア（足の爪切り・マッサージ）、ハンドケア（手 老人会、高齢者サロン、デイサービス、ケアハウ 月１回（第２金曜日 午前10時～正午その他依頼に応
なし
のマッサージ）、カラーセラピー（心の癒し）の実施 ス等依頼に応じて
じて）

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

9

ボランティアグループ登録一覧表（平成29年12月31日付）
団体
コード

団体名

男

合 計
人 数

女

活 動 内 容

活 動 場 所

ボランティア活動の日時等

定例会の実施（練習日を含む）

８ 国際交流

10043 クロスカル

1

15

国際交流の促進、世界の料理等の交流会の企画・
運営、情報収集・提供（広報かすがいの抜粋記事 東部ほっとステーション、東部市民センター、ささ 月４～５回（【イベントの準備、打ち合せ会】不定期だ
16
翻訳等）
え愛センター等
が、主に月曜日の午前、【日本語学習会等】不定期）
市内在住の外国人に日本語個別津指導

あり

月１回（第１月曜日 午前10
時～正午）

10104 春日井国際交流会・ＫＩＦ

13

47

国際交流の促進、異文化交流事業の実施（盆踊
り、イヤーエンドパーティー、料理教室等）、通訳、
ささえ愛センター、総合福祉センター、鷹来公民
60 翻訳など外国人のサポート
館
※市委託事業として外国人相談窓口、かすがいふ
れあい教室（日本語教室）

10336 春日井中日交流会

12

12

24

太極拳の指導、中国語講座の実施、中国文化の紹
ささえ愛センター、イオンモール店舗等
介、日本語の指導、相談等

依頼に応じて

あり 不定期

高齢者や障がい者への網戸張替、電球交換、除草
春日井ネオポリス（神屋町・坂下町）地域内
等簡易な身の周りの手伝い

年23回程度（依頼に応じて）

あり

月１回（第２日曜日のふれ
あい連絡会開催時）
月１回（第３木曜日 午後１
時30分～４時）

【日本語教室】月６～８回 毎月第２・３・４・５の金・日曜
日 午前10時～正午、【相談コーナー】月４回 水曜日
月１回（第２日曜日 午後
あり
午前９時～午後４時、【異文化交流事業】月１回 日曜
※ただし８月を除く）
日 午後 ※ただし４・８・12月を除く）

９ その他

10215

ネオポリスお助けマンの
会

12

3

15

10284

消費者グループ わかば
の会

5

9

14 悪徳商法・振り込め詐欺等防止啓発活動等

依頼に応じて

依頼に応じて

あり

10314

シルバー疑似体験ボラン
ティア シデコブシ

2

11

13 福祉実践教室でのシルバー疑似体験の講師

市内小・中・高等学校、専門学校

年18回程度（依頼に応じて）

あり 月１回（第２火曜日 午前）

週１回（木曜日 午後２時～４時）

月２回（【ボランティアのみ】
第４火曜日 午前９時30分
あり ～、【ボランティアグループ
代表と病棟スタッフ】第４金
曜日 午前11時～）

10316

病院ボランティアさくらの
会

2

10

12

病院にて季節の行事、歌の会の開催、ティーサービ
名古屋徳洲会総合病院（緩和ケア病棟）
スの花壇の整備の実施

食べられるけど、食べる予定がない食品を集め、福
4 祉施設や生活が困っている人に渡して、使ってもら 勝川駅（南口）、朝宮公園周辺
う活動

1

3

10326 サイエンス・アイ－β

2

11

13

7

35

42 高齢者宅での傾聴ボランティア

10345 はらぺこ食堂

0

6

6

子ども食堂（子どもへ無料で食事の提供）の運営、 ホームHAPPY（高蔵寺町北１-156）、てとりんハウ 月２回（【ホームHAPPY】第３土曜日、【てとりんハウス】
なし
料理教室の実施
ス
第３土曜日の前日の金曜日）

10346 アレルギー歩みの会

0

5

5

アレルギーについての情報交換、交流会、勉強会
の実施

大和エネルフ株式会社カスタマーセンター（瑞穂 ２ヶ月１回（奇数月の第４もしくは第３火曜日 午前10時
隔月１回（第３もしくは第２
あり
通6ｰ17ｰ1）
～正午）
火曜日の午前中）

10347 読み書きかすがい

3

12

15

障がい者・高齢者への読み書き支援（書類等の代
筆、代読等）

ささえ愛センター

月１回（第２土曜日 午後１時～午後４時）

あり 必要に応じて

10348 食べ物と健康の会

0

2

2 地区社協のサロン等

ささえ愛センター

依頼に応じて※水曜日の午前中

なし

7

各自、愛犬の散歩の時間を活用し、散歩ルートでパ
トロール意識をもちながら、子どもたちの登下校の
7
各自、愛犬の散歩ルート、その他依頼に応じて
見守りや、地域の方との交流を図る。依頼に応じて
イベント等の手伝いも行う。

散歩時、イベント等は年10回程度（依頼に応じて）

あり 月１回

10344

傾聴ボランティア・みみ
ハート

10351 わんわんパトロール隊

0

週６回（月～土）

は
月１回（第１月曜日 午前）
い

10318 フードバンクかすがい

移動サイエンス教室の開催、押し花による作品やエ
依頼に応じて
コノート作り教室の開催

活動の依頼、活動希望は、ボランティア相談（ＴＥＬ・ＦＡＸ：84-3600）まで

依頼者宅、【例会場所】総合福祉センターボラン
ティアルーム、ささえ愛センター

10

依頼に応じて

なし

各個人月２回程度（依頼に応じて）

あり 月１回（第３水曜日）

