
令和４年度清須市社協ボランティアセンター登録一覧表 2022/8/29

グループ名 活動分野 活　　動　　内　　容

1 青空の会 環境美化 新清洲駅前ロータリー清掃・花壇管理

2 あすなろ 高齢者 平安の里（喫茶・昼食バイキング・デイサービス昼食配膳）

3 あつまれ会 障害 障害のある子を持つ親の勉強会・交流会等

4 一場ひまわり 高齢者 社協・ブロック社協行事参加、サロン、地域安全活動

5 えぷろん 児童 子育て支援活動（送迎、一時預かり、講演時の託児）

6 おはなし　ぱぴぷぺぽ 児童 おはなし会、読み聞かせ

7 おもちゃ病院 児童 壊れたおもちゃの分解修理

8 音楽サークルべんてん 芸術・文化 沖縄三線による沖縄音楽・民謡のライブ、施設イベントへの出演

9 音声訳グループカナリヤ 障害 対面による読み聞かせ

10 家庭文庫どんぐり小屋 児童 家庭文庫、わらべうた・絵本・読書会等の講座、おはなし会等

11 上の切ボランティアグループひまわり 高齢者 サロン

12 上本町親睦会 高齢者 体操、茶話会、サロン、スクールガード

13 Can D～キャンディ～ 児童 子育て世代の交流とママの新しいことへのチャレンジを探す場所の提供

14 清須おもちゃ図書館ひだまり 障害 おもちゃ図書館の開館、移動おもちゃ図書館

15 清洲甲冑工房 芸術・文化 甲冑の製作・補修・試着・展示、甲冑を通して清須市のPR

16 清須健康けん玉サークル 芸術・文化 各種イベント、学校、福祉施設にてけん玉を披露、体験会を開催。

17 清須市ガイドボランティアの会 芸術・文化 清洲城を中心に、市内各地の案内ガイド

18 清須市ごみ減量推進サークル 環境美化 駅周辺の清掃活動、エコキャップ収集等

19 清須市災害ボランティアコーディネーター連絡会 防災防犯 災害ボラ支援本部設置・運営訓練、災害ボラコーディネーター養成講座等

20 清須市障害児・医療的ケア児を支える会 障害 相談支援、特別支援教育講演会、障害児・医療ケア児クリスマス会等

21 清須市食生活改善推進協議会 高齢者 出前講座と料理勉強会、市民講座開催等

22 キヨスジャズクラブ 芸術・文化 催事・福祉施設等における演奏活動、社協サロン支援

23 清須ひな飾りの会 芸術・文化 清洲城黒木書院に雛段飾りやつるし雛を飾り、来館者におもてなし

24 清須レクすぽ－にしび 芸術・文化 屋外でレクリエーションを通じて交流

25 傾聴（お話し相手)ボランティア「みみとも」 高齢者 施設・個人宅での傾聴活動、学習会等

26 月曜サロンスイ－トピー 高齢者 昼食会、レクリエーション、介護予防体操等

27 健康マージャン清須 高齢者 健康マージャンサロンの運営・普及、地域サロンの協力

28 子育ておこまりさんコミュニティにこらぼ 児童 子育て支援

29 子育て勉強会ねこのこ 児童 未就園児親子の友だち作り、手遊び、わらべ歌、子育てアドバイス

30 坂町若手の会 まちづくり 町内・市内行事に参加、活気ある町づくりを目指す

31 サロンれんげ 高齢者 高齢者との交流、健康づくり、誕生日会等

32 さわやかパトロール隊 防災防犯 パトロール、ゴミ拾い

33 サンサンクラブ 障害 障がい者自立支援のための食事作りの手伝い

34 手話サークルサクランボ 障害 手話の勉強会、地域手話教室・福祉実践教室等協力、サークル野外学習

35 手話サークル ふれあい 障害 手話の学習会・交流会、福祉実践教室協力等

36 手話サークル わかば 障害 手話の勉強、ろう者との交流

37 上条ボランティアクラブ「オアシス」 まちづくり 資源回収、防犯パトロール、町内行事手伝い等

38 新川をよみがえらせる会 環境美化
新川浮遊ゴミ除去、水質浄化、河川環境美化啓蒙活動

39 新清洲1.2.3丁目寿会学童を守るﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊 防災防犯 清洲小1～3年下校時見守り活動

40 新清洲5.6丁目寿会 環境美化 町内全域のごみ収集活動
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41 新清洲5.6丁目町内会 防災防犯 夜間防犯・児童下校時パトロール

42 新清洲名鉄駅前クリーン隊 環境美化 新清洲駅前ロータリー清掃、花壇管理、タバコ拾い

43 すみれ 環境美化 使用済み切手・書き損じはがき・ﾍﾞﾙﾏｰｸ等の整理、寄付

44 壮快クラブ 高齢者 健康維持等に関する勉強及び実技

45 第一生命保険(株)名古屋西支社 高齢者 終活セミナー等の実施による地域貢献活動

46 田中町見守りネットワーク まちづくり 見守り声かけ活動、緊急連絡訓練の実施、gotoウォーキング等

47 千春会 環境美化 地域清掃活動、介護施設でのイベント手伝い

48 チャレンジ・エコクラブ 環境美化 ダンボールコンポスト啓発、相談所開設・講習会、アドバイザー育成

49 長寿絆サロン 防災防犯 清洲東小下校見守り

50 （株）塚越運送名古屋営業所 環境美化 公共施設（駅・公園等）の清掃

51 「土筆の会」絵手紙教室 高齢者 独居高齢者や高齢者施設への手作り絵手紙の贈呈

52 土田黄金の会 高齢者 サロン、施設訪問

53 土田ハーモニカとカナリヤの会 高齢者 施設でのハーモニカ演奏、イベント参加

54 寺野ひまわりクラブ 防災防犯 新川・星の宮小登下校見守り、寺野地域夜間防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

55 テンダー 高齢者 ペガサス春日での喫茶、イベント協力

56 点訳グループしんてん 障害 広報・議会だより点訳、福祉実践教室協力

57 点訳ボランティアサークル蓮花 障害 本の点訳作業（定例会）、福祉実践教室協力・点訳本の作成

58 童謡の会 高齢者 童謡サロン

59 特定非営利活動法人おさんぽ 児童 共育て共育ち講座、あそぼう会の開催

60 西市場4・5丁目防災防犯パトロール隊 防災防犯 町内パトロール

61 西市場4・5丁目見守り隊 防災防犯 清洲小学校下校見守り、町内パトロール

62 にしび子ども食堂 児童 子ども食堂、フードパントリー

63 にしび防災ボランティアクラブ 防災防犯 ボラ連行事参加、地域清掃、東海豪雨を忘れない

64 にしび友愛給食会 高齢者 友愛給食、高齢者施設ボラ、親子わくわくプラザ（子ども食堂）

65 にしびリサイクルクラブ 環境美化 粗大ごみリサイクル、アルミ缶回収、リサイクル活動、ボラ連行事参加

66 認知症サポーターの会「ほほえみ」 高齢者 高齢者サロン

67 ネットワーク花ばたけ 障害 障がい児・者と保護者の交流

68 脳楽かぐや 高齢者 認知症予防のための教室の開催

69 春日健康づくりグループ 高齢者 健康づくりに関する学習、実践、啓発活動

70 ビオラ会 まちづくり 星の宮わいわい食堂、阿原ブロック社協ふれあい祭り弁当配布等

71 美・健カルチャー 芸術・文化 美による心身の癒しと健康寿命の延伸とコミュニティー・健康ラジオ体操

72 ひだまりくらぶ 障害 障がい児を持つ親の交流会、イベント等

73 ひまわり 高齢者 ペガサス春日DS、清洲の里喫茶、ランチ、行事等手伝い

74 ヒラソルの会 まちづくり 社会を明るくする運動啓発、薬物乱用防止教室、児童館折り紙指導等

75 ふぁにぃマンマ 児童 ハンドベル演奏活動、子育て支援活動

76 ぷあふあ 芸術・文化 催事、福祉施設等での演奏活動

77 防災カフェはるあき 防災防犯 避難所運営訓練、防災イベント、河川美化活動等

78 星の宮学区みまもり隊２ 防災防犯 小学生下校見守り

79 星の宮子どもプロジェクト 児童 フードパントリー、子ども向けイベント

80 ほのぼのリンク 障害 視覚障害者の親睦・交流・情報交換、デジタル機器を使った社会参加
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81 ポプラの会 児童 不登校支援、ネットワーク作り、相談会、講演会

82 ボランティアグループかきつばた 高齢者 登下校の見守り、パトロール、サロン、子どもとのクリスマス会等

83 ボランティアグループすみれ 高齢者 サロン、ラジオ体操、カラオケ等

84 ボランティアグループふくろう 高齢者 サロン、防災訓練等地域活動の手伝い

85 ボランティアグループみどり 高齢者 サロン、健康講話、脳トレ筋トレ等

86 ボランティアこすもす 高齢者 清洲の里の喫茶、行事手伝い

87 ボランティアふれあい広場 高齢者 男の料理教室、庄内川堤防清掃、身障者への弁当作り、出前講座

88 ミライノ株式会社 まちづくり 交通安全活動、地域行事への協力、被災地支援、フードドライブ

89 みんなで歌おう会 高齢者 個人宅訪問、太極拳参加、懇親会

90 睦み友の会 まちづくり 市・社協・字の行事でのボランティア

91 明治安田生命保険相互会社清須営業所 まちづくり 健康づくり・まちづくり・環境保全等

92 要約筆記サークル かけ橋 障害 要約筆記・手話学習、要約筆記普及啓発、難聴・中途失聴者の社会参加支援、福祉実践教室等

93 横町思いやりネットワーク まちづくり 高齢者等の見守り、サロン、生活支援、地域環境美化、交流等

94 よちよちママくらぶ 児童 未就園児親子交流会

95 ラッパグループ 障害 障がい児者への支援・生活指導(料理・貼り絵・カラオケ教室等)

96 理容サービスボランティア 高齢者 清洲の里・ペガサス春日・平安の里における理容サービス

97 レモン 高齢者 サロン

98 朗読同好会たんぽぽ 児童 朗読学習・読み聞かせ(児童館等)

99 わたっこクラブ 障害 障がい児とその家族の交流


