
2017/5/9現在

米原市社会福祉協議会

No. グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

随時 坂田青成苑特別養護老人ホーム

10：00～12：00

毎週火曜13：30～16：00 あったかほーむかせの

毎週木曜　　〃 柏原福祉交流センター

月曜～土曜 ゆめホール

9：00～12：00 西部デイきらめき

年4回（６、９、１２、３月） 愛らんどから各地域へ

月曜～土曜

9：00～16：00

月１回程度

絵手紙毎月第３金曜 愛らんど、ジョイいぶき、自宅

おたより年３回（梅雨、秋、冬）

月曜～金曜 市内

10:00～16:00

第１・3水曜、毎週木曜（読み聞かせ）

随時（製作活動）

偶数月第2水曜 ゆめホール

10：00～11：30

毎週、月１回おはなし会 ジョイ伊吹図書室

第１日曜日にお話し会 山東図書館

各区にて決定 児童の登下校通学路

17

6

8

8

7

2

19

35

11

18

12 ママのポッケ 紙芝居や絵本の読み聞かせなど

13
おうみ地域
防犯安全パトロール

親子ふれあい教室や図書館、福祉会などでの紙芝居・
読み聞かせをはじめとした遊びの提供。紙芝居等の自
作。米原市おはなし隊の活動(月４回）

子どもの交通安全と防犯、地域の防犯、地域の健全育
成

500

10
おもちゃであそぼ
「ポッポ」

おもちゃ図書館での親子のお世話、地域での子育て支
援など

11
お話ボランティア
「夢のつばさ」

紙芝居、ペープサート、エプロンシアターなど工夫して子
どもたちがお話を楽しく聞き、絵本に親しめるように活
動。

7
おたよりボランティア
「うぐいす」

伊吹地域のひとり暮らし高齢者を対象にした季節のお便
り作成。配達時、郵便局員さんの声かけを依頼する。毎
月第３金曜、ジョイ伊吹で絵手紙教室の開催。

9
お話ボランティア
ぽけっと

小・中学校・保・幼稚園、図書館、
やすらぎハウス

5
デイサービスボランティア
ひだまり会

愛らんど、きたで～、伊吹包括ケ
アセンター

デイサービスに関わる話し相手、出迎え・見送り時の手
伝い等。ハーモニカ、歌、踊りなど自分の得意なことを楽
しんでもらうことも。

6 ひまわりグループ 村木地域
サロンでの食事づくり・一人暮らし高齢者見守り活動（手
作り弁当を持っての訪問活動）

9

3
デイサービス
スマイル

デイサービスのお手伝い、配膳、利用者さんとのお話し
相手など

4 愛の手ボランティア
ボランティアの手作りのプレゼントを持って、ひとり暮らし
高齢者宅への訪問活動を行う。訪問を通じたふれあい
やお話を聞かせてもらうことを目的に活動。

1 シーツ交換
シーツ交換、利用者との交流。その他、部屋掃除の手伝
いなど。

8
傾聴ボランティア
「よろこび愛」

市内の高齢者施設や個人のお宅で傾聴（お話を聴く）活
動。

20

2 ボランティア「こころ」 デイ利用者との交流、掃除など
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No. グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

月２，３回お話会 小学校など

第2・第4木曜 やすらぎハウス

毎月第2月曜 やすらぎハウス

随時 愛らんど

毎週第2・4土曜 日光寺地域

毎週木曜 おうみ公民館

19：30～21：00

毎月第2・4月曜 愛らんど

9：30～12：00

毎月10日 やすらぎハウス

10：00～15：00

毎月第1月曜 やすらぎハウス

9：00～15：30

毎月第1・3月曜 ゆめホール

9：30～15：30

随時 愛らんど

毎月1～2回 山東公民館

13：00～16：00 山東デイサービス

月1回（随時） やすらぎハウス

24

25 対面朗読「やまびこ」
本の読み聞かせ、寸劇など。サロン・デイサービスでの
活動。広報等の音訳

26
音訳ボランティア
ひまわりグループ

市広報や社協広報などの音訳。

9

3

23
布絵本ボランティア
ほほえみ

布おもちゃ・布絵本の作成、サロンへの貸し出しなど。12

24 布おもちゃボランティア
子ども（１～３歳）向けの布のおもちゃを作っています。布
の小物などプレゼント用も制作。

5

21 ほのぼのクラブ
手作りの手芸品の作成、保育所や幼稚園などとの交流
（訪問）。

13

6

22
洋裁ボランティア
のぎくグループ

依頼に応じ、布を使って車イスカバーなどの作成。11

19

20

手話サークルゆいの会 手話の練習20

おもちゃの茶・茶・茶
地域の保・幼稚園から依頼される布の玩具作成、福祉
施設・布おもちゃの製作

17 環境ボランティア
愛らんど周辺の除草作業を中心に皐（さつき）の雪囲い
の設置等、施設の環境美化を目的に活動。

18 竹林いやしの里づくり 竹林の古竹の整理、間伐など

11

15 ほほえみグループ やすらぎハウス館内の清掃活動。

16 みどりの会 やすらぎハウス周辺の葉刈り、植木の手入れなど。

4

16

14 夢たんぽぽ
未就園児、小学校などでの読み聞かせ。依頼に応じて
パネルシアターなどの活動。

2
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No. グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

毎月1回程度 ゆめホール

第１月曜、第３木曜 ジョイいぶき

お話ボランティア 第１金曜、第３月曜 ルッチプラザなど

「夢のつばさ」音訳部門

第1月曜・第3木曜 山東公民館

13：30～15：00

月2回 朝日公民館

坂田青成苑他

休日（依頼に応じて） 依頼先

随時 依頼先

第2金曜13：30～ 依頼先

最終日曜10：00～

随時 依頼先

随時 依頼先

土日 依頼先

随時（午後） 依頼先

随時 依頼先

8

8

13

11

39 米原ハーモニカクラブ ハーモニカ演奏を通じた活動。

10

5

37 きらめき和太鼓 太鼓の演奏（小中学生）

8

10

38 プアラニスタジオ フラダンスを通じた活動。

35
千寿舞の会（湖洲会、三島
会）

踊り（日舞）

5

26

36 レイカ28銭太鼓 踊り、歌、レクリエーションダンス、銭太鼓など

33 すずめの学校てんとうむし 歌謡舞、劇、講談、歌など9

34 K＆I近江よし笛クラブ よし笛の演奏

31 大正琴愛好会 琴を通じた活動

32 プーさん バルーンアート、手品など2

29
読み方や録音機器の操作の練習、社協「てとて」の録音
など

30 みしま４４２０
よし笛・ギターのコラボ、サロン・地域の行事などへの参
加。県内交流会（年1回）など。

27
朗読ボランティア
カナリア

市の広報の音訳、絵本等の読み聞かせなど。

28
音訳ボランティア
えん

読み方や録音機器の操作の練習、社協「てとて」の録音
など

13
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No. グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

毎月第1土曜、第4日曜 米原公民館

毎月第3土曜 ゆめホール

13：30～16：00

毎週土曜 米原公民館

10：00～12：00 依頼先施設

随時 依頼先（主に福祉施設）

随時 依頼先

随時 福祉施設、集会所等

随時 福祉施設、集会所等

随時 依頼先

随時 依頼先

毎週金曜 やすらぎハウス

9：00～16：30

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

51 funkky55（ﾌｧﾝｷｰｺﾞｰｺﾞｰ）
動物とふれあうことによる情緒的な安定レクリエーショ
ン、ＱＯＬの向上等を主な目的としたふれあい活動

52 絵手紙 初心者でもできる絵手紙体験

5

1

49 囲碁グループ デイサービス利用者や子ども達との囲碁を通じた交流。

50 さつきコーラス 懐かしい歌などのコーラス

16

5

47 うぐいす会 時間に応じて、歌や寸劇、講談の披露を行う。

48 詩吟クラブ
声の出し方呼吸することで健康でいられる内容（主に朗
詠）

11

6

45
踊りボランティア
そ乃香会

サロンや福祉施設を対象に、日本舞踊の披露を行う。

5

10

46 伊吹民謡ボランティア サロンや福祉施設を対象に、民謡の披露を行う。9

43 ハッピー＆スター 昔の歌などの披露

17

6

44 たけとり座 腹話術など

41
芸能ボランティア
えくぼ

レクリエーションダンス、銭太鼓、舞踊など

20

18

42
米原コーラス
ミューズ

コーラスの練習、披露

40 寿扇流 踊り
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No. グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

随時 依頼先

月２～３回 依頼先

随時 長岡地域、坂田青成苑

随時
23

1

5

40

11

20

65 まいばら歴史学び隊 米原の歴史を知り、サロン・学童などへ出向く

64 たんぽぽ 長岡区の地域での支援活動（祭りでの屋台運営など）14

59 大道芸てるちゃん会
材料費など不要、控室・音響があれば用意してほしい。
できれば2ヶ月前に依頼する。

60 川田豆腐店
炭焼きでんがくの販売と（２０個から）カラオケ講演など
の出前

62

1

57 詩吟クラブ 詩吟、昔の歌の披露

58 こほく玉ちゃん会
皿回し、南京玉すだれ、鰌すくい、マジック、民謡、銭太
鼓

55 エレキの秀やん エレキギターの演奏

56 湖北笑いヨガクラブ 笑いヨガ

53 ヨガ
ヨガ（一般、福祉施設、サロン、親子、学童）など対応メ
ニューを用意。

54 近江笑人 よさこい踊り、清掃活動など

1

10

61 ベルフラワー 15 ハンドベルの演奏

女性36（サブロク）会 6 紙芝居（湖北昔話や、子ども・サロン向けの紙芝居）

63 たなばた女男座（イチザ） 18 フラダンス、歌謡の舞、健康体操、童謡、朗読
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