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地区 No. 　グループ名 活動内容

桑名 1 高齢 山ばとの会
老人ホームのレクリエーションボランティア活動
定例会にボランティアさんに来て頂き高齢者と若い人の交流の場

桑名 2 高齢 紫堂会 踊りを通じて施設の訪問や、敬老会に参加する。

桑名 3 高齢 傾聴ボランティア「みみずく」 主に高齢者のもとにおじゃまして話し相手をさせていただく

桑名 4 高齢 高齢者サポーター スマイルの会

①地域包括支援センターの介護予防教室開催時のボランティア
②定例会
③宅老所・施設でのレクリェーション等
④健康体操や手遊び

桑名 5 障害 桑名録音奉仕の会
①視覚障害者から依頼される録音図書の製作
②視覚障害者に市広報、その他各種の情報を録音テープにして提供する。

桑名 6 障害
桑名音訳会

①市図書館の録音図書作成、対面朗読
②県視覚障害者支援センターの録音図書作成
③視覚障害者との交流
④「NHKラジオ深夜便」のテープ図書作成と配布

桑名 7 障害 NTT　OB　桑名 みのり作業所での作業手伝いなど

桑名 8 障害 あかつき会

①わーくびれっじみのりでの作業手伝い
②障がい者の外出支援
③心身障がい者授産施設の手伝い
④福祉の店「わくわく」の手伝い
⑤「精義っ子」の見守りなど

桑名 9 障害 自助具工房くわな 体が不自由な人、それぞれに合った自助具の製作活動及び自助具の広報活動

桑名 10 障害 福祉情報桑員いきいきネットワーク ＨＰ「桑員いきいきネットワーク」により障害者福祉にかかわる情報の送受信をおこなう

桑名 11 障害 桑名点訳会
①個人依頼の図書点訳
②県点字図書館蔵書点訳
③点訳研修勉強会　など

桑名 12 高齢
障害

くわの実会 介護小物の製作

桑名 13 高齢
障害

ふれあい桑名

①高齢者宅への訪問活動
②ふれあい料理教室のお手伝い
③施設訪問、学習会
④会員相互の交流会情報交換等

桑名 14 高齢
障害

くわなＰＣネット パソコン弱者といわれる方々のパソコン支援など

桑名 15 手話 手話サークルあゆみ会 手話を学び、ろう者との交流を深め、ろう者の社会への完全参加を目指す諸々の活動を行う。

桑名 16 手話 手話サークルあいの会
①ろう者を交えての手話学習会
②ろう者への理解、日本手話の普等の啓発活動

桑名 17 手話 手話サークルかたつむり
①ろう者による手話の講習
②ろう者との交流
③手話の普及

桑名 18 児童 やまばと布えほんぐるーぷ
①障害をもった子どもたちのために、布の絵本や遊具の製作、貸し出しを行う
②東新苑での製作の指導、手伝い

桑名 19 児童 絵本を楽しむ会
①毎月１回桑名図書館での読み聞かせ　エプロン、パネルシアター、ジャンボ紙芝居、折り紙、手作りおも
ちゃ遊び
②学童保育や保育園、小学校での読み聞かせ

桑名 20 児童 くわな子どもの本の会 桑名図書館や学校などでの読み聞かせ会や会員同士の勉強会など

桑名 21 児童
他

もこもこの会 桑名図書館などで読み聞かせ、紙芝居、折り紙などを行う。お母さん達に絵本の紹介と学習会

桑名 22 児童 ほっとすぺーす
小学生以上の子育て、親同士など様々な悩みをｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞを学びながら相互で考え、話し合い勉強
する

桑名 23 児童 新西方＠カフェ 未就園児向けの子育てサロン、イベントの企画・運営

桑名 24 児童 はぶ・あ・すぷーん 子育て中のママたちと一緒に交流をもつことで助け合い、支えあい、楽しい育児ライフを目指す

桑名 25 音楽 琴きらら
日本の伝統文化を代表する筝曲を   身近に感じ、深め、そして広めて行くために、福祉施設等に訪問す
る。

桑名 26 音楽 オカリナ　はなみずき オカリナ演奏による施設訪問

桑名 27 音楽 ギター･マンドリン　　合奏ドリーム ギター・マンドリン演奏による施設訪問

桑名 28 防災 桑名防災支援ネット
①防災についての調査研究
②防災意識の啓発
③災害時の支援活動

桑名 29 その
他

人形劇団おもちゃ箱 人形劇上演の為の練習、人形・小道具製作、人形劇講演

桑名 30 その
他

大成ハイビスカス フラダンスを通じて、デイサービス・学校等へ訪問する。

桑名 31 その
他

桑名歴史案内人の会 市内の史跡・観光スポットのガイド

桑名 32 その
他

植物ｾﾗﾋﾟｰﾌﾚﾝｽﾞ桑名 植物エネルギーを活用したセラピーの知識・技術を学習、実践

桑名 33 環境 みどりの会

①公園の草取りや清掃活動
②地域環境問題等の研修
③災害ボランティア参加・学習
④特別支援学校ボランティア参加

桑名 34 高齢 桑員レクダンスクラブ
レクダンスの施設訪問
地域の方の心と健康づくりとして、高齢者のダンスを通して交流

桑名 35 高齢 フレッシュ１５３ 紙芝居の自力製作をすることによって、一層の地域社会に貢献していく。

桑名 36 児童 絵本の庭 おひさまのイス
①子どもの本の選書、読みの学習。小道具の研究作成。
②ＢＯＯＫトーク（興味が湧くように紹介する練習、研究）
③文庫立ち上げの絵本の購入と整理、及び貸出カード作成と取り付け作業等

桑名 37 その
他

おんがくのかい
「移動楽器博物館」　現代のピアノに至るまでの楽器の歴史と構造を知り、実際に演奏して、当時の音を
聴き、その時代の人々の精神を学ぶ。

桑名 38 児童
高齢

お話宅配便「すきっぷ」
桑名市内の小学校、放課後子ども教室、学童クラブ、デイサービス、宅老所、養護老人ホーム等での朗
読会の開催

桑名 39 その
他

ASANTE SANA
日本語を勉強したいと思っている外国の方に日本を教えている。対象は入門～中級程度。日本語を教え
るのが初めての方には簡単なレクチャーがあり。

桑名 40 児童 パセージ桑名 子育て支援活動の一貫として、自己主張・自己尊重トレーニングやメンタルケアの学習

桑名 41 音楽 バードファンタジー

①スクールサポーターとして小学校のリコーダー導入授業、幼稚園の誕生日会などに訪問
②病院の訪問演奏
③コンテストその他リコーダー交流会
④リコーダー演奏勉強会

桑名 42 高齢 認知症見守りボランティア　あんしん

①認知症本人の支援
②その家族（介護者）の支援
③グループホームのお手伝い
④認知症の支援の勉強会
⑤認知症カフェの協力

桑名 43 児童 中学英数学習室 中学生の英語・数学の援助

桑名 44 障害 三重パソコン要約筆記サークルことのは　桑名支部 パソコンを使って要約筆記活動をしているグループです。

桑名 45 音楽 み～ちょ オカリナ演奏活動

桑名市ボランティアセンター登録グループ
資料３
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桑名 46 その
他

明るい社会づくり運動　桑員地区協議会

・家庭教育の啓蒙（講演会）
・環境の美化（清掃奉仕等）
・善行の育成（善行者の表彰等）
・心身障害児者福祉等への協力
・各種募金運動と献血運動への協力

桑名 47 高齢 ともしび
地域の憩いの場としてコーラス、切り絵教室等の行事を開催。
宅老所のような場所。

桑名 48 音楽 れんづる（大正琴の会）
大正琴の演奏。
いろいろな施設を訪問、施設の各種イベント等に参加する。

桑名 49 高齢 傾聴ボランティア　きずな 個人のレベルアップをはかりつつ、施設を訪問してお話相手をさせて頂く。

桑名 50 児童 子育て支援　若葉会 未就園児と親（祖父母）対象に、城南幼稚園の一室でおもちゃや砂場等で遊ぶ企画、運営。

桑名 51 その
他

桑名市国際交流市民アドバイザー委員会 外国人に対しての日本語指導

桑名 52 児童 すまいる　ぴあ 子育て支援の一環として楽しめるリトミックの場を提供する。

桑名 53 その
他

あかりプロジェクト桑名 「１．１７のつどい」（阪神・淡路大震災）に使用するロウソクづくりとそれに基づいた活動。

桑名 54 その
他

三重サイエンスボランティア

①自作実験
②発明
③会誌の発行　他
④こども科学教室

桑名 55 その
他

桑員労福協　ボランティアクラブ

①地域に対する社会貢献
　・クリーンキャンペーン、一斉清掃活動
　・桑名花火大会跡の清掃活動
②桑名ボ連協に参画

桑名 56 障害 しらさぎの会 視覚障害や肢体不自由など外出困難な人への外出支援活動

桑名 57 音楽 我楽隊 施設を訪問し、合唱、フルート演奏

桑名 58 児童 （お母さんの会）あいうえお 未就園児の親子・幼稚園児・小中学生・大人と一緒に手遊び等を取り入れて絵本を楽しむ。

桑名 59 音楽 コカリナサークル　森の精 コカリナを演奏し、施設訪問をする。

桑名 60 音楽 ラ♪カンパネッラ ミュージックベルの演奏・勉強会

桑名 61 児童 スマイルヨガ 親子でコミュニケーションをとりながらヨガを楽しむ。

桑名 62 その
他

エンパワメントみえ
社会的弱者の内的な力を発揮するよう、講演・ワークショップの提供。
暴力被害にあった子ども・女性の回復支援。
子育て不安を抱えた親へ支援プログラムを提供。

桑名 63 児童
他

おもちゃ病院くわな
おもちゃの修理。修理に来た方々におもちゃの扱い方、電池の扱い方、ひそんでいる危険、注意点などの
PR

桑名 64 児童 桑名アレルギーっ子　集まれ！ アレルギー症状がある子どもと親が快適に過ごせるような場所づくり

桑名 65 音楽 桑名ハーモニカクラブ 施設等を訪問し、ハーモニカの演奏

桑名 66 児童 グリーンライフサークル 親子や子育て中の母親がヨガでリフレッシュし、コミュニケーションを促す。

桑名 67 児童 きしゃぽっぽ２

幼稚園解放ボランティア
手あそび・エプロンシアター
地域小学校PTAの託児ボランティア
地域の子育て支援活動
子育てイベントの企画

桑名 68 音楽 琴衛会ミラクル
大正琴の演奏。
いろいろな施設を訪問、施設の各種イベント等に参加する。

桑名 69 手話 手話サークル　ひまわり
手話初心者の勉強会と交流を深める会。
ろう者との交流を交え、理解をしていく。
手話の歌やダンスも。

桑名 70 高齢
者

シニアカレッジくわな実行委員会 生き甲斐づくり「シニアカレッジくわな」の企画、計画および実行。

桑名 71 児童 子ども応援ネットワークinくわな 会員個々の活動で気づいたこと、様々な課題を持ち寄って課題解決のための取組み行う。

桑名 72 児童 子ども学習会”こだま”
私塾に通わない、家での学習の場が得にくい子どもの学習支援。
（小学校高学年～基礎を学びたい高校生）

桑名 73 音楽 大和サークル 民踊・歌謡舞踊でデイサービス・老人ホーム等施設訪問と交流。

桑名 74 音楽 たんぽぽ ハーモニカ演奏と合唱。

桑名 75 その
他

エル・フラメンコ 病院、学校、宅老所、デイサービス等でフラメンコの披露

桑名 76 その
他

Mama's　AERO（ママズ　エアロ） 母親、母子向けのエアロビクス＆ストレッチ教室を開催

桑名 77 児童 ヒトフィット 健康な身体づくりを目的としたヒトフィットクラスの教室を開催

桑名 78 環境 桑員バリアフリーの会
公共交通機関や公共施設のバリアフリー調査
ユニバーサルデザイン啓発事業

桑名 79 その
他

交流サロン　ほっと 外国人の方の為の交流の場作り、生活相談

桑名 80 児童 バルーンと手品であそぼう会 学童、子ども会、PTA、高齢者施設等でバルーン、手品の披露

桑名 81 音楽 いっぽ　いっぽ
桑名市内の老人福祉施設、障がい者施設のイベント等に参加し、コーラス、楽器演奏を通じて、入所者の
方と交流を図る

桑名 82 その
他

アクァレア　ポン 日本語学びを中心に相互の文化を理解し合い親睦を深める

桑名 83 音楽 華音 施設、グループホーム等の行事やイベントに参加

桑名 84 児童 遊 親子リズム遊びを中心に親子で活動することを進めている

桑名 85 高齢
障害

布の部屋ボビン
週に３日～４日作品製作、リフォーム
製作依頼者宅やデイサービスに行き、採寸、仮縫いを行う。
福祉センター等で作品の展示を行う

桑名 86 その
他

太陽の家
子供達、大人達が安心して過ごせる居場所作りの取組。SOSを発信できる場所として「太陽の家」を設
立。つながりあう窓口として「子ども食堂」を開催。

桑名 87 その
他

わくわくフレンズ
国際ボランティア団体への寄付。
グループでの野菜づくり。
子ども食堂の運営。

桑名 88 その
他

愛羽（アイウィング）

①落葉、雑草、草花のﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ
②ゴスペル教室
③ｽﾘﾗﾝｶﾃｨｰや料理等を通した交流
④外国人への色々なサポート

桑名 89 音楽 チルコロ・ロトンド ピアノの小品曲、童謡からクラシックまでの歌と重唱を演奏。

桑名 90 音楽 リコーダー・アンサンブル　桑名の風 少人数でのリコーダーアンサンブル演奏。サロン等で演奏活動。

長島 91 高齢 運転ボランティア”スマイル”
①６５才以上の一人暮らし高齢者に弁当配達
②長島町ボ連協総会・研修会に参加

長島 92 高齢
助け合いの会

ゴミ出し、荷物おろし等軽作業で短時間にできることの手伝い。団地内で高齢者のお手伝い、防犯パト
ロールなど

長島 93 障害 長島音声訳「うぐいすの会」 広報くわなの録音テープを作成

長島 94 高齢
配食サービス　にこにこ会

毎月３回ひとり暮らし高齢者にお弁当を配る
年２回ひとり暮らし高齢者と交流会昼食作り

長島 95 高齢 姫御前まめじゃ会 いきいきふれあいサロン

長島 96 障害 長島町点訳友の会
単行本の点訳、カラオケ歌詞の点訳、
桑名に関連する小冊子・昔話の点訳
長島町三校に出張授業　など

長島 97 手話 四喜の会 学習会、交流会
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長島 98 防災 長島防災支援ネット

①イベントで防災展。防災教室開催
②防災教室開催
③防災講演会等への参加
④防災関係の情報収集　整理　活用
⑤自主防災組織の支援
⑥長島町ボランティア連絡協議会主催の行事への参加
⑦長島町内の排水機等の特性・状況の把握

長島 99 障害
環境

ながしまエコの会

①各施設の訪問・ ﾃﾞｲｹｱへの参加
②ゴミの分別・選別作業の支援
③資源リサイクルのガラスアートなどの作品作りの支援
④廃食油の回収と石鹸の普及活動
⑤環境エコ教育啓発活動
⑥地域の清掃美化活動

長島 100 障害 トライアングル 身体障害者、健常者、子ども（小１～小４）が４ヶ月に１回、遊びなどの体験を通してふれあう

長島 101 児童 キラキラキッズ 未就園児の親子に絵本の読み聞かせ,パネルシアターの実施　など

長島 102 地域 明日を拓く会 高齢者の方に軽作業、短時間でできることを支援。児童の登下校児の見守り。

長島 103 障害 のぞみの里　保護者会 社会福祉法人のぞみの里を支援する活動、イベントの手伝いやバザーなど

長島 104 児童 ぼちぼちいこか 子どもの発達にとらわれないで、その子自身の成長に合わせた居場所の提供

多度 105 高齢 給食ボランティアなでしこ ひとり暮らし高齢者のためにお弁当を作る。年間１８回活動。

多度 106 高齢 給食ボランティアポテト ひとり暮らし高齢者のためにお弁当を作る。

多度 107 高齢 介助ボランティアふれあい デイサービスの介助のお手伝い

多度 108 高齢 友愛ボランティア
町内のひとり暮らしの方に絵手紙を１年に５～６回出す。絵手紙体験の依頼があればお手伝いに行きま
す

多度 109 児童 ボランティアちびっこの会 毎月第３水曜日に「わんぱく広場」の開催

多度 110 児童 ボランティアほのぼの 簡単な手遊びやふれあい遊び。季節にあったイベントを計画。お母さんの相談にものります

多度 111 児童 どんぐりん 子育ての話、勉強会、茶話会の開催、リフレッシュのためのお菓子作りなど

多度 112 環境 園芸福祉ボランティア

・多度駅前通り、大社前、図書館前にプタン　ターを置き花の植え替え（春夏冬の３回）
・ふれあいサロンでのアレンジフラワー、寄植作り
･すこやかフェスタに参加
･老人福祉施設での活動
・クラフト等の研修や花・植物の研修会

多度 113 防災 防災ボランティアＴＡＤＯ 多度町を中心に防災啓発活動、自己研修活動、災害時の支援活動

多度 114 その
他

町民健康推進ボランティア 町主催健康活動、すこやかフェスタに対するお手伝い、歩け歩けの推進と活動実施

多度 115 高齢 いいとも会（生き生きｻﾛﾝ） 体操、物作り、お話会、お茶会、歌など。


