平成29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

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
上を図り地域に貢献する。

2

3

1

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

毎日曜日に勤労福祉センターにて打合せ
練習。市内各福祉施設での慰問活動を中
心に行っていく

平成30年2月16日現在

主な活動場所

市内各福祉施設 勤労福
祉センター

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

青柳 努

090-5193-9334

有

なし

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 ・定期演奏会の開催 ・各種依頼演奏会 ・
市川第二中学校、勤労福
奏楽の普及およびコミュニティー等の連携 市内文化行事への参加 ・その他本会目的
祉センター
による地域に根ざした音楽活動の実現
の達成に必要な行事への参加

冨樫 浩一

090-6542-9863

有

楽器演奏の
経験がある。
楽器を所有し
ている。

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
校時の防犯パトロールを目的とし、会員相
互の親睦・地域の皆様とのあいさつ運動を
行い、安心安全の地域を目指します。

・月２回ＰＭ３：００～パトロール
・老人ホームへ慰問（舞踊、コーラス等）
北方町４丁目
北方町４丁目「南千台会館」にて「てるぼサ
ロン」舞踊

椛沢 照美

047-338-5504

有

特になし

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
育て中の親への夢実現支援・協力・情報
提供、子育てサークルの立ち上げおよび
活動支援、子どもが健やかに育つための
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

①サークル、サロン活動（ぷちデビューサロ
ン北方・若宮、ふれあいキッズ、なかよしク
ラブ、ベビープログラム赤ちゃんが来た！
開催） ②子育て中のママの夢実現支援
（フリーマーケット、おひとりさまカフェ） ③
地域・他団体とのつながり作り④子育て情
報の提供

若宮公民館、東部公民
館、行徳公民館、南行徳
公民館、男女共同参画セ 幸前 文子
ンター 北方第二児童公園
管理事務所

047-336-2614

有

子育て支援に
関心のある人

5

市川ウインドオーケストラ

定期演奏会と地域イベントでの吹奏楽演
吹奏楽の活動を通じて生の音楽の素晴ら
奏。
しさや楽しさを地元社会の皆様に届ける。
各方面からの依頼演奏など。

047-320-4002

有

高校生以上
の管楽器経
験者

市川駅南公民館

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
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No.

6

7

8

9

10

グループ名

平成30年2月16日現在

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

①「社会貢献活動」（ウクレレ演奏と歌＆フ
ラダンスのジョイントショーを通じてのボラ
ンティア活動。）
②「地域文化活動」（会員相互の親睦を計
り、豊かな人間関係を養うと共に地域文化
の創造と発展に貢献する。）
以上、福祉サービス増進と社会貢献活動
に寄与する。
以上、福祉サービス増進と社会貢献活動
に寄与する。）

市内の「病院」「老人ホーム」「ディサービ
ス」「市役所よりの依頼」等へのボランティ
ア演奏活動に参加し「ウクレレ演奏と歌＆
フラダンスのジョイントショ―」の名目で、社
会福祉サービスの増進を行い、社会貢献
活動に寄与する事。『①楽器（ウクレレ）演
奏と②歌と③フラダンス』３拍子そろったボ
ランティア活動です。

市川演芸ボランティアグループ

デイサービスし、老人ホーム等を慰問し、
福祉ボランティア活動で社会に貢献する

舞踊、唄、南京玉すだれ、指笛、声帯模
写、落語、マジック、フラダンスなどバラエ
ティーに富んだ内容で毎月施設等を慰問 ディサービスセンター、老
し、施設内の住民の方々に十分お楽しみ頂 人ホーム、公民館等
き、日常生活に一時の潤いを差し上げてい
ます。

特定非営利活動法人
いちかわ子育てネットワーク

子育てに関わるネットワークの事務局担当
（市民版いちかわ子ども・子育て会議、子育
子育て支援者のネットワーク作りと子ども
て応援メッセ実行委員会、子育て交差点実
を望む人たち、妊娠・出産を迎える人たち、
行委員会、ハピキャリフェス実行委員会） 信篤公民館、中央公民
子育て中の人たちなどの「子育てに関わる
講座開催のアドバイス（市川市男女共同参 館、男女共同参画セン
人たち」がつながり、誰もがキラキラ輝くこ
画課）
ター、勤労福祉センター
とが出来るまちづくりに寄与することを目的
情報交換の場つくり（女性の働き方支援・
とする。
地域とつながり）子育て中の人たちの声集
め

幸前 文子

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
親子遊び、言語発達を促す言語療法、母
感の改善をめざし、より望ましいコミュニ
親への育児支援など
ケーションを習得し、より望ましい地域生活
を送れるよう支援する。

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

市川子どもの外遊びの会

子どもが「自分の責任で自由に遊ぶ」こと
子どもたちが自然の中で自由に遊べるプ
ができる外遊びの場を地域と共に作り、子
レーパークの運営。「プレーパーク市川冒
どもたちが外で遊ぶ姿が見えるまちづくり
険あそびぼ」「出前あそびぼ」など。
を目指す。

市川ウクレレクラブ（曽谷）

主な活動場所

連絡先

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
石井 知子
動。②曽谷公民館（活動の
ための練習）

菅野公民館

北澤 良一

宮久保プレーパーク、里見 市川市社会福祉協議会
公園、中央公民館
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

047-322-8968

有

ウクレレ演奏
経験者がベス
トですがベス
トですが、全く
の初心者の
方もＯＫで
す。

047-371-0589

有

一芸の出来る
人

047-336-2614

有

子育てのネッ
トワーク作り
に関心のある
人

047-320-4002

有

※記載無し

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

047-320-4002
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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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

①子どもの舞台芸術の創造、鑑賞普及の
ための活動及び支援 ②子どもの自主的
な遊びの体験、創造体験、社会体験の活
動の推進 ③地域の子育て支援

市内公民館、地域ふれあ
い館など

斯波 優江

047-317-1578

有

子ども文化、
芸術、遊びの
体験をするこ
とに興味のあ
ること

市内公民館、南行徳市民
談話室、駅前公園研修
室、地域ふれあい館他

濱 美幸

047-395-7670

有

４歳以上の子
どもから大人

谷口 紀子

090-6013-4891

有

※記載無し

11

ＮＰＯ法人 市川子ども
文化ステーション北地区

主に、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
寄与することを目的とする。

12

ＮＰＯ法人 市川子ども
文化ステーション 行徳地区

主に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
与すること。

①子どもの舞台芸術の創造・鑑賞普及の
ための活動及び支援 ②子どもの自主的
な遊びの体験、創造体験、社会体験の活
動の推進 ③地域の子育て支援

ＮＰＯ法人 市川子ども
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

子どもの権利条約学習会、舞台鑑賞（幼児
から大人）あそぶ会（サバイバル缶飯体
験、長ーい太巻き体験、くるくる絵本工作体 市内施設・公園等
験）子どもが作るまち「ミニいちかわ」、おま
つり（お店やさん、ミニ運動会）等

14

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
探り赤十字の理念である「人道の実現」に
基づいた活動を実践し地域の人々との信
頼関係を探め、より良い地域社会づくりに
努めるよう活動しております

①施設ボランティア（高齢者施設、障がい
者施設）
②点訳奉仕
③献血奉仕

高齢者施設（清山荘・ゆう
ゆう・ナーシングホーム）、
通所施設（チャレンジ国
杉山 巳佐喜
分、いぶき作業所、きらら
作業所、レンコンの家、
フォルテ行徳、松香園）

047-334-6500

有

なし

15

市川シニアアンサンブル

演奏を通じての仲間づくり

福祉施設、地域イベントでの出前演奏

東部公民館

090-6163-1347

有

シニア（50歳
以上）の器楽
演奏愛好家

13

柴田 守
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グループ名

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

16

特定非営利活動法人
いちかわ市民文化ネットワーク

すべての人々に対して、子どもからお年寄
りまでの三世帯交流の精神のもとに、市民
による自主的な文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。

17

市川ジャンピングクラブ

自分作り仲間作り地域社会とのつながりを
傾聴活動、高齢者介護施設において歌を
進め、自己実現をめざして会員相互の連
歌ったり話し相手になり活動する
帯と地域福祉の増進に寄与する

18

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

19

市川点訳音訳友の会

点訳書・点訳データー、音声ＣＤ及びテー
点訳・音訳の技術をもって視覚障がい者の
プ、音訳データの作成・送付。作成されたも
生活向上に寄与するとともに、会員と視覚
市川市中央図書館
のは、中央図書館、盲学校、その他に寄贈
障がい者との親睦を目的とする。
する。

田中 瑞代

20

市川ＢＢＳの会

少年・少女達に兄や姉のような存在とし
社会参加活動として少年たちと一緒にゴミ
て、一緒に悩み一緒に学び、一緒に楽しむ 拾いを行ったり、社会を明るくする運動に参 市川市内公民館
ボランティア活動を行う。
加しティッシュ配り。

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

No.

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

平成30年2月16日現在

主な活動場所

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、達成感と自己 公民館等
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

ユースホステル運動で野外旅行活動を推
進するためのボランティア活動及び老人
ホームでの清掃ボランティア他

連絡先

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

047-320-4002

有

なし

まどか本八幡・エスポワー
加藤 弘子
ル市川

047-376-4118

有

なし

市川市内及び市川市を起
加藤 伸二郎
点に活動

047-472-6370
090-3240-7365

有

なし

047-337-6463

有

点訳部門 水
曜日に活動で
きる
朗読部門 第
1日、第3水曜
日に活動でき
ること

047-320-4002

有

市川市で活
動が出来る方
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No.

21

グループ名

市川東ハーモニカクラブ

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

学習活動を通じて社会に貢献する

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

皆様と演奏を通じて和を大切にしたいと思
います。

平成30年2月16日現在

主な活動場所

老人ホーム

連絡先

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

連絡先☎

047-320-4002

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

有

なし

今野 邦夫

047-338-1256

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

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

※記載無し

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

無

※記載無し

土田 克子

047-372-1622

有

なし

22

ウエスタン・マジッククラブ市川

マジックを通して子どもからお年寄りまでの
マジックを通して子どもからお年寄りまでの
生きがい作り事業による社会貢献、会員の
市内全域、要請ある場所
ふれあいの場を作り、市内各地域の方々に
技術向上、相互の親睦を図ることを目的と
で出張実演。中央公民館
夢と元気を与える
する

23

ＮＰＯ法人
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。

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。

24

大洲 桜グループ

町内の環境美化

大洲町内のカーブミラー清掃点検、市川駅
市川駅南公民館
南公園内の清掃

25

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 合同演奏を通して二胡という楽器を知って
実感し聴いていただく方々に喜んでいただ もらい、その音色を楽しんでいただきたいと 大野公民館
ける様に技術を高め練習に励む事
思います。
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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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

26

お母さんの人形劇グループ
“ポケット”

①人形劇公演のための人形製作、大道
手作りの人形劇を通し、子ども達や地域の
具、小道具、音楽の作成 ②セリフの練習
人達との交流を深め共に楽しみながら成
行徳公民館
③保育園、幼稚園、福祉施設などからの依
長しあうことを目的としている
頼による協力公演

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

※記載無し

27

おてだまクラブ

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

板野 恵美子

047-396-6315

有

※記載無し

28

ＮＰＯ法人
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
・子育てサロン「みつばちチっこ」 ・子育
助を通して、温かさが伝わりあうまちづくり
てネットワーク事業 ・親支援講座
をめざす。

伊藤 雅子

080-2020-6248

有

※記載無し

29

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ千葉県第５０団

「少女と若い女性が責任ある市民として、 ボランティアセンターからの情報誌の中か
自ら考え行動できるひととなる」ことを目指 ら出来ることをお手伝いします。 行徳寺の 南行徳公民館
す
まち回遊展当日ボランティアユニセフ募金

大和田 礼子

047-357-9967

有

ガールスカウ
ト日本連盟、
千葉県連盟
に加入

30

行徳グリン・クリンの会

市・県の管理が行き届かない丸浜川沿い
行政と合意書や覚書により、葦刈り、水路
の湿地と遊歩道、花畑を改善し、管理、維
丸浜川沿い湿地遊歩道、
の修理、枝落し、草刈や河津桜並木、アジ
持することにより、安らぎの場、自然観察
花畑
サイロード、花畑等の管理を行っている。
の場を提供し、街の活性化に寄与する。

武田 紀昭

080-9080-1207

有

特になし

市内公民館等

平成29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

グループ名

No.

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

行徳 芝桜の会

江戸川第二終末処理場内の管理が行き届
かない花壇に花を入れ管理を行い安らぎ
の場を提供し、街の活性化に寄与する。
他に花いっぱい活動を公園、学校に広げ
ています。

32

31

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

１）バラ園の管理、２）芝桜、菜の花、キバ
ナコスモス等を植え管理
1)江戸川第２終末処理場
3）学校への花の指導4）公園花壇の管理や 内花壇、2)学校、公園、道 武田 紀昭
支援
路スペース

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

080-9080-1207

有

特になし

行徳ハーモニカクラブ

行徳地区のデイサービス
ハーモニカ演奏活動を通じ音楽に親しみ技
行徳地区のデイサ－ビスセンタ－へのハー センター｛ニチイディサービ
術の向上を図り会員相互の親睦を図る。
河野 修
モニカ訪問演奏活動
ス・クローバーディサービ
又地域の方々との交流を図る。
ス

047-357-0242

有

特になし

33

行徳 花道の会

道路に沿った花壇や空きスペースに花を
花の移植、増植、水やり、草取り、施肥、土 福栄のかもめの花畑、塩
移植し、管理し、街の景観を改善し、安らぎ
づくり、清掃等
浜橋近くの花畑
の場を提供し街の活性化に貢献する。

武田 紀昭

080-9080-1207

有

※記載無し

34

特定非営利活動法人
行徳野鳥観察舎友の会

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

野長瀬 雅樹

047-397-9046

有

特になし

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。

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

35

千葉県行徳野鳥観察舎
（休館中）・行徳鳥獣保護
区

毎月第4土曜日に開催する例会（親の会）
（8月.12月は第3土）
6月 講演会「不登校経験者による体験談と
勤労福祉センター分館
懇談会 」（予定）
2月（或いは3月）講演会「光元和憲先生と
対話する会」（予定）

波多野 真奈美

047-379-7519

平成29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

グループ名

No.

36

37

38

39

40

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

平成30年2月16日現在

主な活動場所

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 お話会、読み聞かせ、デージー図書作成、 市川駅南公民館・市川公
れをボランティア活動に活用する
視障会の方と交流
民館・

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。

傾聴ボランティア「赤とんぼ」

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 4か所の高齢者施設を訪問し、月１回ずつ
支援していく。同時に会員相互の学びと和 傾聴ボランティア活動を行う
を大切にし、心豊かな自分づくりをする。

傾聴ボランティアサークル
「うさぎの耳」

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）

健楽道

・環境美化
・助け合い
・健康増進
・明るい世の中をつくること

・ゴミ拾い。ゴミの持ち帰りの声かけ
・てるぼサロン（健楽道道場）
・ボランティア協会の手伝い
・災害地等への寄付（日本赤十字社、日本
ユニセフ）

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

平野 春子

047-335-8332

有

どなたでも

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

無

※記載無し

ナーシングホーム市川、グ
ル―プホ－ム市川、イリー
ゼ市川、まどか本八幡東、 西村 聖子
東部公民館（例会、学習
会）

047-371-5818

有

傾聴基礎講
座修了者

主に高齢者入所施設（7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

無

今の人数程
度で良いの
で、特に募集
はしておりま
せん・会の話
を聞き入りた
い人がいれば
入会を可とし
ております。

☆地域の真間川桜並木の清掃活動 年４
～５回
☆桜祭りの際、フリーマーケットを開き収益
北方1．２丁目、鬼越地域
金を小学校、幼稚園へ図書贈呈（桜祭りは
（4月）は、ここ数年中止、Ｈ29年より再開予
定）

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

連絡先

（１）行徳駅前公園研修室
（２）行徳駅周辺（妙典小近
杉山 茂勝
辺の堤防を行徳駅周辺に
変更した。、

047-395-8347

平成29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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

こころのケア コスモス

「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
.高齢者施設等を訪問し傾聴活動他
とした生活ができる社会の実現に寄与する
ことを目的とする

42

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
東京歯科大学市川総合病
設、個人宅での話相手、病院内で患者とそ
高齢者・障害児者・介護している親族の方
院、市川あさひ荘、ハート
の家族を対象に院内案内、話し相手（活動
達を対象にふれあい、お話し相手（傾聴）
ケア市川、ホワイト市川、 太田 静恵
場所）東京歯科大学総合病院、市川あさひ
の時を持つことを目的とする
東電さわやかディサービス
荘、ハートケア市川、ホワイト市川、東電さ
真間、個人宅
わやかディサービス真間、個人宅

43

子育てサポーター
“アンティ・マミー”

子育て中のお母さんたちに息抜きタイム
（自由時間）をプレゼントする

サザンぐるーぷ

１．乗馬体験大会（ホースセラピー)の開催
曽谷地域において、イベントの開催等を通 ２．曽谷縄文まつり（フリーマーケット）への
曽谷貝塚、男女共同参画
し、住民の健康増進や友好交流を図り、地 参加
センター等
域の活性化に貢献する
３．他グループの応援（野ばらの会コンサー
トの会場設営）

41

44

45

サロン和の輪・みやび

・吹き矢を通して、親睦と体力づくり

南行徳ｲﾘｰｾﾞﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ､ｴ 市川市社会福祉協議会
ｽﾎﾟﾜｰﾙ（原木）他
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

月1～2回。一回2時間。1歳半～就園前の
いきいきセンター北国分、
お子さんを複数でお預かりして一緒に遊び
さかえこどもセンター
やまぶき園、妙典保育園、
ます。保育士の先生も同伴するので安心で
菅野 由美子
市川公民館、愛泉保育園
す。

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

行徳公民館、香取地域ふ
れあい館他 平成２８年度
健康吹き矢を健康づくりの一つと考え、腹
までは、１０年近く塩焼小
式呼吸の習得と体験で日常生活に生かし
の４年から６年妙典小及び 和田 順子
てもらえるように。子どもたちには、集中力
菅野小にて、年８回以上活
と和（輪）づくりを目的とする。
動した。いきいきセンター
大洲、北方でも月２回活動

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

047-320-4002

有

地域住民の
方々で会の
活動に賛同さ
れる方他

047-376-1785

有

フレンズ主催
講座受講者

047-373-0191

有

マミー養成講
座の受講

047-320-4002

無

※記載無し

047-396-0772

無

※記載無し

平成29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

グループ名

No.

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

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」

47

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 会員相互ならびにに聾者及び身障者との
ボランティアの向上、充実を図るとともに地 親睦（手話の勉強）
域社会に寄与することを目的とする。

行徳公民館

48

食ボランティアかすみ草

弁当配食サービス

弁当配食サービス

若宮公民館

49

心理リハビリテーション
市川なのはな会

心身障がい児者への療育

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
で生きてきて培った経験や知恵・技術そし
て心を、次世代を担う子ども達のために少
しでも役立つような生き方に生きがいを
持って様々な活動を行っています。

46

50

平成30年2月16日現在

連絡先

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
野外キャンプ場（市川市を
加藤 光男
3.地域の各種団体と親睦に関する活動
中心とし各地キャンプ場）
4.講習会、研修会等の開催

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

047-375-2700

有

※記載無し

野上 爾朗

047-398-5280

無

※記載無し

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

配達可能な
方

心理リハビリテーション動作法を用いて、障
市川市文化会館
がい者と社会参加を容易にすること

伴 彧子

047-374-2563

有

※記載無し

・毎月の定例会、総会、バス旅行、新年会
等会員の親睦と勉強会。・市川にまつわる
民話や紙芝居、語りを小学校、地区サロ
菅野公民館,菅野小学校
ン、回遊展等で行う。・千葉商科大学のキッ
ズビジネスタウンにて子ども達に木工作業
の場の提供など

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

※記載無し
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No.

51

52

53

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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

曽谷第五自治会 ひまわり舎

地域で暮らす人達が思いやりを持って、お
互いを支え合い、自分達でできることは自
分達で支援し、やがて必要となった時に円
滑に公的支援にゆだねることが当会の目
的としています。

・たすけあい活動
・地域小学校との交流
・公園清掃
・その他

ＮＰＯ法人地域のたすけあい
市川ユーアイ協会

昭和54年の会の創設以降平成12年のＮＰ
Ｏ法人格取得後も一貫して心豊かに暮らし
ていける地域社会を目指し助け合いの精
神に基づいて何らかの手助けを希望する
人々を対象に平等な立場で在宅支援活動
を行ない人の心の和と連携の輪を作り地
域社会の福祉の発展に寄与することを目
的としています。

◎サロン事業「街角サロンユーアイ行徳」場
所や機会を定期的に提供することにより、
人々が行き交い知合って交流を図り地域 公民館・事務所
の活性化と憩いのある街づくりを目指し、四 ソフトタウン行徳Ｃ棟集会
季の行事・勉強会・茶話会・会食などの活 室
動を展開する
◎生活支援の福祉サービス

地域の福祉を考える会（なづな
会）

54

ちばぎんＶネットクラブ

55

点訳ビーアイ

曽谷第５自治会内

近隣の高齢者が孤立しないように、親睦を 月１回会員全員で手作り弁当を食べ、お
図る為、月1回ボランティア会員の手作り弁 しゃべりを楽しみ親睦を図る。年1回バスハ 大野公民館
当を食べ、近所の友達作りに協力
イを楽しむ。

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

放送大学のテキスト、地域で視覚障がい者
視覚に障害のある方の為の点訳活動。教
の活動のための資料作成、市内図書館か 中央図書館、行徳図書館
材や地域活動のための資料作成等
らの依頼本の点訳、製本等。

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

新福 富子

047-703-7252

有

利用可能は、
自治会内の
人・協力会員
は条件ナシ

竹中 とみ子

047-323-6981

有

健康で会の
主旨に賛同し
てくださる方

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

・大柏川地区
在住の方
７５歳以上を
優先 食事作
りをできる方
は年齢制限
なし

早坂 義光

043-301-9284

無

※記載無し

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

※記載無し

平成29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.

56

57

58

59

60

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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

東海面公園花の会

東海面公園内の花壇の管理及び公園内
の清掃を行いきれいな環境作りを行う

東海面公園の花壇の管理及び公園内及側
東海面公園
道回り清掃

石井 豊

047-390-1687

無

※記載無し

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 ※記載無し
。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・・・

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

※記載無し

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。は懐かしい演歌やポ
ピューラー曲など

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。演奏日時は、 市川市内各所
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。

090-4362-4185

有

老若男女を問
わず、マンドリ
ン・ギター経
験者

なのはな奉仕会

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・
演芸を通して笑顔と元気を届けるのを目的
演芸ボランティアの依頼が
踊り・かっぽれ・腹話術・銭太鼓・南京玉す
松村 靖子
としている
あった各施設
だれ等、要望に応じて１５分～１時間演技
（１名１５分間）実施

047-446-1796

有

※記載無し

047-322-1885

有

自立・奉仕・
助け合いの基
本理念に合
意できる方

ナルク市川拠点
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。１
６名の会員がのべ１５９回行いましたが、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、．うたごえ二ヶ

加藤 武彦

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 桑原 磐男
労福祉会館、市川文化会
館など

平成29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

61

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。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

立川 征彦

047-335-2791

有

小学校1年生
以上子供及
び大人

野ばらの会

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

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

音楽を愛し且
つボランティ
ア活動に理解
のある方

ばか面おどり交流会

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

斉藤 征昭

047-438-7117

有

※記載無し

64

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

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

※記載無し

65

一人でも明るく元気に
生きる“なごみの会”

孤独死・認知症等を防止し、自立する為に
楽しみながら楽器演奏をし、ボランティアに 楽器演奏と合唱（ハンド・ベルを含む）。
参加する事を目的とする

早野 淑子

047-372-7651

有

なし

62

63

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

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 市川駅南公民館
を体験して頂く。また、外国の方にその国の 男女共同参画センター
料理や文化を紹介していただく。

西部公民館

平成29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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

福栄緑道花の会

福栄緑道の花壇に定期的に花苗を移植
し、清掃も行い、街の活性化に貢献する。

①花の移植、水やり、草取り、土作り、肥料
福栄緑道
入れ、殺虫など ②花壇周辺の清掃

ぶどうの木

知的身体的障害者のある子どもたちと保
護者との交流を通して人間の尊厳をお互
いに認識しあう事を目的とする。

ゲーム、工作をお当番のボランティアが交
代で分担して行います。その後、保護者と 大洲防災センター・市川三 市川市社会福祉協議会
子ども達と一緒にお菓子を食べながらお茶 本松協会・新宿御苑
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
を飲み話し合い終了

68

芙蓉会（市川母子寡婦福祉会）

福祉団体として、会員相互の親睦を計ると
ひとり親及寡婦との食事会、小物作り、お
共に、市内在住のひとり親の子供の社会
菓子教室、及老人ホームへの積極的な訪
人としての育成の見守り、一人閉じこもり
問など
がちな寡婦との交流、ふれあいなど行う

市川駅南公民館、八幡市
民談話室、男女共同参加
センター

69

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
・障がい者音楽活動支援
め、地域文化の発展に寄与することを目的
・各種施設訪問
とする。

市川駅南公民館

70

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
パネルシアター・ブラックシアターの公演
ションを計り、楽しいひと時を過ごしていた
だく。

市内保育クラブ、デイサー
高橋 輝子
ビス

66

67

武田 桂子

連絡先☎

047-395-6309

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

無

なし

047-320-4002

有

知的、身体的
障害のある子
ども達に理解
があり、一緒
に活動する事
ができる方

大塚芳子

047-378-2542

有

ひとり親及び
寡婦の方々

古川 建

090-2475-7249

有

吹奏楽経験
者

090-4016-3472

無

保育クラブの
退職支援員
に引き継ぎた
い希望あり

平成29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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

71

ふれあい昼食会すずめ茶屋

食は命の原点、コミュニケーションをとるこ
とは人間らしさの原点、ひとり暮らしの７０
歳以上の高齢者の外出をうながす為、考
えました。

・毎月第4木曜日9：00～12：00調理、12:00
～13：00食事、13：00～15：00片付けと次回 市川駅南公民館
メニュー作り。2日前に買い物
室
・同日10:30～12：00老人だけ朗読の勉強

72

弁天公園花の会

地域貢献

公園の花植え・手入れ・清掃

73

ＮＰＯ法人 日本和運動開発協
会

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

74

ポテトの会

地域、公民館、その他で食に関する依頼が
高齢者を対象に毎週水曜日（夕食用）に家
あれば出来るだけお手伝いしたいと思いま 市川公民館 調理室
庭の味をとの思いで配食しています。
す。

ボランティアガイド市川案内人
の会

市川市を多くの人々に知ってもらうために
歴史・文化を学び、市・公共団体や個人市 月２回の定例会や会員の研修を行い、申
市川市内(会では市内を5 市川市社会福祉協議会
民グループの行事などを希望する団体個 込みの方々に案内しガイドを行う。市、市内
コースに分けてガイドする） 地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
人にガイドする。市の行事などにも協力し 団体の行事などに協力する。
活動をすることを目的にしている

75

調理

弁天公園

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

石川 襟子

047-325-3273

有

７0才以上独
居高齢者で
歩いて来られ
る方

佐々木 順子

047-357-0054

無

※記載無し

047-307-1170

有

当ＮＰＯのボ
ランティア活
動に参加いた
だける方（年
に３回イベント
実施）

047-322-7855

有

５０歳～６０歳
女性

047-320-4002

無

※記載無し

加藤 京子

平成29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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

ホワイト市川入所者・ディーサビスの方の
合唱クラブ歌の指導、茶道クラブのお点前 ホワイト市川
接待、手芸クラブお手伝い

連絡先

047-320-4002

有

ホワイト市川
へ自力で来ら
れる方

やまぶき園体育館ダンス
スクール

田中 真須美

047-337-8154

無

※記載無し

市川大野駅周辺
大野３丁目、４丁目

木場 理江

047-337-3834

有

大野町3丁
目・4丁目に
居住している

047-320-4002

有

特になし

有

花の好きな
方、一緒に楽
しく活動出来
る方どなたで
も。

ボランティア活動を通して社会に貢献し、
併せて会員相互の親睦を図る

77

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
①月２回程度障がい者施設へ慰問する
スを一緒に踊ってもらうことで体を動かし健
②月1回程度 高齢者施設や幼稚園へ慰
康増進をはかりながら楽しんでもらうことを
問する
目的とする。

78

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 ・武蔵野線市川大野駅周辺の草むしり
環境作りの手伝い
・大野３丁目、４丁目地域内のゴミ拾い

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
や環境教育のフィールド「北方ミニ自然園」
北方ミニ自然園（北方町4
及び人材の提供。・「北方ミニ自然園」の維
市川市社会福祉協議会
丁目）・大柏川第一調節池
持管理作業。・大柏第一調整池緑地（北方
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
緑地（北方遊水地）
遊水池）でのボランティア活動（草刈・ゴミ拾
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

南行徳駅前ロータリー
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、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。）

79

80

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

ボランティアグループ 梨の会

76

連絡先☎

南行徳駅ロータリー

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002
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グループ名

No.

81

82

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

主な活動場所

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

047-357-3065

有

踊りが好きで
楽しめる方

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
南行徳公園内と外周辺の清掃活動。行政・
立。平和・教育・環境・災害などのあらゆる
南行徳公園内
地域・ボランティア参加
ボランティア活動を通して、地域の発展の
為に自発的に取り組む

鈴木 妙子

047-397-8321

有

コミュニケー
ションの取れ
る方

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

なし

よさこい等を通じたボランティア活動

南行徳

老人ホーム・ディケアをはじめとする介護施
南行徳公民館
設

連絡先

永井千代子

南行徳花組

ﾋｭｰﾏﾝｻｰｸﾙ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

平成30年2月16日現在

83

宮久保三味クラブ

三味線の稽古を通し日本古来の民謡に親
しみ人を和を尊重する環境作りをする。老
年１５回～20の老人施設、地域自治会への
人施設等への慰問。地域振興の為の催し
老人施設、デイサービス
参加。ボランティア活動
の催し物への参加。子供達の参加を募り
ボランティア精神の育成を目指す。

84

みんなのあそびばたけ～そら
かぜ

草取り、木の剪定
小さな親子えほん館ぴよぴよにある前庭と
親子で交流できるイベントの準備・開催
小さな親子えほん館ぴよ
畑でこどもたちのあそびば、遊ぶ機会を創
地域住民と交流を深めて子どもの遊びを見 ぴよ
る。
守り、支えていく

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

そらかぜに一
度来られた方

85

民謡あかね会

公民館で練習しながら成果を市内のディ 月に3回程市内のディサービス・老人ホー
サービス・老人ホームに伺い全国の民謡を ムに出向いて、三味線の生演奏で各地の
皆さんと一緒に歌い楽しんでもらいたい
民謡を唄い、踊りも2・3曲踊る

川村 恵津子

047-397-6372

有

民謡が好きな
人

市内の老人ホーム、ディ
サービス

平成29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

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

ＭＯＡ食育ネットワーク千葉・
ハピネスクラブ

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。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、体操）を実施します。

自然食品で「元気になる食事法」食育セミ
ナーを７回、花セラピー、竹の子掘りバスツ
アー、芋掘りバスツアー、健康塾カフェ各１
回開催、市川市民祭り参加、その他自然農
法野菜作り、健康塾毎月開催

ﾕﾆｰｸﾀﾞﾝｽ イチ・ニの会

高齢者・障害者等の認知症の予防を目的
ユニークダンスを通して会員相互の親睦を
として依頼があればその施設に行って、皆
図り豊かな人間関係を養うと共に広く市民
さんとご一緒に一時間フィンガーダンス・
駅南公民館
との間を障害者と高齢者とふれあいお互い
唄・盆踊り等楽しくリラックスをしてもらうこと
に理解しあえる場にすることを目的とする。
が出来ればと思っています

要約筆記サークル ひびき

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

89

90

No.

86

87

88

グループ名

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

市川公民館、行徳公民
館、宮田地域ふれあい館、
冨美浜地域ふれあい館、 齋藤 政博
吉岡スタジオ、市川八幡神
社、会員自宅等

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

047-322-7239

有

特になし

047-320-4002

有

なし

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

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

よさこいレディーズ

よさこい踊りを通じて会員の親睦を図る
グループホーム、老人施設、敬老会病院、
・新曲踊りの習得と演技の向上 ・ボラン
自治会のお祭りなどでよさこい踊りを披露、 中央公民館、地域ケア
ティア活動を通じて多くの方に笑顔をお届
ふれあい活動、簡単なよさこい踊りの指導
ける

小林 美鈴

047-323-2557

無

※記載無し

ライトビッグタウン

大町地区における地域貢献

川又 温

047-337-4251

有

特になし

月１回松飛台駅前清掃

市川公民館

松飛台駅周辺

平成29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

連絡先

91

ルナ・ウクレレクラブ

ウクレレ演奏の学習
福祉・介護施設への慰問演奏

92

老後を安心して健やかに暮ら
す会

高齢者となりましても常に社会に関心を持
各種講演会、コンサート、社会見学、懇親
ち、知識文化福祉の向上を図り、明るく元
会、セミナー
気に暮らす事を目的とします。

朗読と語りの会「ウインズ」

・「八幡学園」の夏季ボランティア活動（紙
それぞれの個性を大切にしながら、表現活
芝居、表現活動、戸外での遊びなど） ・老 ・鬼高公民館 ・八幡学園
動を模索し高めていく中で新しい自分との
守安 睦恵
人ホームでの読み聞かせ活動 ・個人宅訪 ・老人ホーム ・個人宅
出会い、仲間との連帯を深めていく
問ボランティア活動（読み聞かせ）

94

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園、小、中学
校、シルバーグループでの公演もしていま
す。又「和」の会の公演として年1回市民談
話室などでコンサートをしています。

95

ローズオブ市川

市内各公園（里見・須和
・市内各公園のバラの手入れ、剪定、清掃
市民の花であるバラを愛し育てる技術を高
田・南行徳・大洲・広尾・行 市川市社会福祉協議会
（京成ロータリー、市役所も）。
め、バラ一杯のまち”いちかわ”を作ること
徳駅前）及び京成ロータ
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
・バラフェスタ手伝い
リー・市役所

93

公民館活動の協力
福祉・介護施設への慰問演奏

平成30年2月16日現在

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

市川市東部公民館

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

※記載無し

男女共同参画センター

福地 寿美江

047-371-9245

有

特になし

047-397-0928

有

条件なし
表現活動や
ボランティア
活動に意欲
のある人

047-392-4755

有

特にありませ
ん

047-320-4002

有

市民大学バラ
育成講座終
了者

定期的に行っている所は高塚にあるディー
サービスあやめでの「よみがたり」
①大野てるぼサロン ②あ
4月からはコーヒーショップ「伽羅」での公演
今枝 明美
やめディサーﾋﾞｽ
ひばりディーサービス（南行徳）での公演な
ど予定してます。

平成29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

グループ名

No.

96

97

98

99

100

ｸﾞﾙｰﾌﾟの活動目的

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動内容

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

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
南八幡公園
とその周辺の清掃をしています

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

特にありませ
んが健康な方

ＷａｉＷａｉピーチ

・子育て中の親子への地域貢献。
・ボランティア同志の交流や情報交換をよ
り広く行い、子育て中の人に活かしていき
たい。

・親子のふれあいの場を二か月に1回開催
・0歳～未就園児までの子供とその親に対
大野公民館
して、読み聞かせや工作、又は母親向けの
講座を行う

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

0歳～ 未就
園児の子をを
持つ親子

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
市川市内およびその他地域の森林、竹林、 市川市大町69-2番地
い、地域と共生し、広く社会に貢献するとと
草地、湿地などの整備・保全活動
柏井町2丁目971の一部
もに、会員相互の親睦を図る。

市川市社会福祉協議会
地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

047-320-4002

有

緑のボラン
ティアに関心
があり、会が
認めた人

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ千葉県連盟 第５５
団

「自ら考え行動できる女性」を育てる。少女
と女性の可能性を最大限に伸ばし、責任
のある世界市民となれるように活動してい ・江戸川クリーン作戦（環境美化活動） ・
る。自分自身と他の人々の幸福のために 絵本パラダイス（幼児への読み聞かせ）・ユ 宮田ふれあい館
できる事を考え行動につなげられるよう実 ニセフ募金
践的プログラムを通して一人一人の力を伸
ばす。

愛田 恵子

047-321-1834

有

家族の協力
できる方

菅野ウクレレクラブ

菅野・須和田高齢者サ
ポートセンター、親愛介護
ウクレレサークルを通じて会員相互の親睦 高齢者施設または市川アイリンクタワーに
施設、アイリンク45F交流
を図り、豊かな人間関係を養うとともに、市 出向き、ウクレレの伴奏で、入居者・来場者
広場、大洲デイケアサービ 片山 智子
民との交流・親睦、更には地域文化の創造 とともに懐かしい歌・童謡等を歌う。フラダン
スセンター、さわやか東
と発展に資すること。
スも行う。
電、ケアフルジムフローラ
等

080-3938-6757

有

特に無し

平成29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.

101

102

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

平成30年2月16日現在

主な活動場所

連絡先

連絡先☎

新規会員 新規会員の
の募集
条件内容

市川カラオケ好友会

①「社会貢献活動」（カラオケをバックに歌
を唄うことを通じての慰問活動）
②「地域文化活動」（会員相互の親睦を計
り、豊かな人間関係を養うと共に地域文化
の創造と発展に貢献する。）
以上、福祉サービス増進と社会貢献活動
に寄与する。

市内の「老人ホーム」「デイサービス」「その
他依頼先」へ出向き、ボランティア活動に参 市川市内の「老人ホーム」
加し、カラオケをバックに唄うことを通じて、 「デイサービス」「その他依 柴田 幸博
社会福祉サービスの増進を行い、社会貢 頼先」に出向きます
献サービスに寄与する。

047-372-1951

有

特に無し

グリーンハーモニカ

１０年以上定期的に行っているボランティア
オアゾ市川、プレジール
市川公民館に於いて、月４回毎週水曜日１ は、月１回１０人位で有料老人ホーム「オア
ヴィラ市川、東電デイサー
０時より１２時まで、講師の指導のもとハー ゾ市川」へハーモニカの演奏を行っている。
井上 昭子
ビス、防災センター内デイ
モニカの練習を行っている。
他は不定期で年１～２回、３～４カ所注文を
サービス
受けている。

047-321-3118

有

特に無し

