令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

連絡先

アオヤギ ウクレレサークル

地域仲間作り、親睦を図り、歌・楽器の向上を図り地 毎日曜日に勤労福祉センターにて打合せ練習。市内 市内各福祉施設 勤労福
域に貢献する。
各福祉施設での慰問活動を中心に行っていく
祉センター

2

アンサンブル市川

生涯学習、社会教育活動の一環として、吹奏楽の普 ・定期演奏会の開催 ・各種依頼演奏会 ・市内文化
全日警ホール、勤労福祉
及およびコミュニティー等の連携による地域に根ざし 行事への参加 ・その他本会目的の達成に必要な行
センター
た音楽活動の実現
事への参加

冨樫 浩一

3

イキイキレインボーグループ
人のなかへ地域のなかへ

北方町４丁目地域で”慰問”若宮小学校下校時の防
・月２回ＰＭ３：００～挨拶を交わしながらの下校時パ
犯パトロールを目的とし、会員相互の親睦・地域の
トロール
北方町４丁目
皆様とのあいさつ運動を行い、安心安全の地域を目
・サンシルバー市川さんへ「合唱」で参加
指します。

佐久田 眞由美

4

いくじネット いちかわ

子育てをキーワードに地域のネットワーク作り、異分
野の団体や異世代との交流、子育て中の親への夢
①サロン開催（北方・若宮）
実現支援・協力・情報提供、子育てサークルの立ち
②ベビープログラム赤ちゃんが来た！開催
上げおよび活動支援、子どもが健やかに育つための
③地域・他団体とのつながり作り
支援・情報提供、男性の育児参画・女性の自立や社
会進出を支援

5

舞踊、唄、南京玉すだれ、指笛、声帯模写、落語、マ
ジック、フラダンス、大正琴、腹話術などバラエティー
デイサービスセンター、老人ホーム等を慰問し、福祉
ディサービスセンター、老
市川演芸ボランティアグループ
に富んだ内容で、毎月施設等を慰問し、施設内の住
ボランティア活動で社会に貢献する
人ホーム、公民館等
民の方々に十分お楽しみ頂き、日常生活に一時の
潤いを差し上げています。

1

青柳 努

若宮公民館、北方第二公
園管理事務所、代表者宅、 幸前 文子
市川教育会館

北澤 良一

連絡先☎

090-5193-9334

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

有

特になし

090-6542-9863

有

楽器演奏の
経験がある。
楽器を所有
している。

047-338-3028

有

特になし

047-336-2614

有

子育て支援
に関心のあ
る人

047-371-0589

有

一芸の出来
る人
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No.

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

6

特定非営利活動法人
いちかわ子育てネットワーク

子育て支援者のネットワーク作りと子どもを望む人た
ち、妊娠・出産を迎える人たち、子育て中の人たちな
どの「子育てに関わる人たち」がつながり、誰もがキ
ラキラ輝くことが出来るまちづくりに寄与することを目
的とする。

子育てに関わるネットワークの事務局担当（子育て
応援メッセ実行委員会、子育て交差点実行委員
会）、講座開催のアドバイス（市川市男女共同参画
課）、子育て中の人向けの講座開催（多胎児、社会
参画等）、地域とのつながりづくり（企業、商店街、大
学等）、子育て中の人の声あつめ

7

NPO法人
市川ことばの会

発達や言語に偏りやコミュニケーションで困っている
児童に対して偏りの改善や困り感の改善をめざし、 親子遊び、言語発達を促す言語療法、母親への育
より望ましいコミュニケーションを習得し、より望まし 児支援など
い地域生活を送れるよう支援する。

8

グループ名

市川子どもの外遊びの会

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

連絡先

全日警ホール、信篤公民
館、中央公民館、男女共同
幸前 文子
参画センター、勤労福祉セ
ンター

菅野公民館

連絡先☎

047-336-2614

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

新規会
員
の募集

有

子育ての
ネットワーク
作りに関心
のある人

有

ことばや発
達に困って
いる親子

有

外遊びに関
心があり、プ
レーパーク
の活動に理
解のある方

047-356-0007

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
子どもが「自分の責任で自由に遊ぶ」ことができる外 子どもたちが自然の中で自由に遊べるプレーパーク
宮久保プレーパーク、里見 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
遊びの場を地域と共に作り、子どもたちが外で遊ぶ の運営。「プレーパーク市川冒険あそびぼ」「出前あ
公園、中央公民館
姿が見えるまちづくりを目指す。
そびぼ」など。
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007

新規会員の
条件内容

9

ＮＰＯ法人 市川子ども
文化ステーション北地区

①子どもの舞台芸術の創造、鑑賞普及のための活
主に、市川市の子どもに対して、自主的、創造的、そ
市内公民館、地域ふれあ
動及び支援 ②子どもの自主的な遊びの体験、創造
して文化的な体験活動を行ない、豊かな人間性を育
い館、勤労福祉センターな 斯波 優江
体験、社会体験の活動の推進 ③地域の子育て支
む地域社会づくりに寄与することを目的とする。
ど
援（子ども食堂の実施含む）

047-339-7744

有

子ども、文
化、芸術、遊
びの体験を
することに、
企画・運営す
ることが興味
のあること

10

ＮＰＯ法人 市川子ども
文化ステーション 行徳地区

①子どもの舞台芸術の創造・鑑賞普及のための活
主に市川市の子どもに対して、自主的、創造的、そし
市内公民館、南行徳市民
動及び支援 ②子どもの自主的な遊びの体験、創造
て文化的な体験活動を行ない、豊かな人間性を育む
談話室、駅前公園研修室、 濱 美幸
体験、社会体験の活動の推進 ③地域の子育て支
地域社会づくりに寄与すること。
地域ふれあい館他
援

047-395-7670

有

４歳以上の
子どもから
大人
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No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

ＮＰＯ法人 市川子ども
11
文化ステーション中央地区

市川市の子どもに対して、自主的、創造的、そして文
化的な体験活動を行ない、豊かな人間性を育む地
域社会づくりに寄与する。舞台鑑賞を通して子どもの
創造力、感性を育む。様々な体験活動を通し、コミュ
ニケーション力、自己肯定感を育む、他

12 市川市赤十字奉仕団

赤十字地域奉仕団として地域のニーズを探り赤十字
①施設ボランティア（高齢者施設、障がい者施設）
の理念である「人道の実現」に基づいた活動を実践
②点訳奉仕
し地域の人々との信頼関係を探め、より良い地域社
③献血奉仕
会づくりに努めるよう活動しております

13 市川シニアアンサンブル

合奏を生きがいととして、音楽力を高めながら、音
楽・団員相互の交流を楽しむとともに、社会奉仕活
動をする。

すべての人々に対して、子どもからお年寄りまでの
特定非営利活動法人
三世帯交流の精神のもとに、市民による自主的な文
14
いちかわ市民文化ネットワーク 化芸術活動に関する事業を行い、創造的で文化的
な地域社会づくりに寄与する事を目的としています。

15 市川市ユースホステル協会

ユースホステル運動を推進し青少年の健全育成を
目的とする

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

舞台鑑賞（幼児から大人）、子ども体験活動（忍者修
行、キャンプ、マジック教室）、子どもが作るまち「ミニ
市内施設・公園等
☆いちかわ」、子育て支援（ひろば、幼児サークル）
等

福祉施設、地域イベントでの出前演奏

連絡先

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

090-6013-4891

有

特になし

清山荘、ナーシングホーム
市川、フォルテ行徳、いぶ
き作業所、きらら作業所、 秋元 幸子
レンコンの家、街頭献血、
松戸献血ルーム

047-327-4727

有

なし

東部公民館

鎌田 光博

090-9585-5041

有

シニア（50歳
以上）の器
楽愛好家

吉澤 良美

047-369-7522

有

なし

047-472-6370
090-3240-7365

有

なし

ハンデの人達を真ん中に、家族や地域の三世代市
民が一緒になって、ミュージカル表現に取り組むこと
で、出会いと交流を楽しみ、創造する喜びを体験し、
公民館等
達成感と自己尊重を味わい、文化的で人間的な地
域の絆を深めていく。面白い活動は人を街を元気に
する！を実践する

谷口 紀子

連絡先☎

ユースホステル運動で野外旅行活動を推進するた
市川市内及び市川市を起
めのボランティア活動及び老人ホームでの清掃ボラ
加藤 伸二郎
点に活動
ンティア他
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No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

16 市川点訳音訳友の会

・図書館、盲学校、個人以来の点訳書・点訳データ、
点訳・音訳の技術をもって視覚障がい者の方のお役
音声データの作成 ・小学校等での点字講習会
市川市中央図書館
に立てればと思っています。
・対面朗読 ・途中失明者の方の点字講習会補助

17 いちかわ八樹の会

市川市の自然環境の整備と保全活動を行い、地域
市川市内およびその他地域の森林、竹林、草地、湿 市川市大町69-2番地
と共生し、広く社会に貢献するとともに、会員相互の
地などの整備・保全活動
柏井町2丁目971の一部
親睦を図る。

連絡先

田中 瑞代

連絡先☎

047-337-6463

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

・「社会参加活動」として、少年たちと一緒に地域の
少年・少女達に兄や姉のような存在として、一緒に悩
活動に参加。
み一緒に学び、一緒に楽しむボランティア活動を行
・少年との「ともだち活動」（学習支援や一緒に遊ぶ
う。
等）

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
主に市川市内の公民館等 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
公的施設、少年宅
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007

19 市川東ハーモニカクラブ

学習活動を通じて社会に貢献する

老人ホーム

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

マジックを通して子どもからお年寄りまでの生きがい
マジックを通して子どもからお年寄りまでのふれあい 市内全域、要請ある場所で
20 ウエスタン・マジッククラブ市川 作り事業による社会貢献、会員の技術向上、相互の
今野 邦夫
の場を作り、市内各地域の方々に夢と元気を与える 出張実演。中央公民館
親睦を図ることを目的とする

新規会員の
条件内容

有

点訳 第１２
４水曜日に
活動できる
朗読 第1
日、第3水曜
日に活動で
きること

有

緑のボラン
ティアに関心
があり、会が
認めた人

有

市川市で活
動が出来る
方

有

なし

有

市川市内及
び近隣都市
に居住し、マ
ジックを愛好
し、本会の趣
旨に賛同す
る方

047-356-0007

18 市川ＢＢＳの会

皆様と演奏を通じて和を大切にしたいと思います。

新規会
員
の募集

047-356-0007

047-338-1256
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No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

①市内の病院・老人ホー
ム・ディサービス等へ出向
いてのボランティア活動。
②公共施設（アイリンク展 正田 久美子
望４５Ｆ、市立動植物園等）
での演奏活動。③曽谷公
民館（活動のための練習）

090-8111-1895

有

ウクレレ初心
者および経
験者

市川市・浦安市内の公民
館・公共施設・自治会館等
小澤 眞弓
の会議室と高齢者施設（訪
問先）

047-336-4107

有

唱歌・童謡を
好きな方

有

なし

21 ウクレレ曽谷

１．歌とウクレレ演奏を通してボランティア活動を推
進し、地域社会に貢献していくことを目的とする。
市川市内の病院や老人施設等からの依頼に基づ
２．音楽を通して会員相互の親睦を図り、豊かな人
き、歌とウクレレ演奏を行っています。
間関係を養うと共に地域文化の創造と発展に資する
ことを目的とする。

ＮＰＯ法人
22 歌のボランティア・いちかわ
シャンテ

当法人は高齢者施設入所者等に対して、音楽療法
に基づく唱歌・童謡等の指導に関する事業等を行
い、高齢者のメンタルケアに寄与する事を目的とす
る。

23 大野♪笑胡二胡の会

二胡演奏を通して社会と人とのつながりを実感し聴
合同演奏を通して二胡という楽器を知ってもらい、そ
いていただく方々に喜んでいただける様に技術を高
大野公民館
の音色を楽しんでいただきたいと思います。
め練習に励む事

①市内の公共施設等を拠点に、会員の住む地域の
施設を定期的に訪問し、ともに唱歌・童謡を歌う「唱
歌ボランティア活動」を行う。②ボランティア育成のた
めの養成講座、認知症、介護、音楽療法等に関する
研究会を一般に向けても開催する。

令和３年１０月１日現在

24 おてだまクラブ

依頼があれば、手作り出来る作品なら活動日に皆で
視覚障がいの方も参加して、親しみながら文化祭に
作って提供できます。（例布のおもちゃ、おてだま、な 行徳公民館
出品（販売）し収益金を寄付し、車いすを送る。
ど）

ＮＰＯ法人
25 親そだちネットワークビジー・
ビー

妊娠中から乳幼児期の親育ちの支援、援助を通し
て、温かさが伝わりあうまちづくりをめざします。

・赤ちゃんサロン「みつばちっこ」鬼高・新井・信篤・本
行徳、・菅野おそとサロン・みつばちっこサロン本八
市内公民館等
幡、・子育てネットワーク事業、・親支援講座、みつば
ちキッズ、・わらべうたサロン

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

赤尾 喜代子

047-395-9482

有

※記載無し

伊藤 雅子

080-2020-6248

有

※記載無し
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No.

26

グループ名

ＮＰＯ法人
行徳自然ほごくらぶ

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

「よみがえれ新浜」を合言葉に、水鳥をはじめとする
多様な湿地環境を維持する為に、補修や新たに手を 市川野鳥の楽園、野鳥病
いろいろな生き物が住みやすい湿地環境の復元を
加えて作ったり等を行う。
院
目指す。

連絡先

野長瀬 雅樹

連絡先☎

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

047-397-9046

有

特になし

047-321-3118

有

特に無し

27 グリーンハーモニカ

市川公民館に於いて、月２回（第１、第３）水曜日１０
定期訪問：オアゾ市川、不
不定期の訪問ボランティアの回数をもっと増やし、年
時より１２時まで、講師の指導のもとハーモニカの練
定期訪問：東電デイサービ 井上 昭子
６回以上は積極的に計画していきたい。
習を行っている。
ス、学研ココファン本八幡

28 クリオネ

不登校や学校へ行くことがつらくなった子どもを持つ
親が,会の中で辛さや不安など、今悩んでいる思いを
語り合い、分かち合うことで支え合います。親が子ど
もにゆとりを持って接することが出来るようになると、
子どもは安心し、自己肯定感が回復していきます。

毎月第4土曜日に開催する例会（親の会）（12月は第
3土）
勤労福祉センター本館また
6月「不登校経験者による体験談と懇談会」（予定）
波多野 真奈美
は市内公共施設
2月（或いは3月）講演会「専門講師による講演会」
（予定）

047-379-7519

有

不登校や学
校に行きこと
が辛くなった
子どもと向き
合っている
親・家族

29 ぐるーぷ いさり火

朗読の学習を通して自己の向上を図り、これをボラ
ンティア活動に活用する

お話会、読み聞かせ、デージー図書作成、視障会の 市川駅南公民館・市川公
方と交流
民館・

047-335-8332

有

どなたでも

30 グループひまわり

北方1丁目2丁目地域で”何か役に立ちみんなが喜
んでいただく”元気になる発想から発足してきまし
た。

☆地域の真間川桜並木の清掃活動 年３～４回
☆北方２丁目中央公園清掃、草取り 毎月１回

無

※記載無し

北方1．２丁目、鬼越地域

平野 春子

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

31 傾聴ボランティア「赤とんぼ」

32

傾聴ボランティアサークル
「うさぎの耳」

33 こころのケア コスモス

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

高齢者に対して傾聴ボランティア活動を実施。そのこ
とを通し高齢者の心の健康を支援していく。同時に ５ヶ所の高齢者施設を月１回ずつ訪問し、傾聴ボラ
会員相互の学びと和を大切にし、心豊かな自分づく ンティア活動を行う
りをする。

本会は「高齢者への傾聴」を通じて社会に寄与し、ま
た会員自身の成長を目指すと共に、会員相互の友
好親睦に努めることを目的とする。併せて高齢化が
進む社会の中で、「傾聴」に関する社会的な認知度
の向上に努める。（会則の目的から）

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

ナーシングホーム市川、グ
ル―プホ－ム市川、イリー 市川市社会福祉協議会 047-320-4002
ゼ市川、まどか本八幡東、 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
アズハイム市川アネック
ス、東部公民館（例会、学 行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007
習会）

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

有

傾聴基礎講
座修了者

主に高齢者入所施設（8か
村山 慎一
所）

047-373-3880

有

傾聴ボラン
ティア養成講
座修了者、
それに準ず
る人

「こころのケア」を主眼とした活動に取り組み。健康寿
命の延命伸と安心して活き活きとした生活ができる .高齢者施設等を訪問し傾聴活動他
社会の実現に寄与することを目的とする

ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ（原木）他

047-399-1842
090-6930-3926

有

地域住民の
方々で会の
活動に賛同
される方他

東京歯科大学市川総合病
院、市川あさひ荘、ハート
ケア市川、ホワイト市川、
太田 静恵
東電さわやかディサービス
真間、ライフ＆シニアハウ
ス市川、個人宅

047-376-1785

有

フレンズ主
催講座受講
者

090-1059-1402

有

マミー養成
講座の受講

高齢者入所施設へ訪問し、傾聴をする。
高齢者の自宅を訪問し、傾聴する。
会員のスキルアップのための学習会の実施
傾聴ボランティア養成講座の企画・実施

内山 要子

34

心のふれあいボランティア
「フレンズ」

特別養護老人ホーム、介護唐人保健施設、個人宅
高齢者・障害児者・介護している親族の方達を対象 での話相手、病院内で患者とその家族を対象に院内
にふれあい、お話し相手（傾聴）の時を持つことを目 案内、話し相手（活動場所）東京歯科大学総合病
的とする
院、市川あさひ荘、ハートケア市川、ホワイト市川、
東電さわやかディサービス真間、個人宅

35

子育てサポーター
“アンティ・マミー”

月1～2回。一回2時間。1歳半～就園前のお子さんを いきいきセンター北国分、
子育て中のお母さんたちに息抜きタイム（自由時間）
複数でお預かりして一緒に遊びます。保育士の先生 風の谷こども園、やまぶき 若林 寿江
をプレゼントする
も同伴するので安心です。
園、市川公民館

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

主な活動場所

36 サンシャイン・クラブ

サンシャインクラブの活動を通じ社会に寄与すること
を目指し、幅広い年齢層の中で様々な活動を通し
て、以下の目的を達成する。「心身の健康づくり」「自
立の精神を養う」「人生に役立つ技能を体得する」
「社会に奉仕できる能力を身につける」「誠実・助け
合い・自信・及び人類愛を持つ」

37 手話サークル 汐風

ボランティア活動精神に基づき、その活動を通して聾
者及び身障者との親睦を深めボランティアの向上、 会員相互ならびにに聾者及び身障者との親睦（手話
行徳公民館
充実を図るとともに地域社会に寄与することを目的と の勉強）
する。

38 食ボランティアかすみ草

弁当配食サービス

39

心理リハビリテーション
市川なのはな会

40 菅野ウクレレクラブ

1.野外キャンプを始めとする様々な体験活動
2.地域の福祉活動に関する活動
3.地域の各種団体と親睦に関する活動
4.講習会、研修会等の開催

弁当配食サービス

令和３年１０月１日現在
連絡先

野外キャンプ場（市川市を
加藤 光男
中心とし各地キャンプ場）

若宮公民館

野上 爾朗

連絡先☎

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

047-375-2700

有

※記載無し

047-398-5280

無

※記載無し

無

※記載無し

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

伴 彧子

047-374-2563

有

※記載無し

080-5504-8403

有

特に無し

心身障がい児者への療育

心理リハビリテーション動作法を用いて、障がい者と
大洲ふれあいセンター
社会参加を容易にすること

ウクレレサークルを通じて会員相互の親睦を図り、
豊かな人間関係を養うとともに、市民との交流・親
睦、更には地域文化の創造と発展に資すること。

東電さわやかデイサービス
高齢者施設または社会福祉協議会主催行事に参加
真間、ケアフルクラブジム
し、ウクレレの伴奏で、入居者・来場者の皆さまと共
岩澤 ちづ子
フローラ、大洲デイケア
に懐かしい歌・童謡等を歌う。フラダンスも行う。
サービスセンター等

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

41 すがの会

”育てよう子ども達、大切にしようねお年寄り”をス
ローガンに、高齢者になっても今まで生きてきて培っ 紙芝居は５作の話をＤＶＤに記録し、菅野公民館の
た経験や知恵・技術そして心を、次世代を担う子ども 自主講座の教材として使用予定。その他紙芝居もＤ
達のために少しでも役立つような生き方に生きがい ＶＤに記録予定。
を持って様々な活動を行っています。

42 なづな会

近隣の高齢者と親睦を図る為、月1回ボランティア会 月１回会員全員で手作り弁当を食べ、軽い体操、歌
員の手作り弁当を食べ、近所の友達作りの手助けに を唄ったり、おしゃべりを楽しみ親睦を図る。年1回バ 大野公民館
協力
スハイクを楽しむ。

連絡先

菅野公民館、菅野小学校、
てるぼサロン、中山清華
園、行徳本伝寺、本塩子ど 河西 明子
も会、須和田老人会、曽谷
老人会、その他

43 ちばぎんＶネットクラブ

①市川市内の千葉銀行営業店（４ヶ店）周辺の定期
千葉銀行の役職員及びＯＢとその家族が個人で行う
清掃②江戸川クリーン大作戦への）参加③収集ボラ
ボランティア活動をバックアップすると共に、県内各
ンティア
※記載無し
ボランティアセンター等ボランティア関係団体との対
上記の他「ちばぎんの森」県内２ヶ所での植樹、下草
外的窓口
刈りの実施、ベルマークの収集

44 点訳ビーアイ

視覚に障害のある方の為の点訳活動。教材や地域 地域で視覚障がい者の活動のための資料作成、市
中央図書館、行徳図書館
活動のための資料作成等
内図書館からの依頼本の点訳、製本等。

東海面公園内の花壇の管理及び公園内の清掃を行 東海面公園の花壇の管理及び公園内及側道回り清
東海面公園
いきれいな環境作りを行う
掃

047-322-8087

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

早坂 義光

043-301-9284

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

45 東海面公園花の会

連絡先☎

047-356-0007

新規会員の
条件内容

有

参加できる
人

有

調理のお手
伝いをしてく
ださる方

無

※記載無し

有

点字活動を
ボランティア
としてできる
方

有

健康で週3日
以内、2～3
時間以内の
お手伝いの
できる方

047-356-0007

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

新規会
員
の募集

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

連絡先

46 東葛市川福祉会

常に新しい知識を身に付け、地域のリーダーとして
幅広く仲間を幅広く仲間つくりを図るとともに自ら学
んだ成果を地域活動に役立て社会参加による生き
がいの高揚に資することを目的にします。

・人と人をつなぎ人が幸せに暮らせる街、地域の人と
のふれあい
・こころと心がつながり合う地域社会の創造
。特に力を入れておりますこと。知的障害者施設、作
業所、施設のお手伝い・・・

47 東部マンドリーノ

地道な練習活動を通じて会員自身相互の奏法技術
や意欲の向上を図り、人の和を尊重しあい、友好と
親睦に努め、マンドリン合奏の向上とボランティア演
奏・依頼演奏主催演奏を通じて大勢の皆様に楽しん
でいただき、多くの方々にマンドリン合奏を広めて地
域の文化活動の一助になることを目的としていま
す。クラシック・ポピュラー・懐かしい童謡や歌謡曲等
練習をしております。

老人養護介護施設やデイサービスに出向きマンドリ
ン演奏をし、音楽の力で聴いてくださる方の気持ちを
明るくふれあいを大切にしていきます。ボランティア
演奏は懐かしい演歌やポピュラー曲など。演奏日時
市川市内各所
は、火曜の午後の時間が望ましいですが詳細は相
談させていただきます。聴いてくださる方も歌と打楽
器で参加をしたり奏者と一緒に音楽を盛り上げま
す。

酒井 恭子

48 なのはな奉仕会

演芸を通して笑顔と元気を届けるのを目的としてい
る

依頼のある各施設及び敬老会・子ども館・地域イベ
ント参加での、民謡・演歌・手品・踊り・かっぽれ・腹 演芸ボランティアの依頼が
佐藤 弘二
話術・銭太鼓・南京玉すだれ等、要望に応じて１５分 あった各施設
～１時間演技（１名１５分間）実施

ナルク市川拠点
49
生きがいづくりの会

自立・奉仕・助け合いを基本理念に、一時間一点の
ボランティア活動の点数を手帳に蓄え、自分と家族
の為に使うことが出来る全国的組織のボランティア
団体で自立のための同好会１3と例会,コンサート、公
開講座、市民まつり、ボラ協まつり、ＮＰＯまつりの諸
活動を行っています。

会員同士の助け合い活動は家事援助や送迎・話し
相手・庭の剪定などがあります。自立の活動は認知
症予防の活動として重視して、会員以外の一般市民
にも参加してもらい、ナルクを知ってもらい、会員に
なってもらっています。健康マージャン、太極拳、民
謡三味線市川、行徳、音楽体操を３ヶ所（宮田、信
徳、行徳）、カラオケ、盆だんす、演芸、絵手紙、健康
ウォーク、手づくり、おしゃべりサロン、名画劇場、．う
たごえ２ヶ所などがあります。

ナルク事務所・市川公民
館・市川男女参画セン
ター・宮田ふれあい館、勤
労福祉会館、市川文化会
館など

桑原 磐男

50 日本ボーイスカウト市川第２団

野外活動を中心とした青少年の徳育
より良き社会人となるため。

ボーイスカウト活動
貼付資料（総会資料）参照ください。

東部公民館 市川市民
キャンプ場

立川 征彦

連絡先☎

・市内一路会グループ各施
市川市社会福祉協議会 047-320-4002
設（かしわい苑他） ・明松
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
園 ・市川市ボランティア
協会の行事（キャンプ・研
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007
修）

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

有

会の趣旨に
賛同する人

047-337-9101

有

老若男女を
問わず、マン
ドリン・ギ
ター経験者

047-357-2490

有

得意芸のあ
る方

047-322-1885

有

自立・奉仕・
助け合いの
基本理念に
合意できる
方

047-335-2791

有

小学校1年
生以上子供
及び大人

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

連絡先

ＮＰＯ法人 日本和運動開発
51
協会

一般の方々を対象にメタボ予防、ロコモ予防、転倒
市内、市外のサロンやディサービスでの椅子に座っ
予防、リフレッシュを目的に健康増進事業の企画、イ
市川市内・千葉県内・福島
たままできるストレッチ、脳トレ、手ぬぐい体繰体験講
栗原 栄子
ベント等を実施し、健康でイキイキと楽しみながら
県相馬市 他
座実施
日々をおくってもらえる健康サポート

52 野ばらの会

左記の目的で年１回の定期コンサートの開催。福祉
音楽を通しての障害者、高齢者、健常者との交流を
市内および市近辺の福祉
施設等への慰問コンサート。その他各種イベントへ
図る。若手音楽家の発表の場を提供する。
施設等
の参加

行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

市川市市内と船橋市内の老人ホームを月２回慰問し
老人ホーム、町会、夏まつ
ばか面踊りの向上とこれからの老後を豊かにするボ ております。船橋社協と市川社協の案内などを通し
り、学校、（小学校）、敬老 岩淵 正人
ランティア活動を続けて行なおうと思っております。 て老人ホームに行っております。船橋の民族芸能、
会
ばか面踊りです。

54 バディーズ

市川市と近隣に暮す外国人の主に主婦の方に息抜
きできる場所・くらしや子育てに関する情報を提供す
る。また日本文化（お茶・着付け）の体験等主婦同士
の国際交流を目的とする

55 ぶどうの木

047-307-1170

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

53 ばか面おどり交流会

外国人の方に、日本の季節に合わせた行事・お料
理・お茶、着付けなど日本の文化を体験して頂く。ま 市川駅南公民館
た、外国の方にその国の料理や文化を紹介していた 男女共同参画センター
だく。

連絡先☎

047-338-5005

新規会員の
条件内容

有

当ＮＰＯ法人
の活動に参
加

有

音楽を愛し
且つボラン
ティア活動に
理解のある
方

有

※記載無し

有

※記載無し

有

知的、身体
的障害のあ
る子ども達
に理解があ
り、一緒に活
動できる方

047-356-0007

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

新規会
員
の募集

047-356-0007

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
知的身体的障害者のある子どもたちと保護者との交 ゲーム、工作をお当番のボランティアが交代で分担
大洲防災センター・市川三 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
流を通して人間の尊厳をお互いに認識しあう事を目 して行います。その後、保護者と子ども達と一緒にお
本松教会・新宿御苑
的とする。
菓子を食べながらお茶を飲み話し合い終了
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

主な活動場所

56 ブラスムジークシュベルマー

吹奏楽を通じ音楽文化の普及啓蒙に努め、地域文
化の発展に寄与することを目的とする。

57 ブラック・キャラバン

パネルシアター、ブラックシアターの公演を通して子
ども達（観る方達）とコミュニケーションを計り、楽しい パネルシアター・ブラックシアターの公演
ひと時を過ごしていただく。

58 ポテトの会

高齢者を対象に毎週水曜日（夕食用）に家庭の味を 地域、公民館、その他で食に関する依頼があれば出
市川公民館調理室
お届けしています。
来るだけお手伝いします。

59

・障がい者音楽活動支援
・各種施設訪問

令和３年１０月１日現在

市川駅南公民館

連絡先

古川 建

連絡先☎

080-4346-6419

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
市内保育クラブ、デイサー 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
ビス
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007

加藤 京子

047-322-7855

新規会
員
の募集

有

吹奏楽経験
者

無

記載なし

無

50代60代の
申込みがな
いため

市川市を多くの人々に知ってもらうために歴史・文化
市川市社会福祉協議会 047-320-4002
月２回の定例会や会員の研修を行い、申込みの
市川市内全域(市内を主に
ボランティアガイド市川案内人 を学び、市・公共団体や個人市民グループの行事な
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
方々に案内しガイドを行う。市、市内団体の行事など 5コースに分けてガイドして
の会
どを希望する団体個人にガイドする。市の行事など
に協力する。公民館や清華園での講座開催。
いる）
にも協力し活動をすることを目的にしている
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007

60 ポロヴィーナ

ベリーダンスを披露すると共に簡単なダンスを一緒
月２回程度、障がい者施設や高齢者施設へ慰問す
に踊ってもらうことで体を動かし健康増進をはかりな
る
がら楽しんでもらうことを目的とする。

高齢者施設

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

新規会員の
条件内容

0 ※記載無し

無

ベリーダンス
という特殊な
ボランティア
のため

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

61 万葉グループ

地域の方が少しでも快適に過ごせるように環境作り ・武蔵野線市川大野駅周辺の草むしり
の手伝い
・大野３丁目、４丁目地域内のゴミ拾い

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

市川大野駅周辺
大野３丁目、４丁目

連絡先

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

047-337-3834

有

記載なし

62 緑のみずがき隊

ホタル、トンボなどの生息する水辺と水辺を取り巻く
自然生態系を復活させ、ボランティア自身が自然に
対する意識を高めると共に、子どもたちをはじめとす
る多くの方々に、直接自然と触れ合うことの出来る
フィールドを提供することを目的としています。

・環境教育プログラム『緑の寺小屋』『緑の楽交』の
実施。・地元小学校への教育水田や環境教育の
市川市社会福祉協議会 047-320-4002
フィールド「北方ミニ自然園」及び人材の提供。・「北 北方ミニ自然園（北方町4
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
方ミニ自然園」の維持管理作業。・大柏第一調整池 丁目）・大柏川第一調節池
緑地（北方遊水池）でのボランティア活動（草刈・ゴミ 緑地（北方遊水地）
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007
拾い）。・水と緑を生かした街づくりの調査・研究と各
方面への提言

有

特になし

南行徳駅前ロータリー
63
さわやか花の会

南行徳駅前ロータリーを明るく、皆さんに喜んでいた
だけるように、花と緑の町づくりに、やすらぎの場を
提供すると共に、私達ボランティアと地域の皆さんと
交流の場として、美化清掃も行い、街の活性化を
図って、南行徳駅前を明るく、花や木を増してすてき
な街にしています。

年間を通して２～３回、その季節の花を植えます。毎
週水曜日の朝９時より、３０分くらい水やり、草取り、
南行徳駅ロータリー
ゴミ拾いを行います。（夏の８月は水やりを増し、朝
6：30～行います。）

有

花の好きな
方、一緒に
楽しく活動出
来る方どな
たでも。

64 南行徳花組

高齢者に元気をあたえる。よさこいを通じたボラン
ティア活動。

よさこい。老人ホーム・ディケアをはじめとする介護
施設

有

踊りが好き
で楽しめる
方

65 南行徳

市川の町、特に私達の住んでいる地域を住みやす
い街にしようという思いから設立。平和・教育・環境・ 南行徳公園内と外周辺の清掃活動。行政・地域・ボ
南行徳公園内
災害などのあらゆるボランティア活動を通して、地域 ランティア参加
の発展の為に自発的に取り組む

無

未記入

ﾋｭｰﾏﾝｻｰｸﾙ

南行徳公民館

木場 理江

連絡先☎

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

永井千代子

090-3002-4575

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

66

グループ名

ＭＯＡ食育ネットワーク千葉・
ハピネスクラブ

67 要約筆記サークル ひびき

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

市民の健康増進と健康寿命実現を目的に、MOA自
然農法の米や野菜と無添加自然食品を使い、塩分
や過剰な油を控えた「元気になる食事法」食育セミ
ナーを開催しています。身体だけでなく精神的にも豊
かな生活を送る為、岡田式健康法（浄化療法、花セ
ラピー、茶の湯、笑いヨガ、体操）を実施します。

自然農法産の米や野菜、自然の調味料を使い「元気
になる食事法」をテーマに食育セミナーを年６回開
催、他に手づくり味噌づくり、収穫体験として竹の子
堀り、いも堀りバスツアー、オープンガーデンに参加
して花による癒し、市民祭りに参加し自然農法野菜
販売や岡田式健康法を紹介

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

連絡先

市川公民館、行徳公民館、
南行徳公民館、宮田地域
ふれあい館、冨美浜地域 齋藤 政博
ふれあい館、市川市民会
館、会員自宅等

千葉県中途失聴者・難聴者協会の会議での情報保
筆記奉仕員としての知識及び技術を習得するための 障協力
勉強会及び難聴者との親睦、ボランティアを通して、 千葉県中途失聴者・難聴者協会との合同行事での 市川公民館
要約筆記を必要とする方への理解を深める
情報保障協力
市内手話サークルでの情報保障協力

連絡先☎

047-322-7239

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

有

特になし

有

県・市主催
の要約筆記
奉仕員養成
講座、要約
筆記者養成
講座受講

047-356-0007

68 よさこいレディーズ

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
よさこい踊りを通じて会員の親睦を図る ・新曲踊り グループホーム、老人施設、敬老会病院、自治会の
中山病院、老人施設、地域 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
の習得と演技の向上 ・ボランティア活動を通じて お祭りなどでよさこい踊りを披露、ふれあい活動、簡
ケア
多くの方に笑顔をお届ける
単なよさこい踊りの指導
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007

無

※記載無し

69 ライトビッグタウン

大町地区における地域貢献

047-337-4251

有

特になし

047-370-1472

有

※記載無し

70 ルナ・ウクレレクラブ

ウクレレ演奏の学習と唄の学習、デイサービスセン
ターや老人福祉施設への演奏慰問活動

月１回松飛台駅前清掃

松飛台駅周辺

川又 温

公民館活動の協力
福祉・介護施設への慰問演奏

柏井デイサービスセンター
愛コミュニティーホーム市
川南
齋藤 恵子
イリーゼ市川
ニッケあすも

令和３年度 市川市社会福祉協議会 登録ボランティアグループ 一覧表
No.

グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

令和３年１０月１日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会
員
の募集

新規会員の
条件内容

71 朗読「和」の会

朗読を通して女性の生き方を考え又地域の文化に
貢献、子ども達に美しい日本語の文化を伝えていき
たいと思います。依頼があれば出前朗読として幼稚 デイサービスあやめ
園、小、中学校、シルバーグループでの公演もしてい 老人ホーム太陽と緑の家
ます。又「和」の会の公演として年1回市民会館での
でコンサートをしています。

あやめディサーﾋﾞｽ（第2土
曜日）
今枝 明美
老人ホーム太陽とみどりの
家（各月第2月曜日）

047-392-4755

有

特にありま
せん

72 ローズオブ市川

市民の花であるバラを愛し育てる技術を高め、バラ
一杯のまち”いちかわ”を作ること

・市内各公園etcのバラの手入れ、剪定、清掃
・バラフェスタ手伝い

市内各公園（里見・須和
市川市社会福祉協議会 047-320-4002
田・南行徳・大洲・広尾・行 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
徳駅前・大野動植物園）及
び京成ロータリー
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
047-356-0007

有

バラ年間育
成講座終了
生

73 ロータス

きれいな地域：市川

毎月1回、第4日曜日10～11時南八幡公園とその周
南八幡公園
辺の清掃をしています

有

特にありま
せんが健康
な方

有

特になし

74 Ｒｅ－Ｌｉｎｋｌｅ（リ・リンクル）

①高齢者施設への歌や体操などのレクリエーション
子供や学生にボランティアのキャリア作りの機会を
動画の配信
提供すると共に、活動を通して高齢者の心身の健康
オンライン
②若者へのボランティア活動の普及、高齢者施設と
をサポートする。
教育機関の連携のサポート

市川市社会福祉協議会 047-320-4002
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
行徳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-356-0007

杉江 杏野

080-3698-4869

