
ボランティアグループ名簿（近江八幡市）

グループ名 会員 活動日 活動場所 活動内容

1 手づくりおもちゃの会 11 毎月第2・4木曜9：30～15：00 総合福祉センターひまわり館
安全で楽しく遊べ、又リハビリとしても使用で
きる、布を使ったおもちゃの製作

2 はばたき 24 定例会：毎月第2月曜13：30～他
市社協安土支所、安土子育て支援
センター、安土コミュニティセンター

手作りおもちゃ、子育て支援

3 安土おはなし童話クラブ 10 定例会：毎月第2土曜14：00～
近江八幡市内の保育園・幼稚
園、安土子育て施設センター

絵本の読み聞かせ

4 ワールドアミーゴクラブ 20 毎週土曜日10:00～12:00 近江八幡市内
外国にルーツを持つ子どもの学習・日本語
学習等多様な支援活動

5 近江八幡おもちゃの図書館「宙
そ ら

」 12
毎月第1火曜13：30～16：00
（1・4・8月は9：00～16：00）

総合福祉センターひまわり館
障がいのある子もない子も一緒に、豊かな
遊びを体験する場を提供する

6
近江八幡子育てボランティアグ
ループわいきゃきゃ

23 第3木曜10:00～12:00 総合福祉センターひまわり館
子育てボランティア交流会とスキルアップ講
座の開催、赤ちゃん食堂の開催

7 おもちゃ図書館すくすくちゃん 5
本の貸し出し月～金8:30～
17:00
遊びのひろば毎月第3火曜13:30

NPO法人子育てサポートおうみは
ちまんすくすく内

地域の子ども、子育て世代や高齢者等の世
代間交流

8 子育てサポート　ひよっこクラブ
毎週火・水・金曜および随時9：30～
14：30

安土町あいあいの家
就学前の親子が利用できる「あいあいの家」
での手伝いや子育てのサポート

9 冒険遊び場近江八幡を創る会 45 第１日曜日 八幡公園(八幡山)
冒険遊び場活動、年数回講師を招いてのイ
ベント開催

10 お散歩パトロールの会 20 平日15時～17時　月1回例会 安土学区内
放課後の時間帯にお散歩をかねて見守りパ
トロールと声かけ

1 緑生クラブ 27 月1回日曜10:00～13:00 緑町自治会館・老人憩の家 高齢者支援

2 おしゃべり会 9 毎月第４木曜13:30～ 老人ホーム安土荘 利用者のお話相手

3 きづきの会 12 毎月1回13:00～
安土コミュニティセンター、老人
ホーム「きぬがさ」

傾聴ボランティア

4 キャラバン・メイト 近江八幡市内 認知症についての啓発活動

子育て・教育

高齢者
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ボランティアグループ名簿（近江八幡市）

グループ名 会員 活動日 活動場所 活動内容

5 ボランティアわかば会　 8 毎月第3木曜9：30～12：００ 若葉町自治会館
ふれあいサロンボランティア、身体を動かし
ゲームで楽しく

6 馬淵学区ボランティアふれあい会 馬淵コミュニティセンター 友愛訪問（独居・寝たきりの方）

7 お楽しみ会　ピチピチサロン 15
毎週火（午前）木(午後)、年５回お楽
しみ会

南津田町公民館 サロン活動

8 うさぎのみみ 25
定例会偶数月第２水曜9:00～
12:00
訪問活動随時

近江八幡市内 傾聴ボランティア

1 ふくし伝え隊 5 随時 近江八幡市内の学校　他 学校へ出向き福祉教育を行う

2 手話サークル絆 27
毎週火曜19：30～、毎週土曜 9：
00～

安土町内
手話の学習、聴覚障がい者の支援、他の市
町村・サークルとの交流

3 東近江あんしんネットワーク 随時 障がい者の利用する作業所 訪問相談

4
特定非営利活動法人
しが盲ろう者友の会

130
生活訓練：毎週月水金10：00～
15：00、外出支援：随時

しが盲ろう者友の会事務所、その
他派遣先（県内）

盲ろう者の外出支援、生活訓練の実施

5 要約筆記サークル「すいごう」 12 毎月第３土曜 総合福祉センターひまわり館 要約筆記活動

1 健康推進一五会 12
定例会：毎月第2月曜、グランドゴル
フ：第1・3月曜、植栽は随時

白鳥川 四季の花の植栽ボランティア

2 琵琶湖畔の景観を良くする会 30 毎月第1月曜午前 長命寺～休暇村、湖岸や道路 湖岸の環境整備作業

3 白鳥川の景観を良くする会 56 毎月第3水曜9：00～12：00
白鳥川、JR近江八幡駅～琵琶
湖畔

白鳥川の除草ゴミ回収、植樹、街づくり活性
化事業開催

4 市民生ごみリサイクルプロジェクト 毎月第２月曜
近江八幡市内の学校・幼稚園、
市民農園　他

生ごみ堆肥化説明、実施指導

5 おやじ友の会 19 定例会：月1回
白鳥川左岸（よし笛ロード）、八幡コ
ミュニティセンター

よし笛ロードの除草と花の植栽　他

障がい者支援

環境活動
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ボランティアグループ名簿（近江八幡市）

グループ名 会員 活動日 活動場所 活動内容

6 近江八幡　いとはんの会 19
料理教室：第3月曜
除草・植栽管理：第4木曜

白鳥川、総合福祉センターひま
わり館

白鳥川堤防の除草・植栽管理、食事作り支
援

7 やまびこ座 14 毎月第3金曜、月1回施設訪問
近江八幡市、彦根市、高島市、
長浜市内

環境美化活動、施設訪問

8 生き生きクラブ 32
八幡山：毎月最終週火曜、野間邸：第2
火曜、おやじ喫茶 年12回 八幡山、野間邸材久 環境美化活動、おやじ喫茶

9 サルビア会 15 定例会：第2金曜 近江八幡市内 環境美化活動

10 市民自然観察会 10 年間30回程度
西の湖園地とよし笛ロード沿い
他

散在ゴミの収集、ヨシ刈り、草刈り、湿地植
物の保護育成、観察会

11 よし笛会 20 第1・第３土曜9:00～
近江八幡市立総合医療センター
周辺の1.2キロのびわ湖よし笛
ロード

水仙・菜の花・ひまわり・コスモスなど四
季を彩る花を咲かせる活動

12 琵琶湖お魚探検隊 20 毎月第3土曜9:00～12:00
近江八幡市内の西の湖や琵琶
湖、白鳥川、黒橋川

川や湖での魚とり体験、地曳網体験、川
の生き物調査、自然環境学習

1 健康推進友の会 21 月1回
総合福祉センターひまわり館・近
江八幡市各地

退職男性の料理教室

2 宅配弁当サービス　「ひかり」 11
毎月第2・4水曜14：00～18:00
毎月第2・4木曜8：30～14:30

近江八幡市内 高齢者・障がい者への弁当作成・配達

3 近江八幡市観光ボランティアガイド協会 49
ガイド活動の他、研修会・役員会議・
全体会議　他

近江八幡市内 観光ボランティアガイド活動

4 安八いちまる会 41
ツツジ整備：第3金曜9：00～、卓球
教室・クリーンウォーキング：各月1回
他

八幡公園、サン・ビレッジ近江八
幡

八幡公園ツツジ整備、ウォーキング、料理
教室、ゴルフ、卓球教室　等

5 金田学区ボランティア　ちまちだ会 23 依頼の都度活動 金田コミュニティセンター
文化祭、一人暮らしの老人との交流会、研
修会、学区社協との協力

6 桐原ボランティア　あさぎり会 38
定例会：毎月第3土曜、9・3月は毎
週水曜

桐原コミュニティセンター　他
野洲養護学校施設ボランティア、福祉のつ
どい、給食作り　等

7 日本リーダー養成協会 97 毎月2～3回・土日が中心 滋賀県内 野外活動等の青少年健全育成活動

8 ＡＫＯ２４８ 14 定例会：毎月最終水曜10：00～ 近江八幡市内
ハイキング（史跡散策他）、体験教室、工場
見学　等

地域活動
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ボランティアグループ名簿（近江八幡市）

グループ名 会員 活動日 活動場所 活動内容

9 ひまわり工房 11 毎週火曜・土曜10：00～12：00
総合福祉センターひまわり館、ひ
まわり工房室内

手すり・スロープなどの生活補助器の制作と
修理

10 工房よしぶえ 5 随時 随所
高齢者用具の作成及び補修作業、施設の
補修作業

11
特定非営利活動法人
滋賀県生涯学習インストラクターの会

26 毎月第4土曜 滋賀県内 生涯学習の指導　等

12 公益財団法人　近江八幡市国際協会 100 日本語教室毎週、その他は随時 近江八幡市内 国際交流、多文化共生

13 切手ボランティア　ナイス・レターズ 4 定例会：隔月1回、活動随時 市社協安土支所 古切手などの回収・整理・発送

14 おやじサークル 34
清掃活動月1回、くつろぎ会：毎週水
曜、グランドゴルフ大会年6～8回

若葉町内
町内清掃・アルミ缶回収、グランドゴルフで
健康増進、オセロ・将棋・卓球（くつろぎ会）

15 特定非営利活動法人　しがＮＰＯセンター 25 不定期 しがＮＰＯセンター事務所 ＮＰＯ、市民活動団体への支援

16 近江里山を歩こう会 50 毎月第1金曜 滋賀県内の里山 近江の里山歩き

1 ヴォーリズ医療・保健・福祉の里ボランティア 60 診療時間内 ヴォーリス記念病院・老健内 病院・老健ボランティア

2 みどりの病院ボランティアグループ 18 毎月第2土曜13：30～16：００ 近江八幡市総合医療センター 屋上庭園ガーデニングボランティア

3 近江八幡市立総合医療センター 16 一人毎週1～2回（平日午前） 近江八幡市総合医療センター 患者への受付機・自動精算機等の説明　他

1 あずみグループ 9
毎月1回14：30～、毎月1回10:00
～

デイサービスセンター、老人ホー
ム「きぬがさ」、各地のサロン

老人ホームやデイサービスでのコーヒー
喫茶

2 レクボラじゃんけん・ポン 11 定例会：毎月第1月曜13：30～
デイサービスセンターあづち、老
人ホーム安土荘、各地のサロン

ふれあいサロン、イベントなどで体操、手
遊び、歌やモノづくりなどのレクレーション

3 よしきりの会 3 随時
近江八幡市内外の老人・子ども
関連施設

大道芸（南京玉すだれ）　他

病院ボランティア

演芸・出前レクリエーション
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ボランティアグループ名簿（近江八幡市）

グループ名 会員 活動日 活動場所 活動内容

4 あざみの会 25 随時
近江八幡市内の老人ホーム施
設

寅芸・踊り・唄・手品・フラダンス・童謡・腹話
術・三味線・寸劇　他

5 おたのしみ市場 7 総合福祉センターひまわり館 パネルシアター等の上映

6 紙芝居 1 デイサービスセンターあづち 紙芝居の読み聞かせ

7 志扇会
近江八幡市内の老人ホーム施
設

踊り

8 麦わら帽子 5 月1～3回 近江八幡市内 昔なつかしい童謡・唱歌の演奏活動

9 十六芸能団 10
デイサービスセンターあづち、サロ
ン

出前音楽活動

10 ハーモニー 13 毎月第1木曜　他
デイサービスセンターあづち、安
土コミュニティセンター

施設訪問し、利用者と一緒に歌や手遊
び

11 エコーうたごえ 5 随時（月5～7回） 各地の公民館・集会所等
唱歌・演歌を歌ってもらい、健康推進に寄与
する

12 二胡っ娘 11 随時（年間25回程度）
近江八幡市内の介護施設、公民
館、病院、サロン、作業所　他

二胡の演奏

13 あんず 2 随時
近江八幡市内のデイサービスセン
ター

バイオリン・大正琴の演奏・歌

14 北里同好会 10 毎月1回
近江八幡市内のデイサービスセン
ター

大正琴の演奏

15 大正琴　紫音の会 7 毎週1回定例会 近江八幡市内の福祉施設
地域の敬老会や介護施設で大正琴の
演奏と合唱等を行っている。

16 よし笛サークル シュリンクス 8 毎月第4月曜 近江八幡市文化会館 よし笛の演奏

17 日本よし笛の会　よしの風 8 毎月第２土曜日 デイサービスセンターあづち よし笛の演奏

18 近江八幡フルートアンサンブル 9 随時 近江八幡市文化会館 フルートの演奏

19 コカリナ鳰の会 12 毎月第1・3金曜13:30～15:30 近江八幡市内 コカリナの合奏
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ボランティアグループ名簿（近江八幡市）

グループ名 会員 活動日 活動場所 活動内容

20 コカリナ　ポポ 8 安土コミュニティセンター　他 コカリナの演奏

21 コカリナ　そよ風 7 安土コミュニティセンター コカリナの演奏

22 健康小話皆で歌を 1 毎月第２・３・４水曜 ヴォーリズ老健センター
健康小話と懐かしい歌を歌っていただき
楽しんでいただいています

23 動物風船 1 随時 随所
動物や花を風船で作りながら、親子の
交流を図っています

24 安土元気はつらつ会 5 随時 安土コミュニティセンター
リハビリのための運動、レクレーションを
行います

25 座・FUN 3 随時 随所
介護施設や地域サロンなどで狂言を題
材に芝居をしています

26 大正琴　琴峰会 随時 随所 大正琴の演奏

27 水曜サロン 10 第２・第４水曜13:30～16:00 総合福祉センターひまわり館 個人作品制作、紙芝居の制作・発表

28 ミュージックセラピー　オンタイム 16 随時
近江八幡市内自治会や福祉施
設、守山、草津等

歌声サロンやバンド演奏

29 琵琶湖蕎麦打ち愛好会 8 毎月第２日曜午前 近江八幡市内他各種イベント
手打ちそばの風味を広めるために蕎麦
打ちの実演実食。

30 おもちゃ病院おうみはちまん 7 毎月第４土曜日9:00～13:00 総合福祉センターひまわり館 おもちゃの修理
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