
　《ボランティアグループ名簿２０１８》
栗東市社会福祉協議会

№ グループ名 会員数 活動日 活動場所 活動内容

1 青空共和国 13 随時 滋賀県内、滋賀県外 障がい児・者の余暇支援活動、社会参加支援活動

2 赤とんぼ 7 第１・３木曜日 各施設、自治会等 ハーモニカ演奏による交流活動

3 明日への道しるべ 3 随時 各施設、自治会等 高齢者の生活に役立つ出張講座活動

4 アンサンブル弦喜 6 土・日曜日、祝日 各施設、自治会等 弦楽器演奏による交流活動

5 安養寺景観まちづくり協議会 54 第１土曜日 安養寺
地域の豊かな自然や歴史、文化保全および賑わいの再生等を目的とし
た景観まちづくり活動

6 笑顔に乾杯 9 随時 栗東市内 高齢者・障がい者等の日常生活支援活動

7
ＮＶＲ友の会（栗東市自然観察の
森　ネイチャー・ボランティア・レン
ジャー友の会）

47 第３日曜日、随時 栗東自然観察の森 自然環境保全活動

8 絵本読み聞かせ　にこにこくらぶ 23 第１・４火曜日 各施設、自治会等 絵本の読み聞かせによる交流活動

9 親支援グループはやま 11 毎週木曜日 出庭 子育て支援活動および憩いの場づくり

10 佳蜂会 8 第１・３水曜日 各施設、自治会等 舞踊や歌による交流活動

11 かみの一座 10 随時 各施設、自治会等 獅子舞や歌等による交流活動

12 くりちゃん絵手紙 29
第４月曜日
第４土曜日

各施設、自治会等 絵手紙の作成による交流活動

13 傾聴ボランティア　みみうさぎ 11 随時 各施設 傾聴ボランティアによる交流活動



14 高齢者給食ボランティア　キャロット 9 第１・３水曜日 コミュニティセンター治田 友愛訪問を目的とした給食サービス活動

15 小町会 11 第３火曜日 各施設、自治会等 よし笛演奏による交流活動

16 済生会滋賀県病院ボランティア 5 随時 済生会滋賀県病院 外来ガイド等病院ボランティア活動

17 サウスシーアイランダース 6 月１、２回 各施設、自治会等 楽器（バンド）演奏による交流活動

18 ささなみ会 13 随時
治田小学校、栗東中学校、
各施設等

地域の環境保全活動
日曜大工等による軽微な修繕作業

19 座☆ポップコーンＳ 7 月２、３回土曜日 各施設等 障がい児（者）によるダンスパフォーマンスによる交流活動

20 サンサン 4 第２水曜日 栗東市内 要約筆記および聴覚障がい者との交流活動

21 滋賀県健康管理士会 2 奇数月第３火曜日
コミュニティセンター大宝東
滋賀県内

地域住民の健康増進を目的とした健康セミナー開催・出前講座等の活
動

22 自助具製作ボランティア α工房 7 毎週火曜日 済生会滋賀県病院別館 自助具製作および補修活動

23 社会教育ボランティア「もくもく会」 8 第２火曜日
栗東市学習支援センター
各施設等

生涯学習についての講座開催
地域での社会教育ボランティア活動

24 白菊会 3 第１・２・３金曜日 各施設、自治会等 新舞踊による交流活動

25 スターダスト 3 奇数月最終木曜日 各施設、自治会等 歌やキーボード演奏による交流活動

26 大宝西学区民生委員児童委員協議会 12 随時 栗東市内 地域でのボランティア活動全般

27 太陽グループ 18 第２水曜日 各施設等
子育て支援活動
介護サポート活動
手芸や折り紙等による交流活動

28 竹 5 第２・４土曜日 各施設、自治会等 楽器演奏による交流活動



29 ダビングさくら 2 月１回 栗東市立図書館 栗東市広報等の音訳ＣＤダビング活動

30 ツインズサークルび～んず 8 月１、２回
守山市生涯学習・
         教育支援センター

多胎児の育児サークル活動

31 点訳「はるた」 4 第１月曜日 コミュニティセンター治田 コミセンだよりの点訳活動

32 特定非営利活動法人子育て研究会 24 月・水・金・土・日曜日 湖南地域
音楽、文化等を通じての子育て支援活動
障がいのある子どもたちの余暇支援活動

33
特定非営利活動法人
　　　　　　   滋賀いのちの電話

65 金・土・日曜日 滋賀県内 電話相談活動

34 なごやかサークル 8 第３・４金曜日 各施設、自治会等 笑いトレ、脳活性化ゲーム、健康体操等による交流活動

35 二湖の会 6 第１・３火曜日 各施設、自治会等 中国楽器二胡演奏による交流活動

36 にひきのあひる 2 随時 各施設、自治会等 オカリナ演奏による交流活動

37 日本車椅子レクダンス協会栗東支部 10 第１・４木曜日 各施設、小学校等 車椅子レクダンスによる交流活動

38 日本民謡　西藤会 10 随時 各施設、自治会等 民謡や三味線演奏等による交流活動

39 人形劇団　木の葉 4 随時 各施設、自治会等 人形劇による交流活動

40 花明かり食堂 11 第４火曜日 綣 子ども食堂活動

41 葉山江州音頭同好会 6 随時 各施設、自治会等 江州音頭による交流活動

42 葉山東学区民生委員児童委員協議会 15 随時 栗東市内 地域でのボランティア活動全般

43 葉山東福祉の会 83 随時
コミュニティセンター葉山東
栗東すみれ園
第２栗東なかよし作業所

友愛訪問を目的とした給食サービス活動
介護施設や作業所等の支援活動
地域住民福祉活動や環境保全活動



44 治田西学区民生委員児童委員協議会 14 随時 栗東市内 地域でのボランティア活動全般

45 治田西民児協　ドレミ・クラブ 12 第３水曜日 各施設、自治会等 トーンチャイム演奏による交流活動

46 琵女と髭爺 5 随時 各施設、自治会等 キーボード、ハーモニカ演奏や寸劇等による交流活動

47 びわこマジック 11 第２・３木曜日 各施設、自治会等 マジックによる交流活動

48 びわこ笑いヨガクラブ 8 月２回 各施設、自治会等 笑いヨガ（笑いの体操等）による交流活動

49 フリースペースにじ 3 毎週水曜日 栗東すみれ園 子どもの居場所づくり活動

50 プロボノ滋賀 14 随時 滋賀県内 知識や経験を持った人と地域や各種団体をつなげ、支援する活動

51 ぼちぼち 9 第２金曜日 各施設等 手作り小物等の作製活動

52 ふらっとＲｉｔｔｏ 3 第２・４水曜日 コミュニティセンター治田東 子どもの居場所づくり活動

53 マスカレード 3 随時 各施設、自治会等 楽器（バンド）演奏による交流活動

54 マミーズバンド奏（ＫＡＮＡＤＥ） 39 毎週火曜日、随時 各施設、自治会等 吹奏楽の楽器演奏による交流活動

55 メロディー 6 毎週土曜日 各施設、自治会等 楽器（バンド）演奏による交流活動

56 山の動く会 10 随時 各施設、自治会等 演劇、紙芝居、読み聞かせ、歌等による交流活動

57 陽気会 15 月１回 各施設、自治会等 日本民謡、踊り等による交流活動

58 栗東駅西口線清掃グループ 12 随時 栗東駅西口 地域環境美化活動



59 りっとうおはなしグループめるへん 12
第１水曜日、第２金曜日
第３水曜日、第４土曜日 栗東市立図書館 絵本の読み聞かせによる交流活動

60 栗東国際交流協会 13 随時 栗東市内
地域住民と外国籍住民の交流イベントの開催
日本語教室や英会話講座の開講

61 栗東サロン「歩」 6 毎週木曜日 栗東市総合福祉保健センター 精神障がい者等のサロン活動を実施

62 栗東市介護者の会 53 随時 栗東市総合福祉保健センター 介護者等のサロン活動を実施

63 栗東市健康推進員連絡協議会 143 随時 栗東市内 食生活改善および運動推進等による健康づくり活動

64 栗東市主任児童委員連絡会 12 第２土曜日 栗東市総合福祉保健センター 地域でのボランティア活動全般

65 栗東市少年補導委員会 39 随時 栗東市内 青少年の健全育成、非行防止のための街頭補導活動

66 栗東市聴覚障害者協会 26 随時 栗東市内 聴覚障がい者の社会参加促進活動

67 栗東市認知症キャラバン・メイト 11 随時 各施設、自治会等 劇やクイズ等による認知症についての啓発活動

68 栗東市ＢＢＳ会 28 毎週水曜日 コミュニティセンター治田 学習支援や交流活動による子どもの健全育成支援活動

69 栗東市防災会 36 随時 栗東市危機管理センター 地域防災の促進活動

70 栗東市ボランティア観光ガイド協会 36 随時 栗東市内 観光案内活動

71 栗東中学校支援地域事業実行委員会 40 随時 栗東中学校区 学校教育支援活動

72 りっとうバルーンアートの会 15 第２月曜日 各施設、自治会等 バルーンアートによる交流活動

73 栗東ふぁざ～ず倶楽部 42
第２月曜日
第４土曜日

栗東市内
老人福祉施設支援活動
歴史観光施設整備活動
各種イベント支援活動



74 栗東迷術会 12 第１・３火曜日 各施設、自治会等 マジックによる交流活動

75
レイカディア大学同窓会
草津栗東支部地域活動部会

6 第３月曜日 各施設 傾聴ボランティア活動

76
六地蔵団地エコフォスターサーク
ル

21 随時 六地蔵団地 地域環境美化活動

77 ＲＯＳＥ　ＲＩＴＴＯ 24 毎週木・日曜日 栗東中学校区 フットサルを通じた交流活動


