グループへの加入、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
H30/8/20 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
モリアオガエル
傾聴ボランティア ピア飯能
ほっとほっと
遊びのひろばかざぐるま

活動分野
高齢者、障害者（児）

目的

老人ホームへ定期訪問、障害者
傾聴ボランティア活動を通じ、地域の人々とより関
高齢者、障害者（児）、サロ
係を築き、明るく楽しい自立的な生活送れるよう支
ン
援します。また「地域福祉力」の向上にも寄与しま
子育て中のお母さん、お父さんに子供から離れて、
児童・幼児
ほっと一息する時間を過ごしてもらうため
乳児から小学生を対象に読み聞かせや、パネルシ
高齢者、児童・幼児
アター、手遊びの公演、工作教室やゲーム大会等
を企画し、子供達と遊ぶ
視覚障害者への情報提供及び点字・点訳サービス
障害者
会員の点訳技術の向上
子育て中の親子交流情報交換の手伝いを開催し
ている。
サロン
お年寄りが集まり、おしゃべり、お茶飲み、体操等
を開催しています。

活動内容

会費

話し相手、歌を唄う
無
特別養老人ホーム、個人宅の高齢者の方々訪問、
グループホーム、障害者の方々、傾聴活動、ショー 有 講座受講15H
トステイ、デイサービス、いきいきサロン等

無

毎月２回、２時間の一時保育

無

無

年４回「遊びのたんけんたい」企画や幼稚園、保育
無
所、子供会等への出張公演を行っています。

無

・月２回の定例会・点字講習会アシスト・学校等点
字体験学習・視覚障害者への点訳奉仕活動
子育てのお母さん達との交流、又、保育園児が毎
月来場、一緒に交流をしております。
あさま子育てひろば・さんる～む
お年寄りの仲間が歩いてこられ一緒に話をしたり、
年１度施設めぐりをしてます
図書館業務のサポート（書架整頓、配付物作成、
利用者にとって快適な図書館をつくることと、図書 紙芝居ケース補修、パネルシアター作成、読み聞
飯能市立図書館友の会
N
館サービスの向上をサポートすること。
かせ、図書館行事スタッフ、寄贈本整理、図書館だ
より作成手伝い）
高齢者・障害者（児）・国際・サロン ”みんよう”を通して交流
"みんよう”の会
”みんよう”レクリェーション、発表
東京を中心に活動中、２０１６年まではほぼ月１回
勤務先で結成したバンドで生演奏と歌で介護施設 公演活動を実施していたが、メンバーも高齢化して
ザ・ドリームオブフュチャークラブバンド（DFCB)
高齢者
を訪問、昭和歌謡中心のため、高齢者の方と一緒 きているため、２０１７年から２か月に１回の公演と
に歌い健康に寄与すること
している。飯能では毎年１０月または１１月に楠苑
にて公演実施中
「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境
1.森林整備 2.竹林、梅林整備 3.住宅近接の危険
の重要な要因である森林を通じて行い、自然と人
森林ボランティアグループ飯能（かろりん会）
N
木除去
と共生に向けて、会員相互の理解と親睦を図りな
定期活動日時 第１・3土曜日/月、必要に依り随時
がら人類・社会・地域に貢献する
点字サークル「つくしんぼ」

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加条件

明るく、楽しくをモットーに、マジックを学んでいる
サークルです。
月２回のマジック実習を踏まえて、デイサービス、
高齢者、障害者（児）、児
加治マジッククラブ
脳トレにも効果大です。芸ができたらいいなと思っ 保育園、小学校、自治会等へ出向きマジックを楽し
童・幼児、サロン
た事ありませんか。忘年会、新年会等でも大活躍 んでいただいております。
できます。
・こども図書館にて夏・冬の人形劇楽しむ会
手作り人形劇やパネル・エプロンシアターを通じて
絵本とお話しの会ぐるんぱ
高齢者、児童・幼児
・毎月、絵本の読み聞かせ、こぐま・ちびくまタイム
地域の子供達とのふれ合いを持つ
参加 幼稚園、児童館、お年寄り対象に演技
室内片付け、掃除、草取り、病院への同行、洗髪、
高齢者と働く女性を対象として生活援助をすること
高齢者、障害児、児童・幼児
サポート美杉
調理、窓ふき、法事同行、入院及び入院中の所
で暮らし良い日常を提供すること
用、窓ふき、代筆、買物同行
毎月第１月曜、第４木曜日、午後１時３０分～３時
生涯学習の一環として、私達も学び、施設の方々
いずみの会
高齢者
まで唱歌、ことば遊び、なぞなぞを実施。季節ごと
との交流を深める
に花壇の手入れ、花植えを行います。
飯能市で行っている、ひだまりカフェ（認知症カ
ひだまりカフェ ロックガーデン（認知症カフェ)
高齢者
認知症高齢者の支援
フェ）の運営と実際のサポート
ストレッチ体操、発生練習から始まり、歌の曲目は
幅広いジャンルの中から選び、他のサークルとの
コール青空
高齢者、児童・幼児
コーラスの練習。歌うことで心身の健康を保つ
発表会、文化祭にも出演し、年に数回の老人施設
等へのボランティア活動にも出演し、年に数回の老
人施設等へのボランティア活動も行っている。
飯能市における広葉樹の植林活動とその保全活 多峯主でチャノキ等の伐採を行ったり、ドングリか
はんのう森びとの会
N
動を通じ、自然豊かな気持ち良い森づくりの推進に ら育てた広葉樹の苗を伐採跡地に植樹したりす
貢献する。
る。
美杉台１丁目２４番地1にある森のようちえんの整
本会は市の「森のようちえん事業」に賛同し、会員 備、市との協働事業のイベントを行っています。整
相互の親睦を図りつつ、市内の子どもたちも大人も 備は園内の植木の手入れ、除草や間伐材を利用
児童・幼児、他（森のようち
美杉森づくりの会
楽しめる身近な自然環境づくりのために、森のよう したベンチ作りなどです。イベントは四季にあわせ
えん整備）
ちえんの環境整備を行うこと及び市が主催するイ て年４回行っています。参加する子どもたちが自然
ベント等に協働参加することを目的とする。
にふれあうための仲立ちを務めています。会員同
士も作業を通して自然とのふれ合いを楽しんでい
毎週火曜日、年間４２回授業あり、１０時～１２時、
はんのう日本語クラブ
国際
日本語ができない外国人に日本語を教える
場所：福祉センター、子供の保育あり
１．エコツアー事業 飯能市役所と連携し、年間２
件実施する。
２．契約農園事業 遊休農地を借用し、市民農園
地域文化や街の発展に寄与すると共に、地元住民
特定非営利活動法人 エコライフ飯能
高齢者、文化、まちづくり
を運営する。
との交流、並びに高齢者の生活支援を行う。
３．地域生活支援事業 地元高齢者の生活支援と
して、庭木の刈り込み、除草
作業を行う。
小物作りの会
高齢者
障害者施設に寄付
牛乳パックでの椅子作り、古布等での小物作り
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
お楽しみ昼食会
高齢者
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。
市の補助金をいただきながら、地域の活性化及び
飯能地区まちづくり推進委員会
まちづくり
飯能河原の環境整備と地域魅力発見活動
地域コミニュティの形成
地域の人など誰でも気軽に集まれる場所、それが 毎月第１・第３日曜日に銀座通りの日替わりシェフ
「ひだまりカフェ」です。お茶やコーヒーを飲みなが レストランで「ひだまりカフェほわと」を行っていま
ら、会話を楽しんでほっとする時間を過ごすことが す。不定期で紙芝居やマジックショーなどのイベン
高齢者・認知症カフェ
できます。また、カフェには医療、介護の専門職が トや講和を行っています。
おりますので「最近物忘れが多くなった」「認知症の スタッフは①午前９:３０～16：00、②午後12：25～
ご家族の介護について不安なことがある」などの相 16：00、③9：30～16：00など、個々の都合に合わせ
談もできます。
てシフトを組んで参加しています。
飯能市立こども図書館協力員
児童・幼児
飯能市立こども図書館行事の補助
絵本の読み聞かせ、こども図書館でのイベント協
加治・美杉台まちづくり推進委員会 高齢者
加治地区美化運動
環境整備
季節の童謡、唱歌を中心に歌います。曲の説明を
原市場うたの会 「ヤッホー！」
高齢者
楽しくうたう
聞き、幼い頃を思い出しながら、会員一緒に歌って
いただきます。
高齢者 障害者（児）
児童・幼児
ワナカムヨガスクール
ヨガを通して社会に貢献する
ヨガ
国際
まちづくり 災害
ふれあいサロン笠縫
高齢者 サロン
地域の高齢者に気軽に楽しめる場所つくり
歌唱、体操、おしゃべり等
・残材の片づけ ・花木の植栽 ・下草刈り ・散策
奥武蔵 花楽会
まちづくり
1.「花の山」づくり 2.住みよい活気ある地域づくり 道の整備
・鹿、猪除けネットの補修 ・山野草植栽
高齢者
デイジー図書作成、対面朗読、朗読及び録音技術
飯能市朗読ボランティア ひびき
視覚障害者、読書困難者等への朗読活動他
障害者（児）
の講習

有 1,000円/月

無

有 1,000円/年

無

有 さんる～む月100円

有 毎月定例会への
出席、毎月第
無
４土曜、１２月の
み第３土曜
無
有 出席そのつど100円
有 勤務先OB

有 1,000円/月

無
有 [正会員・準会員]
有 1,000円/年
見学や体験は随
時

無

有 6,000円/年

無

有 1,000円/年

無
無

無

有（認知症サポー
ター養成講座）

無

無

有 1,000円/月

無

無

無

無

無

無

有 1,000円/年

無

無

有 宗教・政治活動
はなし

無

無

無

有
（認知症サポーター
養成講座受講）

無

無
無

無
無

うたの会、会員である
有 200円/月
こと
有

原則として朗読講座
有 1,000円/年
受講者

奥武蔵マウンテンバイク友の会

環境・体育

やぐるま草

環境

青少年育成飯能市民会議

青少年

美杉台まちづくり推進委員会と協力し、清掃や草刈
自転車を使ったレクリエーションが安全に行われ、
り、遊歩道の修繕を行う。名栗ふれあい広場を活
健全な活動として社会に認知され、今後も継続で
用し、子供たちの運動能力の向上に資するイベント
きるよう環境を整えること。
を行う。
ガーデニング他草取り
同左
無
青少年の持つ重要性と多様性に照らし、広く市民
の創意を終結して連絡調整を図りつつ、青少年の
健全育成を図る。

有 2,000円/年

高齢者
障害者（児）
児童・幼児
ふれあい囲碁ネットワーク・心の畑を耕す会
サロン
精神保健
文化・まちづくり

地域コミュニティ、病院、学校、幼稚園、福祉施設な
非言語で遊ぶ「ふれあい囲碁」を活用し、人と地域
どで「ふれあい囲碁」を活用したアクティビティを行 無
を結ぶお手伝いをする。
う。

無

ユジュ

幼児・児童

・「ユジュ」はインドの古い言葉で「結ぶ・つながる」
の意味です。地域の子育て中の女性がつながっ
て、地域で安心して子育て・暮らすことができるよ
う、女性支援する活動を展開しています。

無

飯能市国際交流協会

国際

外国人支援、多文化共生推進、国際交流

飯能市青少年健全育成の会
立ち上がれ飯能プロジェクト
飯能おやじ会

・子育て中のお母さんを支援する活動（仲間づくり、
リフレッシュ、スキルアップ等を目的とした講座、イ
有
ベントの実施）
・男女共同参画社会の啓蒙活動（講演会の実施な
外国人に日本語を教える、外国人と料理教室や語
学教室を通して交流する、姉妹都市ブレア市との 無
交流

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
青少年
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。
障害者、まちづくり、災害 災害支援
災害地への物資、支援等
地域の子供たちに対し、学校、家庭とは違い、社会
児童・幼児
の中での子どもたちの色々な体験の企画、運営を

有 個人１００円/年 企業一
口10000円

無
無

無

