派遣依頼等もお待ちしています♫

飯能市ボランティアグループ
H29/8/1 この一覧はボランティア登録カードにもとづいています。 順不同敬称略。詳細については飯能市ボランティアセンターまでお問い合わせください。
団体名
「“みんよう”の会」

活動分野

活動内容

遊びのひろば・かざぐるま

高齢者

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加条件
有[「炭鉱節」程度が
踊れる]

高齢者・障害者・国際・サロン

NPO法人 西川木楽会
環境・まちづくり
あさま子育てひろば・さんる～む
サロン
あすなろの会（アッハハエンジェルス） 高齢者・サロン

いずみの会

目的

ホームページ等参照
子育て中の親子交流
一時の笑い、楽しみを…
乳幼児～小学生対象の遊びの企画、運営、公演す
る
親子で楽しむ、子どもの創造力を広げ、集まった子
たちが友達となるよう協調性も伸ばしたい

子育て中の親子の情報交換等のお手伝い
無
踊り・歌・手品
無
手遊び、ダンス遊び、ペープサート、大型布芝居等
使って公演したり、お話しを読み聞かせをする。小
無
学生には工作、ゲーム等企画を立て「遊びのたん
けん隊」を年４回実施

生涯学習の一環として、私達も学び、施設の方々
との交流を深め、他の施設の方々との交流を深
め、他の施設からも要請があれば出向きます。

毎月第1月曜・第4木曜午後1時30分～3時まで、唱
歌・ことば遊び・なぞなぞ等
無
季節ごとに花壇の手入れ、花植えを実施

一時保育ボランティア ほっとほっと 児童・幼児

子育て中のお母さん、お父さんに、子供から離れて
一時保育
ほっと一息する時間を過ごしてもらうため。

絵本とお話しの会ぐるんぱ

高齢者・児童・幼児

こども図書館の夏・冬の人形劇を楽しむ会に参加
こども図書館の絵本の読み聞かせ・こぐまちゃん、
手作り人形劇やパネルシアター・エプロンシアター
チビくまちゃんタイム
無
などを作成し子供たちに楽しんでもらう
幼稚園・児童館・ふれあいサロンに参加
毎月２回集まり・勉強会・資料作り・人形の製作etc

奥武蔵花楽会

まちづくり

1.「花の山」づくり

奥武蔵マウンテンバイク友の会

環境

お楽しみ昼食会

高齢者

ガイドボランティア はなみずき

障害者

加治マジッククラブ

高齢者・障害者・児童・幼児・サロン

ケア健康体操研究会

高齢者・文化・防犯・芸能

傾聴ボランティア ピア飯能

高齢者

コール青空
小物作りの会

高齢者
障害者

ザ・ドリームオブフュチャークラブバンド 高齢者

2.住みよい活気ある地域づくり

ゴミ拾いや遊歩道の修繕などをすることで、自転車
ゴミ拾い、遊歩道の修繕、子ども向けの自転車安
を使ったレジャーが末永く楽しめるように、地元の
全運転講習会、草刈り
住人や団体と協力していくこと
月に１度、ボランティア手作りの料理を提供し、共
７０才（障害者は６０才）以上の一人暮らしの方に、
に会食し、誕生月に当たる会員には、花と記念の
楽しく歓談しながら家庭料理を味わっていただき、
スナップ写真をプレゼントする。又、司会の趣向を
楽しいひと時を過ごしていただく
凝らした進行で楽しく過ごす
障害者の外出補助
外出介助
明るく楽しくをモットーにマジックを学んでいるサー
月2回のマジック実習を踏まえて、デイサービス、保
クルです。脳トレにも効果大です。芸が出来たらい
育所、小学校、自治会等へ出向きマジックを楽しん
いなと思った事ありませんか。忘年会。新年会等で
でいただいております。
も大活躍できます。

スターチス

高齢者・障害者・児童、幼児・環境

スマイルヨガプロジェクト

高齢者・障害者・児童・幼児・他[健康]

青少年育成飯能市民会議

他

無

有「年１０００円]

無
有[年2000円]

有[宗教・政治活動は
無
無し]

有[年・6000円]

健常者、非健常者を問わず生活習慣病を未然に 1.福祉センターでの練習活動
防ぐ、ストレッチ風、フラダンス風の運動を研究し、 ２.福祉施設、デイサービスでのボランティア活動
福祉設備分野のボランティア活動を行っています 3.加治福祉の森、その他市催のイベント出演

有

有

私たちはお話相手を求めている人の気持ちに寄り
添い、ゆっくり、ていねいに聴かせていただきます。
お話し相手ボランティア
話し相手と聴き手同士が、ピア（仲間）として支え合
う相互支援の活動をめざしています。

無

有[年1000円]

有

有「月１０００円]

有[会員全員の賛同
が必要]

有[年・12,000円]

健康と認知症予防に皆で頑張っています
コーラス
年１回障害者施設に作った品物の売上を寄付
小物作り
介護施設等へ訪問し、高齢者を対象に生演奏によ
約1時間程度をめどに施設で一緒に歌を唄う
る音楽活動を実施

高齢者・障害者・児童、幼児・他(カウンセリング）

環境

無

無

サポート美杉

森林ボランティアグループ・飯能/かろりん会

有[年3,000円]
有[七夕１００円]
無

無

サーフ・ベンチャーズ

※JOYJOY送付しない サロン

無

練習のつど出席者は100円

無

エレキギターによるベンチャーズバンドです。
所沢、入間、狭山を中心に音楽活動を行って９年
高齢者・障害者・まちづくり 目に入ります。１９６０年代のベンチャーズライブ
バージョンを中心にベンチャーズ歌謡並びに加山
雄三インストバージョンを演奏しています。

さんるーむ

・残材の片付け ・花木の植栽 ・下草刈り ・散策
無
道の整備 ・鹿、猪除けネットの補修 ・山野草植栽

会費

昨年より県庁のアーティストボランティアバンクに登
録して昨年のボランティアコンサートは６回行いま 有[交通費等はお願
した。昨年１年では１６回コンサートを行っていま
いしています]
す。

高齢者と働く女性を支援すること

家事援助

無

お年寄りが集まり、おしゃべり、遊び等

開催場所まで１人で来訪出来る人と体操、話等

無

「かろりん会の活動理念」
生命の根源である自然環境のより良い回復を、環
1.森林整備 2.竹林・梅林整備 3.住宅近接の危険
境の重要な要因である森林を通じて行い、自然と
除去
人との共生に向けて、会員相互の理解と親睦を図
りながら人類・社会・地域に貢献する
地域の方との交流。ボランティア活動を通じての自
己成長やかかわりの幅を広げる。
地域住民等への運動（ヨガ）指導や社会に奉仕す
ることで、明るいまちづくりに貢献する

有[正会員、準会員、見学体験は随時]

車イスの補助・お祭の手伝い・お楽しみ会の開催・ 有［食事介助はでき
もちつき・クリスマス会の手伝い
ません］
地域住民への運動（ヨガ）指導・スキル向上のため
無
の研修・交流協力事業など

1.青少年の健全育成のための連絡調整等の会議
青少年の持つ重要性と多様性に照らし、広く市民 2.健全で明るい家庭を作るための事業
の創意を結集して連絡調整を図りつつ、青少年の 3.社会環境の浄化を図る事業
健全育成を図る。
4.青少年の非行防止及び事故防止のための事業
5.その他、上記目的達成に必要な事業

無

無
有「月１００円・イベント３００
円位]

有[年1000円]

無
無

有[青少年の健全育
成に関心を持ち、市
有
民会議の趣旨に賛同
いただける方。]

精明第二民児協 ※JOYJOY送付しない 民生委員活動

民生委員活動

民生委諸活動

点字サークル「つくしんぼ」

障害者

視覚障害者への情報提供及び点字・点訳サービス ・月2回の定例会 ・点字講習会アシスト ・学校等
無
会員の点訳技術の向上
点字体験学習 ・視覚障害者への点訳奉仕活動

特定非営利活動法人 ぬくもり福祉会たんぽぽ

高齢者

なんじゃもんじゃ

児童・幼児

原市場うたの会「ヤッホー！」

高齢者

はんのう子育て応援隊

高齢者・児童・幼児

飯能市手話サークル

障害者

福祉活動（施設環境整備等）
落合地域中心に清掃活動
子だもたちを中心に、日本や外国の物語を語る（素
昔話などを語りつぐことによって、子どもたちの情
話で）。こども図書館では毎月第3、第5土曜日に定
操を育てる手助けをする。地域の昔話も発掘する。
例のおはなし会。希望に応じて、おはなし会の出前
素話の楽しさを伝える。
もおこなっています。
季節の童謡・唱歌を中心にうたいます。曲の説明を
楽しくうたう
きいて、幼い頃、若い頃を思い出しながら、会員と
一緒にうたっていただきます。
毎月第４金曜日に手作りカレンダーの作成及び季
子育て支援・三世代交流
節の遊び、交流を実施
聴覚障害者への理解を深め、手話の習得を目指
手話の学習、聴覚障害者との交流
す

有[年1000円]

有

無

有 うたの会会員で
あること

有[月２００円]

無

無

無

有[年2,400円]

飯能市立こども図書館協力員
飯能市立図書館友の会

文化

図書館に興味のあるボランティアを募り、利用者に
とって快適な図書館をつくることと、サービス向上
に努め、図書館をサポートすること。ボランティア同
士はお互いに尊重しあい、人と人とのふれあいを
楽しむこと。

飯能市朗読ボランティアひびき

高齢者・障害者

視覚障害者、読書困難者等への朗読活動他

1）書架整理、返却本配架 2）寄贈本整理 3）子ど
も読書支援 4）映画会
５）館内、館外美化 6）活動集会 7）その他図書館
業務サポート
録音テープ・ディジー図書作成・対面朗読・朗読及 有 原則として朗読
び録音技術の講習
講座受講者

有[年1000円]

はんのう日本語クラブ

国際

はんのう森びとの会
ひだまりカフェほわっと

認知症カフェ

ふれあい囲碁ネットワーク・心の畑を耕す会

高齢者・障害者・児童・幼児・国際・サロン・精神保健・文化・まちづくり

ふれあいサロン笠縫

高齢者

ふれあいサロン前ケ貫

高齢者

モリアオガエル

高齢者

森のようちえん

児童・幼児

やぐるま草

環境・まちづくり

飯能市東青少年健全育成の会

青少年

飯能第一小学校地域見守り協議会 防犯

飯能地区まちづくり推進委員会

まちづくり

飯能市国際交流協会

国際

日本語教育支援及び授業中に学習者の子供の保
無
育を行っている
飯能市域における広葉樹の植林活動とその保全 多峯主、中沢の山林などでチャノ木等の除採を
活動を通じ、自然豊かな気持ち良い森づくりの推 行ったり、ドングリから育てられた広葉樹の苗を伐 無
進に貢献する
採跡地に植樹したりする
認知症カフェ
第１・3日曜日/日替わりシェフレストラン
地域コミュニティ、病院、学校、幼稚園、福祉施設
非言語で遊ぶ「ふれあい囲碁」を活用し、地域と人
等で「ふれあい囲碁」を活用したアクティビティーを 無
を結ぶお手伝いをする。
行う
楽しくお話が出来る場所。月々に色々と催していま
踊り・尺八・健康講座・バス旅行・ヨガ・コーラス他 無
す。
軽い体操をしたり、楽しく唱歌を歌ったり、お茶飲み
しながらおしゃべりを主にサロンをしている。ボラン
毎月当番制にして活動。終わりに反省会をして話し
ティアさんより色々アイディアを出しながら対象者さ
無
合いをいている
んと交流し楽しんでいただける様、考え共に楽しん
でいる
老人ホーム訪問
話相手・動揺を歌う
有
外国人学習者の日本語教育

子どもは遊びを通して心も体も成長できると考え、
乳幼児期から親子で自然の神秘的な発見を共有
し、自然の中にいることの心地よさを感じること、ま
た学童期では生態系、気候風土など科学的な興味
整備・イベント企画等
関心を持てるようなきっかけ作りをし体験を通して
自然の面白さ楽しさ、不思議さを知ることを目的と
している。また行政、地域住民の協働により整備作
業、イベントの企画をしている。
総合福祉センターのガーディニング
庭の手入れ、植え替え
飯能東地区内（一中学区内）全域にわたり、青少
年問題について、意志の統一と関心を高め、青少
年の健全な育成を図り、非行防止等については、 夜間パトロール他育成会活動
これを担当する団体、機関を支援して、明るく住み
よい郷土を築くことを目的とする。
①登下校における児童の見守り及び通学路の巡
回。
通学路等において児童生徒の見守り活動を行い、 ②巡回時に不審者等を発見した場合の学校等へ
児童の安全確保及び安全管理の充実を図る。
の通報。
③その他児童生徒及び学校の安全確保に関する
活動。
市から補助金を受け飯能地区のまちづくり事業を ①飯能河原環境整備事業
推進
②飯能地区魅力再発見活動
外国人支援・多文化共生推進・国際交流

外国人に日本語を教える
外国人と料理教室や語学学校を通して交流する
姉妹都市ブレア市との交流

無
有

無
有[月200円]

有[月200円]
無

無

無

有 よく働く人

無

無

無

無

無

有

無

