
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（活動分野別） 2022/8/30

№ グループ名 活動場所 活動時間

1 あすなろ 平安の里
第1・3木曜13時10分～15時
金曜11時45分～13時30分

2 一場ひまわり 一場公会堂 不定期

3 上の切ボランティアグループひまわり 上の切公会堂 第3火曜10時～12時

4 上本町親睦会 上本町集会所、町内
げんきde体操教室（第1,３,５水曜）9時30分～10時30分、運動教室（第２,４水曜）9時30分～11時
茶和会（偶数月第3水曜） 体操終了後、サロン（４月第3日曜）10時～13時、スクールガード7時35分～8時10分

5 清須市食生活改善推進協議会 清洲保健センター、にしびさわやかプラザ 第2火曜・第4水曜 9時30分～13時

6
傾聴（お話し相手)ボランティア「みみと
も」

市内施設、個人宅 定例会第１土曜

7 月曜サロンスイ－トピー にしび創造センター、西枇杷島福祉センター 第3月曜9時～14時、毎週月曜10時～11時30分、毎週水曜10時～11時30分

8 健康マージャン清須 清洲総合福祉センター 月３回10時～12時

9 サロンれんげ 蓮花寺公会堂 第3木曜10時～11時30分

10 壮快クラブ 春日老人福祉センター 第2・4金曜9時30分～12時

11 第一生命保険(株)名古屋西支社 清洲総合福祉センター 不定期

12 「土筆の会」絵手紙教室 清洲市民センター 第2・3水曜9時30分～12時

13 土田黄金の会 土田集会所 日曜(年4回)10時～14時

14 土田ハーモニカとカナリヤの会 清洲の里 第１・3火曜9時30分～11時

15 テンダー ペガサス春日 第1・3土曜9時45分～12時

16 童謡の会 JA新川支店 第3水曜13時30分～15時

17 にしび友愛給食会 にしびさわやかプラザ会議室 月1回13日打合せ、第1木曜（友愛給食会）

18 認知症サポーターの会「ほほえみ」 新川福祉センター 第3金曜12時30分～16時

19 脳楽かぐや 清洲総合福祉センター 第1火曜13時～16時

20 春日健康づくりグループ 春日老人福祉センター 第1又は第2水曜9時30分～11時

21 ひまわり
清洲の里
ペガサス春日

清洲の里　第2・4水曜9時30分～11時、11時～13時30分、ペガサス　第1金曜10時～13時

22 ボランティアグループかきつばた 中之切公会堂、ペガサス春日 第1月曜13時～16時

23 ボランティアグループすみれ 落合公会堂、三角公園他 第2水曜10時～12時、毎週月曜13時～16時、毎朝6時30分

24 ボランティアグループふくろう 宮重生活改善センター 第２木曜9時30分～12時

25 ボランティアグループみどり ネギヤコミュニティセンター 第3木曜10時～11時30分

26 ボランティアこすもす 清洲の里 毎週金曜9時30分～11時

27 ボランティアふれあい広場 西枇杷島会館 第4水曜9時～12時

28 みんなで歌おう会 新清洲多目的公園、丸川公園 不定期

29 理容サービスボランティア 清洲の里、ペガサス、平安の里 第2・4月曜9時～12時30分

30 レモン 分地公会堂 第3木曜10時～11時30分

№ グループ名 活動場所 活動時間

1 あつまれ会
清洲市民センター
清洲総合福祉センター

年7～8回10時～12時

2 音声訳グループカナリヤ 不定 月1回不定期13時30分～16時

3 清須おもちゃ図書館ひだまり ①清洲総合福祉センター　②たんぽぽ園 ①第2土曜10時～14時30分、夏休み　②第3月曜12時30分～13時

4 清須市障害児・医療的ケア児を支える会 清洲総合福祉センター、春日B＆G体育館等 相談随時、行事年2回

5 サンサンクラブ 清洲総合福祉センター 第3土曜9時～12時

6 手話サークルサクランボ 清洲総合福祉センター 月4回毎週水曜13時30分～15時30分

7 手話サークル ふれあい 清洲市民センター 月4回毎週木曜19時30分～20時45分

8 手話サークル わかば にしび創造センター 第1・4火曜10時～12時

9 点訳グループしんてん 個人宅、喫茶店 月3～4回10時～12時

10 点訳ボランティアサークル蓮花 清洲総合福祉Cボラルーム 月2回第2・4水曜10時～12時

11 ネットワーク花ばたけ 清洲総合福祉センター 第1金曜10時～12時または第2木曜14時～15時

12 ひだまりくらぶ 春日老人福祉センター 年4回　木曜10時～12時

13 ほのぼのリンク 清洲総合福祉センター 第３月曜10時～11時30分

14 要約筆記サークル かけ橋 清洲総合福祉センター 第２・4金曜13時30分～15時30分

15 ラッパグループ 西枇杷島会館、にしび創造センター等 第3日曜9時30分～12時、第2土曜9時30分～12時

16 わたっこクラブ 清洲総合福祉センター、たんぽぽ園等 第3金曜10時～12時

高齢者関係

障害者関係



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（活動分野別） 2022/8/30

№ グループ名 活動場所 活動時間

1 えぷろん 依頼に応じて主に清洲地区 随時

2 おはなし　ぱぴぷぺぽ にしび創造センター、西枇杷島福祉センター 第3水曜10時～12時30分定例会

3 おもちゃ病院 清洲総合福祉センター 第3土曜9時30分～15時30分

4 家庭文庫どんぐり小屋 代表宅等 毎週木曜15時30分～17時30分

5 Can D～キャンディ～ 清洲総合福祉センター 第２火曜10時30分～12時

6 子育ておこまりさんコミュニティにこらぼ 清洲総合福祉センター他 月１回

7 子育て勉強会ねこのこ 新川ふれあい防災センター 第3水曜10時～11時

8 特定非営利活動法人おさんぽ 清洲なのはな保育園 年7回第3水曜10時～12時

9 にしび子ども食堂 西枇杷島公民館等 第４日曜10時～12時

10 ふぁにぃマンマ 春日老人福祉センター、清洲総合福祉センター 第3木曜または金曜、第3月曜9時30分～11時30分

11 星の宮子どもプロジェクト 阿原公民館 第2日曜10時30分～12時

12 ポプラの会 清洲総合福祉センター 月1回

13 よちよちママくらぶ さわやかプラザ、オンライン等 第3木曜中心に不定期10時～12時

14 朗読同好会たんぽぽ 清洲総合福祉センター等 第2土曜10時～12時、第4木曜13時30分～15時30分

№ グループ名 活動場所 活動時間

1 青空の会 新清洲駅前ロータリー 第1日曜9時～11時30分

2 清須市ごみ減量推進サークル 駅（枇杷島、須ケ口、新清洲等) 第3月曜8時45分～9時15分

3 新川をよみがえらせる会 市内全域 水質浄化 月曜・金曜、浮遊ゴミ除去 火曜・土曜

4 新清洲5.6丁目寿会 新清洲5・6丁目内 月1回第1土曜

5 新清洲名鉄駅前クリーン隊 新清洲駅前ロータリー 第1・3月曜または日曜9時～9時30分

6 すみれ 清洲総合福祉センター 第3水曜10時～12時

7 千春会 西枇杷島地区、介護施設 不定期

8 チャレンジ・エコクラブ 水の交流ステーション 第2土曜10時～12時

9 （株）塚越運送名古屋営業所 市内全域 月1～2回程度　不定期

10 にしびリサイクルクラブ にしびリサイクルセンター、西枇内ごみ集積所
第2・4水曜・土曜　不定火曜・金曜（資源回収）、火曜・金曜（資源修理、譲渡）
第1水曜（アルミ缶引き取り）、第4金曜（定例会）

№ グループ名 活動場所 活動時間

1
清須市災害ボランティアコーディネーター
連絡会

清洲総合福祉センター、春日公民館、西枇杷島会館 第1土曜・日曜9時～12時

2 さわやかパトロール隊 西枇杷島地区、橋詰、大和方面 毎週水曜20時～21時

3 新清洲1.2.3丁目寿会学童を守るﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊 新清洲地域 月40回14時50分～15時20分

4 新清洲5.6丁目町内会 新清洲5・6丁目内 第2・4金曜19時30分～20時30分

5 長寿絆サロン 清洲東小学校南交差点 月・火・水・金曜14時50分～15時

6 寺野ひまわりクラブ 寺野地区内 児童下校時、夜間10日、20日20時～

7 西市場4・5丁目防災防犯パトロール隊 西市場4・5丁目 週1回　月曜～金曜

8 西市場4・5丁目見守り隊 清洲郵便局→西市場4・5丁目 月・火・木・金曜14時40分～15時40分

9 にしび防災ボランティアクラブ 市内全域 不定期

10 防災カフェはるあき カフェharu-aki-dayori 不定期

11 星の宮学区みまもり隊２ 阿原内通学路交差点 毎水曜・木曜14時50分～15時20分

№ グループ名 活動場所 活動時間

1 坂町若手の会 坂町、清須市内 不定期

2 上条ボランティアクラブ「オアシス」 上条公民館、上条公園、上条町内外 パトロール2・4・5金曜20時～21時

3 田中町見守りネットワーク 田中町公民館、田中町町内 第3土曜9時30分 ～10時30分

4 ビオラ会 阿原公民館 第４日曜7時～17時

5 ヒラソルの会 中学校、児童館、街頭、公民館等 月1回不定期

6 ミライノ株式会社 市内全域 不定期

7 睦み友の会 清洲コミュニティセンター等 不定期

8 明治安田生命保険相互会社清須営業所 不定 不定期

9 横町思いやりネットワーク 横町公民館等
高齢者の見守り活動（毎日）、第１金曜13時～15時（サロン）、第３水曜13時～16時（横町親子シネマ）
第3・4土曜の前日15時～16時（資源ごみ運搬支援）、毎週月曜10時～12時（高齢者買い物支援）
環境保全活動　毎週火曜・金曜午前中、カラオケ交流会　第２・4水曜13時～16時、毎週火曜らくらく運動教室

児童関係

環境美化

防災・防犯

まちづくり
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№ グループ名 活動場所 活動時間

1 音楽サークルべんてん 清洲総合福祉センター等 第２・４金曜13時～16時

2 清洲甲冑工房 ふるさとのやかた地下 火曜・木曜・土曜13時～16時

3 清須健康けん玉サークル 清洲総合福祉センター 第2木曜9時30分～11時30分

4 清須市ガイドボランティアの会 市内各地 月5回木曜・土曜10時～15時

5 キヨスジャズクラブ 清洲総合福祉センター 毎火曜13時～16時

6 清須ひな飾りの会 清洲城等 10～3月

7 清須レクすぽ－にしび 宮前公園 月2回日曜13時30分～15時

8 美・健カルチャー 清洲総合福祉センター 休止中

9 ぷあふあ 清洲総合福祉センター他 第3火曜10時～12時

芸術・文化


