
別紙

（　彦根市　）社会福祉協議会
№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

1
MOA彦根美育推進プロジェクト「美輪
会」

12
毎月1回（年間実施計画に
よる）

一般社団法人MOAインターナ
ショナル施設および公民館や学
校等の公共施設

学校等での花の生け込み活動。美術セミナーや癒
しセミナー、健康サロンの実施。

2 淡海琴佑会 8 随時 福祉施設、公共施設等
琴伝流大正琴を通じた音楽の啓蒙や施設への慰
問

3 音の宅配便そよかぜ 4 月１回以上　随時 会員宅
音楽を通した地域交流、親子のふれあい、高齢者の
憩い等を目的とした、参加型出前コンサートの開催

4 傾聴ボランティアおれんじ会 9 依頼先に応じて随時 個人宅および施設
市内にお住まいの在宅の方（独居や高齢者世帯）で
お話し相手を希望される方を対象とした傾聴活動

5 KK SKY BAND 2 随時 個人宅 視覚障害者による音楽交流

6 芸能ボランティア　なぎさ会 21 随時 福祉施設等 創作舞踊＆民舞を中心に歌唱等での公演活動

7 在宅ケアを支える会 9 毎月末（土日祭日除く）
彦根市福祉センター本館
ボランティア活動室

牛乳パック再利用等による介護用品(座椅子)の製
作

8 サークル赤とんぼ 22
毎月第2水曜日・第3月曜
日・第4月曜日9:30～12:00

彦根市中老人福祉セン
ター

地域やイベント等でのよし笛、ギターとのコラボ演
奏を通じ、地域社会へ貢献

9 サークル・とわ 9 不定期 不定
独居等の高齢者と子どもの横のつながりを求め、高
齢者宅への誕生日カードや年賀状配布等に取り組む

10 サマホリくらぶ 0
毎週土曜日および長期休
暇

ひこね燦ぱれす、甲良養護学校、彦
根市障害者福祉センター、その他

養護学校や支援学級の子どもたちのための、彦根
市日中一時支援事業の運営

11
さわやま地域福祉ボランティアグルー
プ

88 随時
佐和山小学校体育館、介
護施設等

学区社協事業と連携し、地域福祉ボランティア活動を展開
・子育てサポートラインの事業支援
・介護施設等でのボランティア活動　等

12 正法寺町ボランティアサークル 20
1回／月（いこいのひととき10:00
～14:30、だんらん13:00～15:00） 正法寺町会議所

正法寺町内の高齢者が安心して日々を送れるよう、
地域住民のつながりを深める活動（サロン活動）

13
障害児者交流ボランティア「かけは
し」

13
2～3ヶ月に1回土曜日又は日曜
日（3B体操 休止中）　10時～12
時

彦根市障害者福祉セン
ター

障がい児者とボランティアによる親子活動や障が
い児者・保護者同士の交流、社会参加を図る。

14 城東北部ボランティア 60 随時（昼間） 主に東地区公民館
城東北部地区内における「ふれあい給食」「友愛訪
問」等の地域福祉活動
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№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

15 城北ボランティア協議会 103
学校設備美化活動：8月
地域環境美化活動：7・8・11月

通学路周辺・彦根西中学校美化
支援活動、城北通り周辺の環境
美化活動

城北学区の福祉向上に努め、明るく住み良いまち
づくりの推進に努める

16 地蔵町にこにこサロン 16 毎月第3土曜日 地蔵町公会堂
(独居)高齢者を対象に、楽しく過ごしてもらえる場
を提供する（サロン活動）

17 西沼波町ボランティアサークル 21 毎月第2土曜日 西沼波町自治会館
寝たきりや認知症高齢者を一人でも少なくするため、高齢者や障
害のある人たちの集まる場をつくり、お互いの交流を図り親睦を深
める。

18 人形劇サークル「我楽多」 3 毎週火曜日
ボランティア活動室と公演
場所

人形劇の楽しさを子どもたちから大人の方まで伝
える

19 布絵本グループ「てんとう虫」 9
製作：第1・第3水曜 13時～16時
①図書館：偶数月第2土曜日 13
時～16時　②毎月第1火曜日

製作：彦根市福祉センター本館ボランティア活動
室
おもちゃ図書館：①彦根市子どもセンター　②ハ
ピネス（北老福)

布絵本や手作りおもちゃの制作及びおもちゃ図書
館の開設

20 ネイチャーズ新海浜 15 周年随時（昼間） 新海浜地域周辺 新海浜周辺を中心とした自然保護活動

21 ハッピー＆スター 10 毎月
福祉施設・デイサービスセ
ンター

福祉施設やデイサービスセンターを訪問し、歌を通
じて楽しさや笑いを届けるカラオケグループ

22 東沼波町福祉サロン 13 月1回 ※8・9・1・2月除く 東沼波会館
高齢者サロン活動に取り組み、住民の交流と親睦
を図る。

23 ひこね自助具開発工房 0
毎月第1･3金曜日　9時30
分～12時

彦根市シルバー人材セン
ター

身体の不自由な方や高齢者等の自立を支援する自
助具を制作し、生活がより快適になるよう支援する

24 彦根手話サークル「指音」 41 毎週金曜日 10時～12時
彦根市障害者福祉セン
ター多目的室

手話に学び聴覚障がい者に対する理解を深め、互
いに学びあい、高めあいながら社会に啓発する

25 彦根手話サークル「リンクス」 79 毎週金曜日 19時～21時
彦根市障害者福祉セン
ター多目的室

聴覚障害者と健聴者が手話を通じて交流し、聴覚障害者に
対する正しい認識を社会に広めるとともに、よりよい発展に
寄与する

26 彦根点字グループ 17
毎月15日前後(定例会)
毎月4日(点訳)

県立視覚障害者セン
ター、地域小学校等

視覚障がいのある方への支援。地域への障害者
理解のための活動

27 ひまわり太鼓 15
月2回午前中（第2・4土曜
日）

グリーンピアひこね
障がい児・者の運動の機会づくり。施設・地域での
太鼓演奏を通し交流を図る

28 藤の音会 26 月･火･木･金曜日 会長宅
民謡、三味線を中心に、奏音(かのん)、日本舞踊等、
メンバーの特技を活かし、福祉施設等での公演活動

29 ふたば会 8
毎月第2･4火曜日9時30分
～12時

彦根市中老人福祉セン
ター　他施設

福祉施設等でのトーンチャイム、ハンドベル、よし
笛、銭太鼓等による公演活動
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№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

30 ボランティアグループほほえみ 26 月～金曜日
彦根市南老人福祉セン
ター

南デイサービスセンターでのボランティア活動、施設行事・地区社
協独居高齢者事業、地域行事(子どもまつり)への協力

31 南の風よし笛アンサンブル 19 毎月第1･3金曜日 南地区公民館 よし笛演奏を通じた地域貢献活動

32 要約筆記サークル「キャロット」 8
毎月第2･4木曜日 10時30
分～12時

ボランティア活動室
聴覚障害者等との交流を通じ、要約筆記の技術向
上と福祉の向上を目指す

33 滋賀県ダンス教師協会　公益事業部 12 随時
ミタニダンススタジオ、学
校等の公共施設

社交ダンスを通して、学校教育や世代交流、高齢
者の認知症予防に取り組む

34
ミタニダンススタジオひまわりグルー
プ

2 随時
ミタニダンススタジオ、　地
域の福祉イベント会場等

社交ダンスやリズムダンスを通し、子どもから高齢
者まで気軽に楽しめる健康体操等の指導活動

35 サックスグループ　ひまわり 6 随時
ミタニダンススタジオ、　地
域の福祉イベント会場等

滋賀県立大学とのコラボによるサックス等を中心と
した出前型コンサートおよび曲当てクイズ公演
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