
甲賀市ボランティアセンター 2018.4．1現在

NO グループ名 会員数 活動日 活動場所 活　動　内　容

1 よりそい 在宅で生活されている方への傾聴活動

2 エコCOOK22 料理を通したふれあい活動

3 こばと 知的障がい者サロンの手伝い

4 ドリームポケット 音楽全般

NO グループ名 会員数 活動日 活動場所 活　動　内　容

1
手話サークル

「グー・チョキ・パー」

毎週木曜定例会・県サ連行事・ろう協行事・その他手話関
連団体に関する行事への参加協力・市内、市外への啓発
活動・研修への参加

2 舞踊・演劇「松風の会」 高齢者施設や近隣の施設・団体等への慰問活動。

3
朗読ボランティア

「うさぎのミミ」

視覚障害者のための音訳テープ作成（広報紙オリジナル
テープ）・視覚障害者の行事の参加協力・図書館や施設、
地域での朗読発表会・お話会・読み聞かせ活動

4
ふれあいのつどい
「グループ架け橋」

高齢者自主活動グループの活動協力。介護予防活動。

5 水口町更生保護女性会
施設慰問活動。交通安全啓発活動。古切手等の収集。関
係機関行事に協力。

6
拡大紙しばい
「ぽけっと」

子どもや高齢者を対象にした拡大紙しばいの製作・上演
活動。

7
人形劇サークル
「いちごじゃむ」

保育園、幼稚園や子ども向けの行事等での人形劇の発
表。

8
日舞・歌謡舞踊

 「藤柳寿々克会」
高齢者施設等への慰問活動。（清掃奉仕・舞踊披露）

9 寿美優会
高齢者施設や地域敬老会等での訪問活動。（清掃奉仕・
舞踊披露の披露）
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甲賀市社協　水口地域福祉活動センター



10 日本民謡「徳波会」 高齢者施設や地域敬老会等での慰問交流活動。

11 貴楽会
高齢者施設や地域敬老会等での慰問演芸活動。（江州音
頭、三味線などの披露）

12 サニーサイド保護者会 サニーサイド支援活動・生活サポート

13 甲賀市聴覚障害者協会 聴覚障害者の理解を深めるための活動。

14 チアーズ・ステーション
子育て期のお母さんたちの居場所作りと遊びの時間の共
有。

15
ガールスカウト
滋賀県第34団

ガールスカウトの理念に基づき様々な体験を通して少女た
ちが自ら考え、行動できる人になれるような活動をする。
社協事業の協力

16
精神保健福祉ボランティア

ひだまりの会
病院デイケア、サロン等での精神保健福祉ボランティア・イ
ベント協力

17 同好会友合クラブ 懐メロ、歌謡曲、生バンド、舞踊

18
水口町介護予防ミニサー
クルボランティア協議会

介護予防に関する活動

19 道場あはは倶楽部 サロン等での精神保健福祉ボランティア

20 みんなくる会 知的障がい者サロン活動、活動の手伝い

21 水口マジッククラブ マジック

22 水口町笑い隊 寸劇・漫才・足踊りなど

23 ロマンコールズ 生バンド演奏と歌

24 たまご オカリナ演奏



25 花みずき スリーA方式認知症予防の啓発

26 岩上紙芝居の会 紙芝居の上演活動

27
日本よし笛の会　甲賀支

部
よし笛の演奏

№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

1 ひまわりグループ
町内の各種福祉事業に芸能ボランティアとして活動、日舞、歌
謡、伝承活動（おじゃみ）、レクリエーション活動を行っている。ま
た、定期的におじゃみを作り訪問先などにプレゼントしている。

2 土山町舞踊グループ
高齢者の教室、敬老会、その他イベントなどに参加し、舞
踊を披露している。

3 ふみグループ 町内の独居高齢者へ手紙、絵手紙を配布

4 琴　鈴　会
各種イベントや事業および福祉施設などで演奏訪問をおこ
なっている。

5 あいの土山ナツメロ楽団
各種イベントや事業および福祉施設などで演奏訪問をおこ
なっている。

6 車椅子レクダンス  土山
車椅子利用者と組んで、曲や歌に合わせて、ダンスを楽しむ。
また、学校や施設へ訪問し、車椅子に触れ、体験してもらう。

7 すぎなグループ サマースクール支援、ふれあい活動支援

8 市場和輪グループ 高齢者ふれあいサロン活動

9 手話サークル“タッチ”
聴覚障がい者とのコミュニケーションをはかり、生活環境を
知るために手話の学習をする

10 シニアグループ　里のあゆ
６５歳以上の方がいきいきと楽しく活動が出来る場所作り
とサロンの支援

甲賀市社協　土山地域福祉活動センター



№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

11 笹路いきいきサロンボランティア 花壇の花作りを通して地域の人との交流と活性化を図る。

12 つくしんぼ 子どもや高齢者を対象とした本の読み聞かせ

13 ふるさと民謡会
各種イベントや事業及び福祉施設などで演奏訪問を行っ
ている。

14 山内エコクラブ
地域の高齢者の昔の暮らしを聞きとり、絵図を作成する。
福祉施設への訪問活動

15 パソコンにこにこボランティア
地域や各種福祉関係団体の活動広報等の作成及び作成支援。
イベント開催時のボランティア

16 ほほえみ会
町内の傾聴ボランティア、ひとり暮らし高齢者や日中独居高齢者を
対象

17 ふらんしーず
おおむね60歳以上のメンバーでハンドベルをしています。レパート
リーは10曲以上。童謡が多いです。みんなで発表の場を楽しみにと
りくんでいます。

18 つなぎの輪
土山町内にお住まいの方で、ちょっとした困りごとをお手伝いする生
活支援ボランティア

19 彩音会
主に大正琴の演奏。他に音楽を使って歌ったり、体を動かしたり、
楽しい時間を作ります

20 ルージュ サロン活動のお手伝い、作業所喫茶店のお手伝い

21 さくらんぼ
サロンや施設にレクリエーションを行う。
お話、ゲーム、うた、踊り、手芸などを一緒に楽しむ。

22
大正琴アンサンブルグループ

ミモザ
大正琴（アンサンブル）を施設や地域へ演奏訪問を行って
いる。

23 サークル“オカリナ″ オカリナ演奏。施設や地域のサロンへ出向く。

24 山内エコクラブ
地域の高齢者の昔の暮らしを聞きとり、絵図を作成する。
福祉施設への訪問活動



№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

25 パソコンにこにこボランティア
地域や各種福祉関係団体の活動広報等の作成及び作成支援。
イベント開催時のボランティア

26 さくらんぼ
サロンや施設にレクリエーションを行う。
お話、ゲーム、うた、踊り、手芸などを一緒に楽しむ。

1 内海凰京香会 施設訪問、地域での行事協力、その他イベント参加

2 おはなしこんにちは
人形劇、大型紙芝居、ペープサートの公演活動。「一人ひ
とりの顔の見える地域づくり」を目指して活動中。

3 おはなしたまてばこ
子ども、大人向けのお話会開催、保育園行事の協力、学
校の生涯学習活動への参加など

4
音訳グループ       みみず
く

対面朗読、視覚障がい者との交流会

5
希望が丘地区安全安心ま
ちづくり協議会

小学生へのあいさつ運動・交通指導・よろず相談・防災対
策・パトロールなど

6 日本車いすレク協会
車椅子でフォークダンスを踊り、児童への指導や福祉施設
への訪問活動、地域行事への参加

7
甲南ガールスカウト
滋賀県第３７団

施設訪問、ユニセフ募金、海外への物資提供、地域清掃
活動など

8
甲南手話サークル「ともだ
ち」

手話の学習。
聴覚障がい者と健聴者のコミュニケーション交流活動。

9 生女流希望あすなろ会
歌謡、舞踊を通しての交流・福祉活動。地域の納涼祭及び
敬老会、その他福祉施設への訪問ボランティア。

10 たんぽぽグループ
福祉施設（せせらぎ苑）への月一回の喫茶手伝い、清掃活
動、夏祭りの協力

11 てとら 地域内での高齢者を対象としたサロンの開催。

甲賀市社協　甲南地域福祉活動センター

活動場所 活　動　内　容NO グループ名 会員数 活動日



№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

12 とんがりぼうし
音楽セラピー・お話・ペープサート・手遊び・童謡などを取り
入れ福祉活動

13 ヴァアヒラ滋賀
ハワイアンダンスを通し、様々なイベント、区民祭、夏祭り
などへ出演し、地域の方と交流する。

14
ＮＰＯ法人サポート
ハウスほほえみ

ひきこもり、不登校等青少年自立支援活動。介護予防多
世代交流事業、高齢者生きがい活動サロンなど

15 ボランティア耕心　　（V耕） 地域での様々な奉仕活動、環境美化など

16 あきばこの会 大正琴・よし笛など音楽演奏

17 更生保護女性会
子どもたちの見守り、各地域で行事に参加、サマースクー
ルへの協力、施設訪問など

18
手づくりおもちゃグループ
ポッポちゃん

手づくりおもちゃの作成と修理、および子育て支援活動

19 もんじゃの会
もんじゃ焼きによるほっと一息つける場の提供と子育て支
援活動、傾聴ボランティア（甲南病院）

20 かふかの風
ミュージックベル（ハンドベル）を中心に、オカリナ、ボーカ
ルの音楽活動

21 寺庄ボランティア隊
区民を対象に、ちょっとしたお助けボランティア（買い物支
援、通院、草刈りなど）

22 サークルそよ風
歌、ゲーム、レクダンス、手遊びなど、その場・年齢に合わ
せたレクリエーション活動

23 音楽グループすだち
ギターの弾き語りで老若男女、聞いていただける人に合わ
せた曲を選んで、オリジナル曲、カバー曲を演奏。

24
おしゃべりコーディネー
ター(甲賀）

一人暮らしで身体の不自由な方を中心に、外出も少なく人
と出会うことが少ない方々に月１回のおしゃべりをして気分
を変える活動

25 スノードロップ 合唱（コーラス）を通しての交流、福祉活動



№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

1 ふれ愛キャンプ実行委員会 心身障がい児・者療育キャンプとクリスマス会の開催

2 金曜会 ふれあいいきいきサロン「金曜会」の開催

3 布絵本「たぬき」 手作りおもちゃ

4 あすなろ 障がい児・者の支援

5 合歓の木 ふれあいいきいきサロン「喜楽会」の開催

6
おもちゃライブラリー
「きらきらぼし」

おもちゃライブラリーの開催

7 菊美範会 日本舞踊の披露

8 シニアクッキング シニア男性を中心とした調理ボランティア

9 凰静会 現代舞踊によるアトラクション

10 ガールスカウト 障がい者の支援活動、共同募金活動

11
住まいボランティア・ブリコ
ラージ

高齢者、身障者の住居のリフォーム

12 あすなろ 空缶回収･ゴミ拾いなど

13 パソボラ倶楽部 パソコンを使ったボランティア活動

14
車椅子レクダンス
三和会（みつわかい）

車椅子利用者と曲や歌に合わせて、ダンスを楽しむ。また
学校や施設へ訪問し、車椅子に触れ体験してもらう。

甲賀市社協　信楽地域福祉活動センター



№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

15 ひまわりグループ 信楽くるみ作業所の活動の手伝い

16 紙ふうせん サロン・イベント等地域行事の参加

17 コスモス会
ふれあいいきいきサロン「コスモス会」の開催
イベントの協力・清掃等地域行事の協力

18
信楽美容師組合ボランティ
ア

美容ボランティア（入所者の散髪）

19 親友会
古切手の整理
公衆トイレ清掃

20 ぽよぽよず
ミュージックベル演奏を通じた人と人とのコミュニケーショ
ン

21 なちゅらるまま
子育て中のお母さんがリラックスして子育てするために、
情報交換・学習を行う。

22 かぐや姫 日本舞踊全般、和服の着付指導

23
手づくりふれあいの会
ＮＡＡＮＯ

手づくり小物作り、イベントへの参加

24
音訳・音読グループ
空のブランコ

音訳・朗読・お話会

25
イルミネーション実行委員
会

イルミネーションを中心としたまちづくり、青少年育成

26 ほととぎすアンサンブル 楽器演奏

27
ぽぽんた倶楽部
スポーツボランティア

縫い物・道具作り

28 ｈug
ウクレレを弾きながら、歌（演歌～童話、わらべ歌など）、
バルーンアート、ミュージックベル


