
ボランティアグループ名簿２０１８
守山市社会福祉協議会

№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

1 あきわ 20 月3回
河西会館・かたたや・衣
笠会館

日本古来の楽器の演奏や伝統芸能の民謡を勉強し技能向上に努め、それを市民の皆様からの要請に応じて出向いて披露します。

2 アンドルチェ＆シャープ 13 第1･3火
ﾈｵ･ﾍﾞﾗｳﾞｨｰﾀ守山自治
会館

高齢者の施設や自治会主催の高齢者サロンなどで約１時間オカリナで童謡や昔の歌を演奏して一緒に歌ってもらい楽しんでいただいています。

3 石田七吟会(ｲｼﾀﾞﾋﾁｷﾞﾝｶｲ) 8 第1日･3火 石田自治会館 詩吟は、大きな声を出すので、健康に役立ちます。また、詩吟で、日本の良き文化を伝えます。

4 湖の風(ｳﾐﾉｶｾﾞ) 5 月1回水 老人憩いの家 ハーモニカとマジックで、デイサービスや各種イベントにボランティアで出演しています。

5 さくら会 守山支部 12 随時 自治会館、介護施設 毎月８回ほど介護施設や自治会サロン等で、マジックや懐メロ、大道芸を披露し、憩いの一時を楽しんで頂けるよう活動しています。

6 滋賀西藤会(ﾆｼﾌｼﾞｶｲ) 32 第2火ＰＭ 今宿自治会館 全国各地の民謡を習得し、三味線や尺八、太鼓に合わせて唄い、福祉施設や地域のイベントに出演しています。

7 市民劇団 笑門座(ｼｮｳﾓｻﾞ) 7 不定期 今市自治会館 移り変わりの激しい世情に気力を奮わせ、元気に日常を暮らしていこうといったメッセージを楽しく寸劇で表現する。

8 翔波会(ｼｮｳﾊｶｲ) 9 月4回(水か木) 北公民館、速野会館 ボランティア活動発表と守山市文化協会による秋の文化祭に出演する他、地域の老人会での日舞発表、福祉施設への慰問など。

9 大正琴いきいき 6 第1･3木 立田いきいきクラブ 童謡やなつかしい歌を大正琴で聞いていただいて、ひとときを楽しんでいただきたいと思っています。

10 大正琴なごみ会 8 第2月PM すこやかセンター 地域に貢献するボランティアです。大正琴の美しい音色と共に、一緒に歌っていただき、心癒していただければと思います。

11 正山会(ｾｲｻﾞﾝｶｲ) 12 毎週水18時～ 市民交流センター 毎週水曜日に定期練習を実施し、また月に５回程の施設訪問、他に地域イベント等に参加します。

12 ドリーム 11 毎週水PM 会員宅 唄や踊り、三味線、手品、会員の趣味を生かしてアトラクションのお手伝いしています。特に「足ダンス」が好評です。

13
ハンドベルグループ「べにほっ
ぺ」

10 第2･4木 立田いきいきクラブ 福祉施設・敬老会・町内サロンの利用者の方たちと音楽での癒しの時間。ハンドベルを通じて｢幸福の輪」を広げ、明日への活力として欲しい！

14 ハンドベル 野いちご 9 第1･3木 立田いきいきクラブ ハンドベル・トーンチャイムのやさしい音色を紬ぎ奏でる私たちと一緒に心休まるひとときを楽しんでいただきたいと思います。

15 守山音楽連盟 280 随時 市民交流センター他 音楽の愛好家からプロフェッショナルな方までの会員を有し、適材適所を考慮しつつ、実り豊かな活動をしています。

16 守山市文化協会 1200 随時 エルセンター、市民ﾎｰﾙ 25部門が29年度芸術祭を企画立案、経費を負担し、多くの市民に無料にて観劇鑑賞を提供。市行事のルシオールや成人式に協力。

17
守山市ボランティア観光ガイド
協会

32 隔月 さんさん守山 中山道をはじめ守山のあちこちの名所や旧跡など、先人たちが残してくれた素晴らしい遺産を大切にして案内をしています。

18
守山民謡(踊)愛好会(ﾐﾝﾖｳﾌﾞｱ
ｲｺｳｶｲ)

178 随時 随所 毎年チャリティーショーを開催し利益を寄付。また、各グループの発表会や自治会行事等参加など、楽しく活動しています。

19 よもやま劇場 6 毎水 代表者宅 物語性を備えたミュージカル版イリュージョンマジック、ＮＨＫの歌謡ショーを彷彿させるステージで、皆さんを魅了します。敬老会などに出張公演します。

20 おりがみグループ 17 第1･3水AM すこやかセンター 折り紙を通して老若男女に、心豊かにかかわり、折り紙の普及と発展をはかります。

21 回想法ボランティアいきいき 33 第2・4火PM あまが池プラザ 自治会サロンやあまが池プラザ（第2･4火13:30～）で、懐かしい昔話を楽しく話すことで、認知症や介護の予防につなげます。

22 拡大図書グループ 15 木AM すこやかセンター 文字を大きく写本することにより、視覚障害などで小さい文字が読みづらい方に読書の楽しみを持てるよう、拡大図書を提供しています。

23 手話サークル えがお 24 月PM すこやかセンター 聴こえない人も聴こえる人も一緒に楽しく手話を学び、また地域や学校等へ聴覚障害についての啓発活動をしています。

24 手話サークル さぼてん 12 第2・4金（夜） すこやかセンター 手話の学習や手話歌などをしています。また、地域行事に積極的に参加し、手話や聴覚障がい者の生活について啓発しています。



№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

25 そば宇宙(ｿﾗ) 19 第3土AM すこやかセンター 健康に良いそば粉から手打ちのそばを打ち、共に食べる喜び。自己研修や体験への出前やイベントへの参加。美味しいそばを一緒に！

26 太極拳心陽クラブ(ｼﾝﾖｳｸﾗﾌﾞ) 32 毎土 さんさん守山他 太極拳を通じて健康維持、より健康に。また、人との繋がりから心も豊かになれるよう活動し、手作り品販売による寄付も行っています。

27 太陽グループ 6 隔月 ゆいの里 椅子に座ってストレッチ、懐かしい歌、クイズ、おわらい川柳、紙芝居等、約１時間楽しんでいます。

28
男性シニアグループ うり坊の
会

15 第1火、第2土 すこやかセンター 楽しみましょう、健康で過ごします、それがセカンドライフを有意義に過ごす最善策です。その結果を少しでも社会に役立つ活動に。

29 点訳きらら 4 月2日 すこやかセンター 市広報の点字版、点字時刻表、点字カレンダーを視覚障害者に提供。小中学校で点字指導も行っています。プライベート点訳も行います。

30
日本車椅子レクダンス協会守
山支部(矢車草の会)

15 隔週 すこやかセンター 障害者・高齢者介護施設等で車椅子による社交ダンス、レクリエーションダンスを楽しく踊り、また福祉パーティーや体験学習等を行なっています。

31 はっぴぃ笑いヨガ 13 第2･4水（夜） すこやかセンター ストレス・運動不足を解消。コミュニケーション力もつけられます。『笑いながら健康に！』を合言葉に一緒に笑いましょう！

32 バルーンアートふうせん 6 月1回 代表者宅 みんなでたのしく作ろう。夢と希望の大きな輪を作ろう。

33 水保そば倶楽部 16 第2･4日
水保そば倶楽部「そば
庵」

夫婦仲間で楽しく企画運営・男女共同参画の実践活動を行っています。｢手打ちそば道場｣を通して、地域の方々とのふれ愛の輪が広がればと考えています。

34 未来への絆２６(ﾆｼﾞｭｳﾛｸ) 9 月1回 すこやかセンター 「いきいき活動応援講座」受講者のボランティアグループで、小学校･保育園等にある図書の修復・整理整頓等を主たる目標として活動しています。

35
守山健康まーじゃん「すこやか
会」

18 第2･4土PM すこやかセンター 月２回、明るく楽しくゲームを楽しみ、認知症予防のために会員相互の親睦と健康増進を目指しています。

36
守山災害ボランティア・コー
ディネーターふなボタル

13 随時 随所 災害ボランティアセンター設置運営訓練に参加、市内避難所等の現地確認活動、避難所運営ゲーム出前講座のお手伝い。

37
守山市障害者スポーツ協会
(ユニスポもりやま)

31 随時
市民体育館･すこやかｾ
ﾝﾀｰ･地域総合ｾﾝﾀｰ等

身近な地域で、障害のある人とない人がともに楽しめるスポーツの体験活動を通じて、障害者スポーツの普及と啓発を行います。

38 守山手話サークル 20 第2･4土（夜） すこやかセンター 10代から60代の会員が手話を学び、聴覚障害者と共に行事に参加して、交流・理解を深めています。会員随時募集しています。

39
守山市要約筆記サークル め
ろん

19
第1金・4木PM
第2木（夜）

すこやかセンター 手書きとパソコンによる要約筆記を学習し、難聴者と交流をする。要約筆記の啓発活動も行う。

40 守山鉄道同好会 15 第3土 さんさん守山 とりあえず鉄道の何かが好きな人（乗り鉄・撮り鉄・模型列車運転・鉄道グッズ・車両やダイヤ研究等々）が集まって楽しんでいます。

41 守山パソコン愛好会 8 月14回
守山･吉身会館、さんさ
ん守山

ワード・エクセル・インターネット技術などを学びたい方を対象に、公民館での教室で講習。また、パソコン相談室も開設しています。

42 朗読グループ じゃらん 8 第2･4金
図書館、すこやかｾﾝﾀｰ
等

守山図書館・吉身会館での公開朗読と勉強会。福祉施設入所者の方との声を出す勉強会。声の広報への提供。

43 ＳＯＳボランティア 8 随時 随所 ＳＯＳのステッカーやコーンを各自の玄関に設置しています。子どもが大きな声でおはようと言ってくれて、元気をもらっています。

44 オアシス 16 第3月AM すこやかセンター 保護者が研修や行事に参加されるとき、一時的な託児をしています。子育て情報の交換会、会員同士の交流も行なっています。

45 お話会たんぽぽ 9 毎金 物部小学校 保育園、小学校を中心に、子ども達への絵本、紙芝居等の読み語りを実施しています。お話の世界のすばらしさを知ってほしいです。

46 環塾(ｶﾝｼﾞｭｸ) 5 第4月ＡＭ 下之郷遺跡会館 月に一度の小学生対象の古典と英語の学習、留学生との交流、長寿を祝う会での合唱・合奏、地域の夏祭りの手伝いなどを行っている。

47 ころんころんクラブ 9 第2日AM 下之郷史跡公園 絵本やお話しの学習会を行う。また０歳から高齢者まで、いろいろな方々に出前のお話会を開き、楽しい時間が過ごせるように活動する。

48 スマイルシード 30 第4土 すこやかセンター アレルギーがある子もない子もアレルゲンフリー食を食べて、遊んだり不安や悩みを共有できるネットワーク作りをします。

49 託児ボランティア シャボン玉 10 随時 随所 子育てサークル作りをめざすグループの相談相手としてサポートします。



№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

50 ツインズサークルび～んず 8 月1～2回 エルセンター 双子ちゃん・三つ子ちゃんのママ、お待ちしてます。もちろん妊婦さんも大歓迎。みんなで多胎児育児を楽しみましょう♪

51
特定非営利活動法人アート
NPO･ZOO(ｽﾞｰ)

11 第1日 浮気自治会館 感情の共有を楽しむ中で互いを認め合い、つながり、また表現できる機会を作るため、お話会等さまざまな活動を行っています。

52 トマト 4 第1水 新庄自治会館 活字ばなれが叫ばれる昨今、本の貸し出しや読み聞かせを通じて、本に親しむ機会を増やしていきたい。

53 ひまわり 11 第3金（夜） すこやかセンター 地域の子どもに限らず、みんなが楽しく食事できる場所づくり。

54 ふうせん 6 随時 随所 おりがみを子ども達に教えたり、老人会にも参加しています。

55 めじろ会 5 夏休み 随所 食育活動や美育活動をボランティア活動により行なっている。自治会館等で多く活動しています。

56
若者自立支援ボランティア
Group居場所の会「レリーフ」

13 月5～6回
すこやかｾﾝﾀｰ・ﾚﾘｰﾌ農
園・さんさん守山

若者個々の持つ力を重視しつつ、他者と協力しながら農作業や室内作業を経験する。また、その家族と悩みを共有できる時間を持つ。

57 安心お助け隊 12 随時 随所 高齢などの理由で、今まで出来ていたことがちょっとした困り事に変わることがあります。これを解消し暮らせるよう、お手伝を拡げています。

58
生活支援ボランティアＨＥＬＰ
(ﾍﾙﾌﾟ)

6 第3木ＰＭ すこやかセンター メンバーの知識と経験を生かし、高齢者世帯などの住宅設備の改修、整理などの依頼に丁寧にお応えします。

59 開運福祉連合会 17 第1日 あまが池プラザ 17名の相談員（ブライダルアドバイザー）が市内はじめ県内外まで、悩める両親・本人にアドバイスしています。

60 河西消費生活研究会 23 隔月 河西会館 仲間とのふれあいを通して、今、私たちができること、助け合う組織活動を目指しています。

61 キラッと２２(ﾆﾆ) 11 月１回 すこやかセンター 仲間づくり、生涯学習、歴史、健康づくり、市内福祉施設へのボランティア活動、依頼に応じて協力。

62 チューリップ２３ 14 第3土AM すこやかセンター 料理会、学習会等例会行事の開催。市社協のボランティア要請に対応、社協だよりの配送。シニアグループ交流会行事に参加。

63 ドリーム１８会(ｲﾁﾊﾁｶｲ) 25 第3木AM すこやかセンター 学び・スポーツ・ボランティア・園芸のグループを置き、有機野菜の提供や福祉施設の支援等で、生きがいを楽しみながら社会貢献をめざす。

64 ２５２５会(ﾆｺﾆｺｶｲ) 6 第3木ＡＭ すこやかセンター 元気でニコニコをモットーに、会員の親睦、そしてちょっぴりボランティアで社会貢献・地域貢献ができればと思い活動しています。

65 虹の会２４ 12 第4土AM すこやかセンター 学習会・ハイキング等、月に１度顔合わせ。時には福祉施設等から要請のあるボランティア活動に参加しています。

66 守山市赤十字奉仕団 540 月1回 すこやかセンター 一人暮らし高齢者への一声運動、福祉施設での奉仕、災害義援金募集、災害時の救護活動と炊き出し講習会、献血の推進活動等です。

67
守山ボランティアの会ＧＡＧ
(ｷﾞｬｸﾞ)

33 第3土AM すこやかセンター 「人生お返しの心」をポリシーにして、ボランティア精神の啓発に努め活動しています。

68
ライフカウンセラー友乃会(ﾄﾓﾉ
ｶｲ)

48 随時 開運会館 人材・経営・就労問題の相談を受け、紹介やアドバイス等を親身に秘密厳守で行なう。

69 楽々２０(ﾗｸﾗｸﾄｩｴﾝﾃｨ) 9 第1月AM すこやかセンター 日々楽しく絆を大切に活動し、ボケ防止と健康長寿を目指し交流を図っています。地球市民の森や福祉施設などへのボランティアを継続中。

70 緑授会(ﾘｮｸｼﾞｭｶｲ) 6 随時
夢農園（幸津川フルーツ
ランド内）

農業を通じ「育む」に挑戦。収穫した野菜類（トマト･すいか･さつま芋等）を福祉施設に届け、施設運営を支援する活動を実施。


