
岐阜県手話サークル協議会
中津川支部かやの実会

行事での手話通訳、福祉生活（料理・交通法令・救急法等）
への協力 

〔勉強会〕
毎週火曜 午後 7 時～ 9 時・毎週木曜午前 9 時 30 分～
11時 30分（中央公民館） 

S50.4.7 691

活動内容No. 団体名・代表者名 発足 会員数

－1－

中津川視聴覚クラブ 16ミリ映写機及びプロジェクターによる映画会、
自作教材作品制作
行政施設等が行う行事をビデオカメラにより記録撮影

S53.4.5 162

音訳ボランティアさざなみ会 図書・印刷物の録音CD作成、視覚障がい者への対面朗読、
福祉施設への朗読による訪問、市広報の音声化・ダビング、
各人への発送 

〔連絡＆学習会〕
毎月、第1・第3木曜日 午前10時～12時（中央公民館）

S55.4.1 173

点訳サークルともしび会 点字本・点字カレンダー・点字時刻表の作成、プライベー
トサービスを行う
視覚障がい者の外出サポート 

〔勉強会〕
毎月第1・第3金曜 午後1時30分～（健康福祉会館）

S56.4.6 114

中津川市子ども会育成指導者
連絡協議会

地域子ども会の日常活動や支部活動の活性化と各種リー
ダーの育成

S41.12.5 206

なかつがわおもちゃ病院 おもちゃの修理・正しい使い方の指導 

〔開院日〕
毎月第2日曜 午前9時30分～12時（市児童センター）

S58.8 35

フレンドリークラブ 福祉施設・福祉団体・個人の要請に協力、老人ホームへの
定期訪問

S59.4.1 147

なかつがわおもちゃ図書館 おもちゃの貸し出し・遊びの指導

〔開院日〕
毎月第2日曜午前10時～12時（市児童センター）

S59.7 38

三菱電機中津川OBひしの実会 保育園遊具のペンキ補修、福祉施設の清掃活動S48.10 6119

中津商業高等学校家庭クラブ 花ふきんの製作及び市内高齢者への寄贈、手作りミニ絵本
製作及び市内幼稚園への寄付

S50.4.1 31810

平成30年度　中津川市社会福祉協議会本所　ボランティア団体名簿

三菱電機株式会社中津川製作所
ボランティアクラブ

障がい者・福祉施設協力、その他の行事協力、収集ボラ
ンティア活動、地域ボランティア活動、環境保全ボランティ
ア活動

H6.4.111 125

中津川更生保護女性会 更生保護、福祉施設への行事協力、その他の行事協力H1.10.1 13612

中津川要約筆記サークル
しでこぶし

中途失聴・難聴者の方へのOHP・ビジュアルプレゼンター・ 
ノートテイクによる情報保障

H8.4.27 1413

会所ヶ丘シルバー会 ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯の庭木手入れや除草、ク
ラブ周辺の花づくり、公共用地の草刈り等環境整備、 子ど
もたちに昔の遊び道具作り等の伝承

H8.6.13 1314

デンソーテン 施設行事の応援、スポーツ活動の指導・推進、
福祉関係行事への参加、労使共催活動

H10.1.17 15015

劇団「ゆうやけ」 保育園や老人福祉施設等で手作り紙芝居を公演H4.1.5 716



活動内容

平成30年度　中津川市社会福祉協議会本所　ボランティア団体名簿
No. 団体名・代表者名 発足 会員数

合　　計 33団体 1,942

－2－

中津川市レクリエーション協会
福祉部

青少年・老人福祉に関わるレクリエーション指導・福祉施
設等への行事協力

H6.4.1 3717

中津川シニアボランティア ● 福祉施設の車いす清掃点検活動
● 小・中・高校生の福祉体験学習サポート
● 福祉施設のイベントのお手伝い

H20.6.24 2918

H18.6.11中津川・午後のにほんご教室 外国の方々への日本語学習支援活動。日本の文化、学習者
の母国の相互紹介。パーティーなどの親睦。
外国人へ日本語を教える。

〔活動日〕
毎週日曜日午後1時から3時
（にぎわいプラザ6階会議室）

719

図書館くらぶ 読み聞かせや福祉施設への図書の普及
特技を活かしたボランティア活動

H23.5.21 4520

パピプペポ 音楽療法や読み聞かせを福祉施設で行うH6.5 721

ケア帽子の会　ひまわり がん患者への脱毛ケア用のタオル帽子（ケア帽子）の製作H27.6.22 2030

スタジオ 240 マジックや歌謡ショーを約１時間の演出H17.4.11 431

志津カラオケ教室 福祉施設での歌の披露を行うH17.4.1 2523

防災士なかつがわ会 市、社協や警察署等と恊働し、防災体験フェスタ、災害士
育成、防災勉強会、家具転倒防止対策等を通して地域・学校・
企業への防災・減災啓発や減災施策の提言・提案。
オリジナルツールを利用して、つれさり防止対策、振込詐
欺対策、火災予防、交通安全等々「安心安全な地域づくり」
に向けての啓発活動の推進。

H23.7.1 11122

ウィルハーモニー中津川 市内福祉施設、高齢者サロン等でのハーモニカ演奏

〔活動日〕
毎月第２・3・４金曜日（中央公民館）

H17.4.1 727

フレッシュすみれの会 月に一回グループホームでボランティア活動を実施H19.1.23 1024

大麦の会 毎月１～４週の火曜日に養護児童施設｢麦の穂学園｣で学習
ボランティアを開催

H25.4.23 1525

チームみらい
中津川市防災市民会議

災害救護活動と防災啓発の両面で活動中。
活動はすべて「災害に強いひとづくり」を目標とし、災害
に強いまちづくりに結実する活動を展開している。

H16.12.16 4526

チェーンオブサバイバル
ネットワーク中津川

応急手当の啓発活動 （応急手当講習会などへの協力）、
災害時の救援活動

H14.4.1 2928

中津川にほんご教室 外国人が地域において安心で安全な生活が出来るようサ
ポートしていく

H13.4 1129

ハーモニカ・アンサンブル
さくらぐみ

老人福祉施設や保育園・学童保育所等でのハーモニカ演奏、
施設利用者との歌唱

H22.9.1 432

あぶくたったの会 ● 読み聞かせ部門：市内保育園・幼稚園・
　　　　　　　　　こども園にて絵本の読み聞かせ
● 学校茶道部門：保育園・こども園で学校茶道を
　　　　　　　　専任講師により指導
● 花壇整備部門：希望する園に花苗等を提供

H27.3.1 933



－3－

活動内容

平成30年度　中津川市社会福祉協議会坂下支所　ボランティア団体名簿
No. 団体名・代表者名 発足 会員数

合　　計 8団体 106

給食ボランティア福寿草 配食サービス（坂下地区、火曜日）の調理・配達ボランティアH6.3.11 221

お弁当配達さくら 配食サービス（坂下地区・金曜日）の配達ボランティアH14. 124

更生保護女性会坂下 子ども見守りあいさつ運動、セルプひまわりお手伝いH1. 135

手話サークルあじさい 手話勉強会・小中学生の手話講座の協力・
地域の聴覚障害者の方々との交流

〔活動日〕
火曜日（月に２回）午後８時～ （さくら苑）

H12.4.1 88

食生活改善サポーター
坂下支部

おせち料理づくり
老人福祉施設でのおやつ作り・夏祭り等の手伝い
若いお母さんと子供の料理教室・老人クラブ会員の料理教
室開催等

166

広報誌「さかしたタイムズ」の音訳テープを作成し、視覚
障がい者の方々に届ける

音訳ボランティアひばり会 H11.6.30 52

地域で親子の交流場所を提供し支援を行う。
季節に合わせた乳幼児向けの行事を行う。

やさか子育てサポーター
さくらっこ

H30.4.1 67

川上配食サービスボランティア
「すみれ」

配食サービス（川上地区、第2・第4水曜日）の調理・配達
ボランティア、（川上地区、第1・第3金曜日）の配達ボラ
ンティア

H6.4.1 243

活動内容

平成30年度　中津川市社会福祉協議会付知支所　ボランティア団体名簿
No. 団体名・代表者名 発足 会員数

合　　計 5団体 157

給食ボランティア「しゃくなげ」 ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯への食事サービスH9.12 711

H9.12配食ボランティア「とまと」 ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯への食事サービス52

H11.4介護ボランティア 老人ホームでの掃除、洗濯物たたみ、話し相手など53

日本赤十字社 付知町奉仕団 寝たきりの方のお見舞い、独居老人給食サービスなど494

H25.4.1こびちゃん ①道路沿いの花植え　②付知中学校への伝統料理継承275

活動内容

平成30年度　中津川市社会福祉協議会加子母支所　ボランティア団体名簿
No. 団体名・代表者名 発足 会員数

合　　計 4団体 62

ささゆりボランティア会 ひとり暮らし高齢者昼食会開催（年 3回）
配食サービス月2回（ひとり暮らし高齢者）の弁当づくり
他　加子母地区社協事業協力

H2. 421

ささゆり読み聞かせ 施設等での読み聞かせ（月1度施設訪問して読み聞かせ）・
音訳　等

H12. 22

かしも米KOMEパン 地元で採れた米を使用して子ども（小学生など）や
高齢者に米粉パン作りを教える。

H26.4.1 103

とまとパン 読み聞かせボランティア、福祉施設に訪問　等H17.4.1 84



－4－

活動内容

平成30年度　中津川市社会福祉協議会蛭川支所　ボランティア団体名簿
No. 団体名・代表者名 発足 会員数

合　　計 4団体 97

蛭川日赤奉仕団 食事サービス、訪問活動、環境整備作業、施設ボランティアS61.4.1 501

おはなしの会 絵本の読み聞かせ、子ども対象のお楽しみ会、
紙芝居等の作成・貸し出し

S59.4.1 92

蛭川防災士協議会 防災の大切さを地域・子ども達へ伝える。
家具転倒防止を行う。

H30.2.5 273

子育てサポータークラブ
ひるかわっこ

● 蛭川で子育て中の保護者やお子さんが交流・
  親睦を図るための場を月2回設ける。
● 季節に合わせた行事を行う。
（場所）蛭川福祉センターやすらぎ荘

H30.4.1 114

平成30年度　中津川市社会福祉協議会福岡支所　ボランティア団体名簿
活動内容No. 団体名・代表者名 発足 会員数

合　　計 8団体 115

手話サークル「すみれの会」 手話の普及活動などによる聴覚障がい者の生活支援、
手話教室の開催
（毎月第1・第３水曜日／
 19：30～ 21：00／福岡公民館にて）

H3.4.1 101

点訳サークル「よつばの会」 広報紙や社協だよりなどの点訳活動による
アイマスク体験・点字教室への講師派遣
点字絵本の作成
（毎週火曜日／19：30～／福岡公民館にて）

H3.4.1 32

やまびこ 福祉施設でのボランティア活動
（洗濯物整理・花壇の手入れ　等）

H9.4.1 53

宅老所かざぐるまボランティア 週５回宅老所かざぐるまの昼食作り、話し相手　等H15.4.1 434

下野夢紙芝居 郷土に伝わる昔話や言い伝えを堀り起こし、小学生と一緒
に作製して、高齢者施設や保育園・小学校等で披露する。
（毎週月曜日／19：30～／福岡公民館にて）

H24.4.1 35

中津川北商工会女性部
福岡支部ボランティア

市内福祉施設等、福祉に関するボランティア活動や要望に
応じた活動を行う。

H28.9.7 126

高齢者サロン笑顔の会 福祉施設やふれあいサロンで、作品作りの手伝いや、
行事の手伝いを行う。

H29.8.8 137

ふくおか赤十字奉仕団 福祉施設の清掃等H26.6.9 268


