
平成３０年度大津市ボランティアセンター登録団体 　　　　　　

登録№ グループ名 会員数 活　　　動　　　日 活　　動　　場　　所 活　　　動　　　内　　　容

1 シルバーアンサンブル　さざ波楽団 14
週1回　土曜日
10：00～16：00

市中老人福祉センター３階大
広間

高齢者を励ますための音楽活動、楽器合奏・歌唱練習
など
施設や地域の行事などの依頼にも対応している。

2 淡海日本語ふれあいクラブ 12

月4回　月・土曜日

月曜日…10：30～12：00
土曜日…19：30～21：10

月曜日…ピアザ淡海　国際情
報サロン
土曜日…瀬田北公民館

・週二回、外国籍住民への日本語支援
・多文化共生、異文化相互理解体験に向けた日本の季
節行事体験や料理教室（各国）・日帰り旅行を開催しふ
れあいコミュニケーション体験を楽しむ

3 おもちゃライブラリー「ぴよぴよ」 24 第2・4木曜日　10：00～12：00　　
仰木の里市民センター　3階大
会議室

未収園児の遊び場および母親たちの交流の場の提供

4 仰木おもちゃライブラリーどんどこ 13 月1回　第1水曜日　10：00～12：00 仰木市民センター3階大会議室

会場におもちゃを広げ、子ども達が1時間程度遊び、そ
の後、人形劇・音楽界・読み聞かせ本・保育士による催
しもおこなう。年2回健康推進員によるおやつの提供が
ある。母親達の情報交流の場ともなっている。スタッフと
しても、民児協・福祉委員・社協役員があたっている。

5 石山おもちゃライブラリーぴよぴよ 24

定例会　第2土曜日　19：00～21：00
おもちゃライブラリィ
　　　　第3土曜日　10：00～12：00
みんなであそぼー
　　　　第4木曜日　10：00～12：00

石山市民センター3階大会議室
第2土曜は定例会
おもちゃライブラリー（おもちゃを通じて母と子の関わり
合いを深める手伝い・サポート）

6 中央おもちゃライブラリー「めだか」 14 第３土曜日　１０：００～１１：４５
中央市民センター４階大会議
室

おもちゃライブラリー（おもちゃを通じて母と子の関わり
合いを深める手伝い・サポート）

7 男声合唱団　まほろば 39
月4回　水曜日
練習：第１・２・３水曜日13:00-16:30
ボランティア演奏： 第４水曜日

大津公民館（市民会館併設）他 男声合唱による福祉施設・病院等への訪問活動

8 ミュージックサークル　スマイル 9
第１・２・３・５金曜日
午前の時：10：00～13：00
午後の時：13：00～16：00

勤労福祉センター
大津公民館（市民会館併設）
スカイプラザ等

大津市内外の福祉施設や大人向け又は子供向け地域
行事等、そのニーズに合わせて合唱・合奏

9
ハートフルガーデナー 四葉のク
ローバー

10
月1回木曜日　不定期
10：00～12：00

・坂本デイケアセンターすみれ
・「老いも若きも」（坂本）

福祉施設での花壇づくり・地域交流センター・大津市公
園緑地整備の支援
花を植える施設も募集中

10
ハートフルガーデナー　ローズクラ
ブ

14 月2回　水・木曜日　午前中

唐崎デイサービスセンター
大津京駅前　花壇
滋賀県シガインターナショナル
ハウス

公共の場での花壇作り
花フェスタ会場での園芸教室
町の景観作り（公園の樹木に飾り付け）

11
ハートフルガーデナー園芸福祉お
おつ

25
月6回　月・水曜日
10：00～11：00

晴嵐及び三大寺ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰ
いしづみ会いしづみ
ステップ広場ガル

福祉施設、小学校、駅前などの園芸福祉活動、花壇巡
回管理
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12 ハートフルガーデナーかすみ草 15

第１月曜日・第３土曜日　10：00～
12：00
第2木曜日　10:00～12:00
第３月曜日　10:00～12:00
第４月曜日　１０：００～１２：００

大津ケアーセンターそよ風
南老人福祉センター
ケアホーム　ともる
グループホーム出愛花
他

福祉施設の花壇及び菜園、ゴーヤカーテン作りと育成
管理を行う活動
公園緑地協会主催行事イベントにスタッフ応援（花フェ
スタ年3回）
公園緑地協会との情報交換・会議（毎月1回）、研修会
（年2回）など参加

13 剣友サークル凛 4 毎週火曜日　　9：00～12：00 東老人福祉センター2階
詩吟に合わせて剣舞・詩舞を披露（月1～2回程度、福
祉施設等への訪問し実演を行う）など

14 フォークダンスグループ芙蓉 15
月4回　水曜日　10：00～12：00
福祉施設訪問　　　　年約10回

木戸老人福祉センター
フォークダンスを地域の老人福祉施設等で発表し、簡単
な体操やフォークダンスを一緒に楽しんでもらう

15 おひさま楽団 9
月4回　木曜日　9：00～13：00
出張コンサートは不定期（主に午前
中）

定例会…坂本公民館
依頼場所に出張（主に大津市
内）

出張コンサート…童謡・唱歌を中心に季節の歌やお話
などのパネルシアター、楽器体験等を含むコンサート
定例会…ミーティングや小道具作成、練習等

16 風と木の葉 5

第3水曜日　11：00～虹水苑
第3金曜日　11：00～堅田病院
第4火曜日　10：50～榛原の里
第4金曜日  11：00～かすがやま翔
裕館

堅田病院
虹水苑
かすがやま翔裕館
榛原の里
代表宅にて練習

施設での入居者からリクエストされた曲や季節にあった
曲などを演奏し、みんなで歌う。
また、鈴などの楽器を持ってもらい鳴らしてもらったり、
詩や短い朗読を取り入れている。

17 ぐるーぷ舞・舞 8 不定期（14：00～15：00）
不特定多数（主に高齢者関連
施設、ふれあいサロン等）

日本舞踊を中心に、歌・ゲームなども間に取り入れ、一
方的な発表の押し付けにならないよう両者が楽しめる発
表内容を心がけ、演目もみんながよく知っている曲で気
楽に楽しめるよう配慮している。

18 アロハウクレレ＆フラ　マープアナ 9
月2回　水曜日
練習、出演は随時

依頼があった場所
ハワイアン音楽の演奏とフラダンス
ボランティア演奏等

19 どんぐりの会 12

練習　月2回
第２・４月曜日　13：00～16：00

練習・・・真野北市民センター
訪問先・・・榛原の里、木戸コ
ミュニティーセンター、大津赤十
字志賀病院他

体操、紙芝居、手遊びや歌を歌ったり楽器トーンチャイ
ムによる演奏を楽しんでもらう
【年会費】　1,200円

20 ナレオ・ハワイアンズ 9 第３水曜日　１３：００～１７：００ 小野公民館分館 ハワイアン音楽の練習会

21 びわ湖よし笛アンサンブル　こなん 11 月2回　金曜日　13：00～15：00 ウォーターステーション琵琶
よし笛演奏の練習
ハンドベルなど楽器、演奏の練習
ボランティア演奏の為の練習、計画準備

22 よし笛演奏グループ「湖風音」 3 週3回　14：00～15：00
老人ホーム、デイサービスの施
設等

よし笛とギターによる高齢者施設、自治会老人会、小学
校、障がい者施設ホスピス等への訪問演奏
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23
古都おおつ観光ボランティアガイド
の会

33
年中無休（ガイド活動年間250回）
9：00～16：00

大津市内全域の観光地（延暦
寺含）

大津市内に訪れた観光客の観光案内
会員のガイド研修
県内外の観光ボランティア団体との交流（県の淡海観
光ボランティアガイド連絡協議会に加盟）
その他、会の目的達成に必要な活動

24 古切手整理グループ 9 月1回　第3水曜日　　13：00～16：00 ボランティア活動室（市社協内）

市内から集められる古切手を整理し、箱詰めにして神戸
市の”誕生日ありがとう運動本部”に寄贈。送料は、使
用済み切手を種類別にセットにしてバザーで販売して調
達。
大津っ子まつり、明日都浜大津フェスタ等に参加。
【会費】無

25
自助具ボランティアグループ　　ケ
アクラフト００２

22

毎月第１・３・水曜日１０：００～１５：
００
毎月第２・４水曜日　１０：００～１５：
００
第５水曜日　９：００～１２：００

比叡ふれあいセンター
県用具センター活動室(草津市
笠山)
大津市生涯学習センター活動
室

自助具の相談、研究、制作
地域福祉への貢献（車椅子の整備・飛び出し坊やの製
作・親子妬き杉教室）

26 フォト・ウォーククラブ 7
年5回前後　不定期　8：00～17：00
年2回　生涯学習センターで定例会
を実施

大津市生涯学習センター

公共施設や病院にて写真展示
会員及び写真に関心のある者と日帰り、宿泊を伴う撮
影会を実施
他団体の写真・記録として協力をしている

27 手話サークル　虹の会 55 月4回　金曜日　10：00～12：00 コープ滋賀　膳所店　２階
健聴者がろう者の方々に手話を教えていただき、互い
の情報を交換し、手話サークル連絡会の活動にも参加

28 手話サークルすずらん 33 月4回　水曜日　19：00～21：00
大津市勤労福祉センター　3階
視聴覚室

春は花見。9月には聴覚障害者関係団体の主催のフェ
スティバルに手話コーラスを発表。
11月にはおおつ福祉会主催のこだままつりにも手話通
訳を兼ねて手話コーラスで啓発活動を行う

29 ふじみ手話サークル「かいつぶり」 44 週1回　木曜日　10：00～12：00 富士見公民館

毎週木曜日　10：00～12：00　例会
毎週水曜日　むつみ園での手話ボランティア
月2回木曜日　あったかでの手話指導と交流
高齢者施設・公民館等で年間4回程度手話指導と交流

30 仰木の里手話サークル”星” 20
第１・２・３・４火曜日
　１９：００～２１：００

仰木の里市民センター 手話の学習
学区行事及び各種団体の依頼による手話の啓発活動

31 手話サークル･コスモス 28 月4回　水曜日　10：00～12：00 滋賀市民センター
視覚障害者への理解を深めるため、学習以外にも行事
で積極的に交流をすすめ、その中から手話を学びとる

32 手話サークルたんぽぽ 42 月4回　火曜日　10：00～12：00 大津公民館 手話の学習・ろう者と健常者の交流



平成３０年度大津市ボランティアセンター登録団体 　　　　　　

登録№ グループ名 会員数 活　　　動　　　日 活　　動　　場　　所 活　　　動　　　内　　　容

33 瀬田手話サークルたけのこ 24
週1回　水曜日　19：30～21：30
（第5水曜日除く）

瀬田公民館

手話の勉強を通じて聴覚障害者と交流する。
小学生～90歳代の幅広い年代の「ろう者」「聴者」が「楽
しく伝え合う気持ちを大切に」をスローガンに活動。
大津市手話サークル連絡会、大津市ろうあ協会の共同
行事にも参加

34 大津手話サークル　むすびの会 15
月4回　第1～4木曜日　19：30～21：
30

大津公民館　2階小会議室3
・手話学習　・講演会　・手話サークル活動のPR強化
・聴覚障害者の生活について学ぶ

35 パソボラ大津・かいつぶり 26 週2回　月・木曜日　10：30～17：00
大津市障害者福祉センター2階
(におの浜4-2-23）

1. 技術支援　：電話やサロンでパソコンでのインターネッ
ト、メールなどに関する質問や相談に応答したり情報の
交換
2. 講習支援事業　：年賀状や暑中見舞などの講習会を
開催。定期的に教室を開き個々のニーズやスキルに応
じたサポート
3. ボランティア派遣事業支援　：在宅重度障害者を対象
に、自宅まで訪問し機器の設置や操作の質問に対応
【利用者教材費】障がい者　1回100円

36 地域福祉サポーターとんかち 46 ・遊びの出前は、依頼先指定日
・木工作業は、第2・4土曜日

・市内児童クラブ・児童館・幼稚
園・自治会の子ども会・公民
館・障害者福祉センター・生涯
学習センター他
・木工作業は、シルバー人材セ
ンター作業場（市図書館前）

・公的福祉施設や児童クラブなど、木工製品の製作や
木を使ったおもちゃ作り体験教室を開催、市営福祉施設
に創作木工家具類を提供。

37 牛乳パック再生グループ 7
月2回　第1水曜日・第3金曜日
　　　9：30～15：00

ボランティア活動室(市社協内)

・牛乳パックによる小物・作品づくり。施設等での小物作
りの指導。
・大津っ子まつり参加（小物の販売）
・市内啓発行事での販売。売り上げは公共機関に寄附

38
大津市ボランティア手づくりグルー
プ

16 月2回　第2・4水曜日　10：00～15：00ボランティア活動室(市社協内)
手作り作品を大津っ子まつり、レイ大学祭、市民フェス
タ、交流会などで販売

39
ボランティアグループ
布絵本「さえずり」

9 月2回　第2・4火曜日　10：00～15：00
県立長寿社会福祉センター
ウェルフェアテクノハウス

布絵本・布遊具の製作、貸出、寄贈（幼稚園・保育所・
子育て支援グループ・高齢者施設・福祉施設・図書館・
公設施設等）
作品を持参して講習会、読み聞かせ、エプロンシア
ター、手遊び等　活動範囲：湖南・湖西（大津市）

40 大津点訳グループ 13
月2回　 毎月第1・3月曜日
13：00～15：30

大津市障害者福祉センター
知識向上の為の勉強、点訳物の作成、点字講習会へ
講師派遣、交流・研修会出席、カレンダー作り

41 点訳グループ　しずく 10
奇数月の第4金曜日
13：00～15：30

ボランティア活動室(市社協内)
主に、「クロスワードパズル」の点訳、小学校・中学校点
字体験学習指導」

42 ドット歩夢
ポ　　ム

12 月3～5回　水曜日　13：00～17：00 木戸コミュニティセンター
ボランティアの先生からパソコンを学び、日々技術向上
している。他にも花や絵画などを鑑賞し、食事会での交
流を図る
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43 大津市要約筆記サークル「Ｂ１」 7 月1回　第4火曜日　19：30～21：00
市市民活動センター（明日都浜
大津１階）

難聴で手話を習っていない人、人生の途中で失聴した
人、高齢により聞こえづらい人に話の内容を文字で伝え
交流をしていただく

44 要約筆記サークル　かなで 6 月1回　水曜日　13：30～15：30
真野北市民センター2階
第3・4会議室

要約筆記の練習
市民センター文化祭での展示
小学校ふれあい事業への協力

45 要約筆記サークルすみれ 9
月3回　第1・2・3金曜日
10：00～12：00

真野北市民センター
2階　第3・4会議室

聴覚障害者の情報保障のためにOHC、ノートテイク、ホ
ワイトボード等を使用し、要約筆記活動をしている
技術向上の学習
情報交換などで交流を深める

46 志賀郷土料理研究会 3 月1回　第3木曜日　9：30～15：00 木戸公民館　調理室

志賀郷土料理の会と活動を共にしている
郷土食を学びあい、高齢化社会の食を支えるサービス
を模索中
フェイスブックを通して活動を広く紹介する
公民館活動に協力し、講師を招き勉強も重ねている

47 志賀郷土料理の会 21 月1回　第3木曜日　9：00～16：00 木戸公民館　調理実習室
地元の食材を利用して郷土料理を学び、それを基にア
レンジして料理実習している

48 やろう会 6 月1回　土曜日　9：00～13：00 小野公民館　調理室 高齢者向けの健康食事の知識を調理実習で取得する

49 朗読グループ「すみれ」 16
月2回　第2・4火曜日　10：00～15：
00

市民活動センター（明日都浜大
津1階）
ボランティア活動室（市社協内）
大津市ふれあいプラザ

①講師を迎えて朗読のレッスン（第2火曜日10：00～13：
00）
②視覚障害者・登録リスナー（約40名）の方に音訳テー
プまたはディジー版のCDをダビングして月1回送付する
（各会員の担当朗読録音、当番編集者の編集作業は会
長自宅にて。ジャーナル配布仕上げ作業は第4火曜日
ボランティアルームにて実施）

50 朗読ボランティア　サークルＤｏ 10 月2回　水曜日　14：00～16：00
大津市立図書館（集会室又は
研究室）

①定例会では、基本である発生練習とテキストによる読
み方等自己研鑽
②視覚障がい者向け朗読サービス　対面朗読　朗読
テープ
③障害者更正施設へ出向いて発声練習、詩や短文早
口言葉等の指導

51
おおつ傾聴ボランティア　ダンボの
会

56
月30回　月～金曜日　10：00～16：
00

ボランティア活動室(市社協内)
、他依頼先施設等

12箇所の福祉施設、11軒の個人宅への訪問しての傾
聴活動
約1時間お話に耳を傾け、又認知症の方などには寄り
添いひとときなりとも喜びや安堵感・安心感を感じてい

52 福祉サークル 3 不定期 依頼先の施設
音楽をつかって車いすでもできる体操（手・指体操など）
を出前で行います
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53 ★キラキラ星 14 月1回　日曜日　10：00～12：00 真野市民センター

障がい児者の余暇活動支援活動
音楽（ハンドベル・プレーンハープ演奏）、料理教室
講師を招いての工芸（ポーセラーツ等）講習会、クリスマ
ス会、公共の交通機関を使っての外出（観光）

54 瀬田地域青年学級 21
月1回　第1日曜　10：30～15：00
（８月は休み）

代表者自宅離れ
瀬田東市民センター
屋外

障害児者とともに各種行事を開催（花見・音楽鑑賞・ハ
イキング・クリスマス会・忘年会・餅つき・書初め等）
【参加費】　活動ごとに実費徴収

55 水泳療育グループ　おたまじゃくし 25
月3回　土曜日
16：15～18：00

皇子が丘温水プール
大津市内に住む主に知的障害児の水泳療育教室
総会・バスレク・クリスマス水泳大会・新年会等もおこな
う

56 社会福祉研究会（Ｓ．Ｗ．Ａ．Ｐ） 14 月1回　日曜日　10：00～17：00 瀬田東市民センター

知的障害やダウン症の中高生と市民センターで料理を
したり、様々な施設に行く
8月には1泊2日で遠方に行き、普段あまりできない体験
を行っている

57 大津市手話ｻｰｸﾙ連絡会 180
第１土曜：加盟ｻｰｸﾙ定例会
不定期：総会、講演会、学習会他

コープ膳所　２階
「手サ連だより」の発行、サークル間の情報交換
大津障害者習慣ほかほかまつりの運営支援
月一度　土曜日に定例会を開催

58 ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌｻﾛﾝ　おやじのたまり場 66 月3回　木曜日　午後
大津市市民活動センター
ボランティア活動室

サロン活動、出前講座（パソコン・木工等）、サークル活
動（ウォーキング、料理、PC、囲碁、ゴルフ、英会話、歌
声）
歴史街道探訪ボランティアガイド

59
滋賀県レイカディア大学同窓会大
津支部

249 随時 市内一円

1.小学校応援活動（校庭の樹木選定、図書整理他）
2.まちなかすっきり士隊（違反広告物撤去作業）
３.大津祭り応援（曳山綱ひき、販売促進等）
4.ヨシ狩りに参加（市内各所で参加）　他

60 市民センター花育ての会　花・花 18
年２回･･･植え替え
随　時･･･水やり

真野北市民センター花壇
・真野市民センターの花壇の維持・管理（水やり）
・年2回花壇全体の植え替え　　　　　【会費】　無

61 ぼてじゃこ 8 月4回　月曜日　13：00～15：00 中央市民センター
寄付いただいた毛糸を使って、ひざ掛け、円座を作り市
内の福祉施設に寄贈する

62 ボランティアグループ　みなみ 25 月1回　第3土曜日　13：00～15：00
滋賀里コミュニティセンター
唐崎市民センター他

自治会員を対象にお花見・バス旅行・出前講座・防災救
援の練習、餅つき大会・新年会・手作り教室
高齢者へのふれあい給食づくり
こだま祭りの模擬店のお手伝い
バイパス側道花壇の整備

63 ボランティアグループ赤塚 36 不定期　11：00～15：00
滋賀里コミュニティセンター
滋賀市民センター

年4回ふれあいサロン
年2回ふれあい給食のお手伝い
年1回交流の集い、こだま祭りお手伝い
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64 陽明フラワークラブ 18
月1回　土曜日　9：00～12：00
その他不定期

真野北学区内花壇　他

花づくり、花壇の維持管理、花壇づくりの講習会、園芸
学習等を通して、住みよいまちづくり活動を実践
陽明町内のゲートボール場周りの場所を花壇にして活
動

65
伊香立ボランティアグループやまゆ
り

28 随時 伊香立市民センター他　学区内
納涼祭、清掃活動、文化祭、ウエス切り、初詣介助、資
料館・花畑手伝い、高齢者給食サービス手伝い

66
葛川ボランティアグループ「あじさ
いの会」

42 不定期　8：00～12：00 葛川学区内
葛川地域の道路・公共施設の清掃活動や環境保護・地
域福祉活動

67 滋賀学区ボランティア榿（ﾊﾝ)の木 16 不定期 滋賀学区内外問わず
ふれあい給食　配食
老人施設・保育園での活動
学区内行事に協力

68 真野ボランティアグループ　三友会 34
第１月曜日・第３木曜日
９：００～１２：００
第２・４水曜日　９：００～１１：００

榛原の里
喫茶
映画会

69
瀬田東学区ボランティアグループ
花みずき

42 月1回　木曜日　9：30～

瀬田東市民センター周辺、高
齢者・障がい者施設、東幼稚
園、東小学校、学区行事の手
伝い

瀬田東学区内行事参加、支所内清掃、周辺草抜き、高
齢者障がい者施設にてシーツ交換、衣類整理、習字補
助
幼稚園・小学校での昔遊び手伝い、登下校の見守り

70 瀬田北ボランティア友の会 47 月1回　7日　13：00～16：00 南大萱会館

小学校の学童施設周りの草引きと掃除
ホロニーでの清掃とふれあい
中学校や地域の文化祭での協力
自治会活動の協力

71 田上ボランティアグループ 26 月1回　第4火曜日　10：00～14：00
田上市民センター
市民センター周辺

ふれあいサロンを開催し昼食を提供している「唄・折り
紙・体操等」
市民センター周りの除草（年2回程度）

72
唐崎ボランティアグループ　ひまわ
り

16 月３回　木曜日　9：30～12：30
唐崎市民センター
唐崎保育園
風の子保育園

唐崎保育園、風の子保育園に月1回訪問
園児との交流

73

（社）認知症の人と家族の会滋賀
県支部　チーム大津
　　　　（あやめ会・さつき会・バラの
会）

21

あやめ会　第4火曜日　10：00～12：
00
さつき会　第3火曜日　13：30～15：
30
バラの会　第3木曜日　10：00～12：

滋賀市民センター（さつき会）
晴嵐市民センター（あやめ会）
小野市民センター(バラの会)

認知症の本人と家族のためのピアカウンセリングを行っ
ています・日ごろの介護の悩みを語り合ったり、介護保
険制度について学習している、他
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74
大津市介護家族・要介護者を支え
る会

34
第3木曜日　13：30～15：00
第2水曜日　10：00～14：30

ボランティア活動室（市社協内）
平野市民センター

介護用品縫製・介護相談・会報紙の発行ほか
ふれあいサロン支援

75
南滋賀村の歴史を学ぶ会「ヤッサ
シイ会」

15 通年 南滋賀公会所 資料館の運営、見学者に説明

76 滋賀大学「環境学習支援士」会 39
月1回　第2金曜日　不定期
10：00～12：00
13：00～15：00

滋賀大学内
環境に関する出前講座の実施や環境学習の企画・サ
ポート
県内

77 四十九枚田の会 5
整備活動は随時
子ども対象は、第２土曜日

春日山公園（真野谷口町）内の
棚田

棚田の保全活動　春日山公園内の里山の保全活動、
草刈や子どもたちの自然とのふれあい

78 RAINBOW  LIGHT 8 不定期 依頼先
アート、セラピー、生け花などによるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ヒーリン
グコンサートの開催など

79 大津祭　長柄衆 122
不定期
日曜日午後、大津祭宵宮、当日は
終日

大津曳山展示館（中央一丁目）

市主催の「大津まちなか大学」の大津祭学部修了生ら
が会員。祭り当日のガイドや曳山連盟に運営面で協
力。大津祭り宵宮及び本祭巡行支援、大津まちなか大
学支援ほか

80 唐崎にバスを走らせる会 170
週2回　火・金曜日　不定期
10：00～15：00（火・金曜日）
不定期（土日祝日を除く）

唐崎学区内
①　北部は堅田、南は膳所辺りまでの送迎活動（月から
金）
②　唐崎学区内を循環するバスの送迎活動（火・金）

81 にこにこサークル 15
月2回　金曜日
11：00～13：00　または　13：00～
15：00

におの浜ふれあいスポーツセ
ンター　アリーナ

障害者と卓球の練習・交流試合
近隣の学校等に障害者さんと交流してもらい卓球の指
導も行う

82 日和－寺子屋大津 12 月3回　土曜日　10：00～12：30 瀬田公民館
在住外国籍児童・青少年への日本語指導及び教育支
援

83 柳が崎クラブ 14
月2回　第1・3金曜日　 10：00～12：
00

柳が崎湖岸公園（月2回）
守山市の地球市民の森（年4
回）

柳が崎湖岸の清掃、草刈
地球市民の森づくり（植樹、間伐、枝打ち）

84 よし笛サークル　すみれ 6 不定期
生涯学習センター・デイサービ
ス

よし笛練習
デイサービスに訪問しヨシ笛の演奏を聴いてもらったり
歌ったりしてもらう

85 しがの里山や川を美しくする会 110 不定期
①虹ヶ丘自治会館
②和邇公園
③和邇公園横

環境の調査・保全活動
水生生物調査・観察会を実施
大津市に対する生活環境の要請
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86 ハートニットプロジェクト大津 14 月1回　第4土曜日　10：00～12：00 市民活動センター  他
地元大津から被災地支援
仮設住宅被災者の作るニット製品の販売・支援
滋賀県内避難者の会との交流

87 北浜はなの道 10 不定期 和邇北浜の喜撰川
４月から１２月頃　散歩道の除草・草刈作業
５月から１２月　整地、種まき、除草
休日利用の作業

88 よし笛愛好会「レイラクラブ」 9
月3回　第1・2・4水曜日
13：30～15：30
出前講演　随時

堅田市民センター

依頼先施設

高齢者施設・自治会サロン・小学校・児童館等から依頼
があれば訪問し、ヨシ笛演奏をする

89 堅田の子を見守る《かたばみ》の会 29
月1回　第3土曜日　不定期
9：00～15：00

堅田公民館調理室・会議室

・堅田駅前の花の植え替えや水やり作業。
・子どもの見守りパトロール、スクールガード等
・堅田　保・幼・小・中学校の各行事に協力している
・子どもの居場所づくり「かたばみ食堂」
・公民館での託児

90 地域三世代ふれあい農園 36 不定期　年間200日程度
今堅田1丁目の借地
支所（収穫祭）

血縁関係でない3世代（子ども～若い世代～シニア世
代）が、堅田学区内の畑を借りて額社協にバックアップ
してもらいながら無農薬野菜を作る。
収穫した野菜をみなで調理し食べる。
土作り･種・苗植え・水やり・虫取り・草引き・収穫・調理を
全員で勉強しながらマナーや食の大切さを学習する

91 堅田おしゃべりボランティア 23

･ボランティア活動は第2・4月曜日、
第1金曜日、第2土曜日
・銭太鼓の出前は随時
13：30～15：30

・定例会　堅田市民センター
・話し相手は、依頼者の自宅等
・銭太鼓は、依頼施設等

・堅田学区内に居住する1人暮らしの高齢者または80歳
以上で老々介護をされている方の自宅を月1～2回訪問
して、1時間程度おしゃべりをし、心豊かに健康寿命を延
ばしてもらう。
・銭太鼓は、依頼があれば披露

92 シニアあんしん倶楽部 16
月4回　第1～第4金曜日
13：00～16：00

明日都浜大津
大津市市民活動センター

第1金曜　ティーサロン絆　会員以外も参加できる情報
交換のためのサロン
第2金曜　会員ミーティング
第3金曜　勉強会　会員対象の福祉・医療・介護に関す
る学習
第4金曜　「人生の身仕舞い支度講座」老後の不安を解
消するための講座

93 送迎ボランティア「香り組」 13 中学校登校日 伊香立学区周辺
朝晩、伊香立中学校へ通う生徒の車による送迎
高齢者の足となる車の運行（午前・午後　各2回）
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94
ボランティアグループ　介護者のつ
どい

43

　
月2回
つどい　第2金曜　13：30-16：00
まったりカフェ　第4水曜日　13：30-
16：00

「つどい」開催
　堅田市民センター　３階
「まったりカフェ」
　堅田市民センター　１階

家族を介護する介護者へ毎月1回定例おしゃべり会とと
もに隔月に講師やゲストを招いてリラックス体操や音楽
界などを開催している
【参加費】　200円

95 日吉台ささえあいの会 49
活動日は依頼人とサポーターとの
協議で決定

買物以外は日吉台学区内
学区内の方の日常の困りごと（ゴミだし100円等）へサ
ポーターが支援する。（１時間の作業で基本500円）

96 ふれあい農園 14 月4回　毎週日曜日　9：00～12：00 日吉台小学校校庭横の畑　他
野菜の栽培共同作業
小学生とのふれあい活動

97 瀬田学区調理ボランティアの会 9

月2回
①毎月第1水曜日
　　　献立会議　19：30～21：00
②毎月第3土曜日
　　　調理　　10：00～15：00

瀬田市民センター

瀬田学区内の独居老人（７０歳以上）、８０歳以上の夫
婦にお弁当を各種団体や小中学生と協力し、月1回届
けている
年2回（3月・9月）は公民館に来てもらい会食会をする

98 よし笛サークル　ゆりかもめ 16
月2回　第1・3金曜日
午後1時～3時

膳所市民センター
第1・2会議室

定例の練習
依頼に応じて、保育園、幼稚園、病院、福祉施設等へボ
ランティア演奏に出向いている。　月会費2,000円

99 おもちゃランドぷくぷく 7 月1回　第4木曜日　10：00～12：00 膳所市民センター
リズム遊び・本の読み聞かせ・クラフト作りなど子育て支
援
おもちゃ、本の貸し出し

100 琵女と髭爺 5 不定期
大津市内・栗東市内などのデイ
サービス、老人ホーム、自治会
館など

施設を訪ねて、キーボード、ハーモニカ他の伴奏で懐メ
ロや唱歌を演奏し、参加者と一緒に歌います。懐かしい
お笑いの名場面や寸劇なども取り入れ、高齢者の皆さ
んが笑って楽しんでいただけるステージを展開していま
す。

101 瀬田南ボランティア福祉グループ 18 毎月１回活動　 ９：００～１１：００
瀬田南市民センター
ノエルしごとの家

花壇の手入れ・周辺の美化活動
他、１月瀬田川周辺葦狩り、２月近江国府跡清掃美化
活動
【会費】　500円

102 フラダンス　ハイビスカス 18
毎週火曜日 練習　10：00～12：00
出前公園　随時

真野北市民センター
週一回フラダンスの練習。　発表を通じて地域の活性化
に協力する。
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103 遊々クラブ 23 月1回　第4金曜日　10：00～16：00 各地
・地域行事やイベントのボランティアへの協力
・市の違反広告物の除去作業「すっきり士隊」や「ヨシ刈
り」への参加

104
日本防災士会滋賀県支部大津ブ
ロック

107
月1回　土曜日（定例会14：00～17：
00）
不定期

ボランティア活動室(市社協内)

平常時　日頃から地域や職場の防災活動に取り組む
災害時　公的支援が到着するまでの間被害の拡大を軽
減
　　　　　するために活動する
自主防災会・自治会・学校・企業等、地域の団体・組織
に対して、防災の啓発・防災訓練・防災技術のための助
言・指導を実施

105 ハートフルガーデナー　花遊クラブ 46

大津駅前
　　清掃月2回  水やり月8回
なぎさ公園
　　 清掃月2回  水やり月8回
皇子が丘保育園
　　　清掃月1回  水やり月12回他

各現地
花壇の育成，維持管理
花を通しての幼児育成

106 日吉台三丁目西公園愛護会 23
月1回　第１日曜日　9：00～10：00
（7月～9月は8：00～9：00）

日吉台三丁目内゜公園･高橋川
周辺
日吉台公園夜回り

公園･高橋川周辺清掃
日吉台公園夜回り
災害時要援護者の支援協力（必要時）

107 日本よし笛の会　大津支部 23

月2回　毎月第1土曜、第3水曜レッ
スン
13：00～17：00
他随時

膳所公民館
市内一円

琵琶湖で育成するよしを使って作られたよし笛、その美
しい音色のよし笛で月2回レッスンしている。
地域の行事に参加しよし笛の演奏を行っている

108 レイ大公園整備　瀬田クラブ 22
月1回　第1木曜日　瀬田公園
　　9：30～12：00

瀬田公園内　長尾池周囲の掃
除、除草及び植栽、清掃活動

公園内の環境保全活動
除伐・除草及び植栽、清掃と遊歩道整備など

109 瀬田南ボランティア　キャッチＤｏ 37

瀬田南幼稚園　第1・2・3・4月、金曜
日
　　　　　　　　　　　　9：30～11：30
瀬田南小学校　8月第1・3土曜日
　　　　　　　　　　　　9：30～12：00
瀬田中学校　　随時

瀬田南幼稚園
瀬田南小学校
瀬田中学校

施設の維持補修作業　及び行事の協力
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110 四季の会 48
月1回　第1土曜日　8：00～10：00
不定期

日吉台第7公園
高橋川流域歩道公園

１　　月1回以上清掃除草
2　　花壇の花苗植栽、除草管理、水やり等の実施、花
壇用の柵の新設、修理　　他

111 笛吹童子 5
月1回　第1木曜日　13：00～15：00
イベントへの協力は随時

膳所公民館

出前活動（対象　園児から高齢者まで）
１　よし笛の演奏　　２　よしの学習
３　よしを使った工作指導　　４　よし笛の試奏体験
５　その他　（面白演奏　・　世界の民族楽器の演奏）
【会費】3ヶ月ごとに5,000円（講師料や楽譜代）

112 グリーンボランティアグループ 125
月1回　第3水曜日　13：30～15：00
　　　　　　　　　　喫茶オアシス開催 南郷二丁目　自治会館

喫茶オアシス開催　　本の朗読、川柳、ゲーム他
ふれあいサロン、自治会と協賛で開催　　ガーデェニン
グ教室他
声かけ・見守り　月２回希望者訪問　℡
お手伝い活動　ゴミだし、買物、庭剪定、パソコン指導

113
比叡山坂本観光ボランティアガイド
の会・石積み

46 依頼による（随時）　10:00～16:00 坂本観光協会
・団体・ツアー客・一般旅行者に対する観光ボランティア
ガイド
・レベルアップ（会員）のための研修

114 ほっこりひろばの会 80

①毎週金曜日16：00～21：00、第1
火曜日　18：30～20：30
②第1土曜日　15：00～19：00、第3
水曜日　17：00～19：00
③毎週水・木曜日　10：00～14：00

①石山地区事務所
②主に栄三自治会館
③フォレオ大津一里山

①しがチャイルドライン　18歳未満を対象にした相談電
話
②晴嵐みんなの食堂　主に小学生とその親を対象にし
た居場所づくり
③ほっこりひろば　主に未収園児までの子どもとその親
を対象としたひろば活動

115 金曜サロン 25 週2回　火・金曜日　9：00～17：00
青山一丁目バス停前自治会館
調整池周辺・遊歩道周辺

・グランドゴルフ　毎週火曜日　9：00～10：30
・健康マージャン　第1・2・4火・金曜日　午後
・カラオケ　第3金曜日
・談笑会　毎週金曜日

116 日吉台民謡同好会 4 随時
福祉施設で依頼があれは市内
どこでも

民謡・童謡・演歌・（三味線・尺八の伴奏にて）
南京玉すだれ・銭太鼓・花笠踊り・河内おとこ節の公演
ホームの職員さんたちと一緒に踊ります

117 日吉大社自然観察倶楽部 16 随時 日吉大社境内
4月　植物観察会　5月　お茶作り　8月もんきっき自然塾
・日吉桜の保全　　　・自然体験活動
・自然観察会等を開催
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118 アロマエンジェル 9 月1～2回　10：00～15：00 自宅

2ヵ月に1回定例会
ピアーズ　　月1回　アロマトリートメント講習（練習）
地域の人対象にお話会サロン（トリートメント）
重症身障障害者施設訪問

119 湖西いきいきネットワーク 7 毎月曜日　1３：００～１６：３０ 朝日一自治会館
認知症予防を含む老化抑制のための筋トレ・脳トレ、唾
液腺マッサージ等を行う中高年向けの教室の開催

120 たんぽぽの会 30

毎月1日　通学路　7：30～8：10
第1・3土曜日　8：30～9：30
　　　　花壇の整備及び公園の清掃
その他随時

瀬田学区内
児童通学時の声掛け運動・独居老人宅への声掛けなど
の「ひと声ふれあい運動」の実施。公園の清掃活動や献
血の呼びかけ運動をしている。

121 チーム・レイクバンブー 5 毎月第4木曜日　他 ボランティア活動室(市社協内)
大津市社会福祉協議会の支援（軽微な事務作業や講
座受付の手伝い）や市社協行事へのボランティア参加
など

122 森の風音 33
月2回　日曜日　9：00～11：00
毎週　水曜日 9:00～11:00

びわこ文化公園西ゾーン 公園内の里山整備

123 かたつむりの会 3 依頼のあったとき 大津市民病院、緩和ケア病棟
大津市民病院、緩和ケア病棟の入院患者の買い物、洗
濯などを支援する

124 湖青クラブ 18
月2回　土曜日
8：30～10：00　　14：00～16：00

自治会館・湖青南公園

・月１回定例会を開催しサロン活動（介護体操、認知症
予防体操）をする
・月１回湖青南公園の清掃
・JR小野駅待合室のベンチに座布団を設置する（冬期
間）
他

125 福島ピーチママ 7
例会・・・第4金曜日　10：00～15：00
イベント参加の場合は随時

大津市坂本家庭料理店「つくっ
た」さんの和室
ボランティア活動室（市社協内）

手ぬぐいの型染め作品をイベント等で販売し、収益を福
島県の幼稚園等へ寄贈することで支援する。

126 ひびき笑いヨガクラブ 5
①第２･４月曜日10：30-12：00
②依頼施設の指定

①店舗（瀬田）　ひびき笑いヨガ
クラブ
②桐生園、カーサ月輪、ケア
ポート

①笑いヨガの教室　参加費３００円／回
②高齢者施設を訪問して、笑いヨガを提供し、皆さんに
笑っていただく。

127 あすなろサポート会 8 毎月第２・４木曜　１０時～１２時 大津・草津市内全域
地域の高齢者を対象とした通院・買い物等の送迎支援
活動
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128 びわこテクテククラブ 46 月２～３回の例会。１０時から１５時 滋賀県内・近畿県内
・中高年の体力づくりのためにウォーキングを行う
・山の清掃活動
・近江の歴史・文化を学び継承していく

129 朝日一丁目ご近所見守りたい 10
月１回程度、自治会館にてカフェ開
催。年数回、勉強会を開催

朝日一丁目自治会館
独居高齢者宅への訪問・見守り
カフェ・勉強会の開催
見守りたい通信の発行・配布

130 大津・将棋を孫に伝える会 18
毎週　日　14:.00～17:00
        月　13:00～15:00
        木　15:00～17:00

市民活動センター  他
親子将棋教室の開催が主な活動。デイサービスへの定
期訪問、世代間交流の場を作っている。

131 花好き会 13 第４土曜日　１０：００～１１：３０ おごと温泉駅前
おごと温泉駅前東側、西側花壇づくり。苗植え、水遣り、草抜
き、手入れ、土入れ駅前周辺清掃

132 ふれあい広場 15 第４土曜日　７：３０～８：１５
出口公園内と周辺

ことみ公園
清掃活動と出口公園北側街路樹下の除草と手入れ

133 南小松百歳体操会 31 毎週木曜日　１３：３０～１４：３０ 南小松自治会館 介護予防の為の百歳体操（筋力アップ）

134
龍谷の森 里山保全の会 里山保全
グループ

20 月2回　土曜日　９：３０～１３：００
龍谷大学瀬田キャンパス龍谷

の森
伐採による里山保全と雑木林からの脱却と樹木環境の
保護

135 朗読の会　燠 13 第２・第４水曜日　１３：００～１７：００ 大津市立和邇図書館
視覚障がい者のための音訳、一般開放での朗読会、朗
読研修

136 地域連携栄養ケアチーム「絆」 10 月１回　９：００～１５：００ 瀬田北公民館
高齢者の介護予防を中心とした料理教室や栄養、食に
関する知識の伝達。また子どもの栄養や食に関する活
動を考えている。

137 枝町寿会 36 週１回　８：００～１１：００ 田上公園 月１回、全員で除草清掃　毎週担当者がゴミ拾い、清掃

138 B.S.Yプロジェクト実行委員会 9 不定期 コラボしが21 イベントを通して、地域の活性化に繋げる

139 おもちゃ病院 びわこ 20 第1.2.3.4土曜日　11：00～15：00

第1　エイスクエア
第2　西武おもちゃ病院
第3フォレオ一里山
第4　おもちゃ病院おうみはちまん

壊れたり、古くなったりして動かなくなったり…音の出な
い病気になったおもちゃを診察し、元通り元気に遊ぶこ
とが出来るように治療する。
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140 スマイルクラブ 6 第2・第４日曜日　9：30-11：30 びわこ大津館周辺の湖岸
琵琶湖岸をきれいにするため、ゴミ拾いなどの清掃活動
をおこなう。

141 ふたば会 6 随時 上田上市民センター
雑巾を手作りし施設へ寄付
学区内の地域福祉活動

142 唱歌グループ　”希望” 26 火曜日　10:00～12:00 小野市民センター第二会議室
唱歌、童謡を歌うことにより、健康維持、親睦、介護予
防に努める。

143 Faithful Friend Society 11 不定期 被災地 被災地への物資・運搬および清掃活動等。

144 たけのこ会 13
週3～4回

13：00～14：30
南小松コミュニティ広場

高齢者・子ども・障害者が共にグランドゴルフを通じて相
互間の親睦をはかり、地域ぐるみの交流の場として活
動を行う。

145 イロハ会 4
月1回　不定期
13：00～16：00

逢坂公民館
カード・ロープ・ハンカチ・リング等を使った簡単なマジッ
ク
老人会・施設等での活動


