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【子ども達と共に・子育て支援】
No.

グループ名

３

動

内

容

海の子文庫

月１回、野間小学校と美浜町図書館にておはなし会、依頼に応じて中学校、小
学校、保育所で1時間の授業時間でおはなし会・ブックパフォーマンス公演、公
民館で練習、紙芝居製作など行う。

空とぶ
じゅうたん

子どもたちに絵本を読んでいる。美浜町図書館では第2・4木曜日 10時半から「お
話の部屋」にて、河和小学校では1年生に月1回「朝の読みきかせ」を行ってい
る。また河和児童館では紙芝居の製作や練習を行っている。

１

２

活

子育て支援
子育て中の親子を支援することを目的に町内の公民館で「おしゃべり広場」を
ほっと・ミルク 開催し、歌あそび、工作教室も開いている。町主催の子育て講座にも協力して
いる。令和3年6月より、ホームスタート・ホームビジターを実施している。
うのみみ

上野間小学校にて各学期ごとの読書週間の読み聞かせ活動や、秋開催（上野間
小学校の学校行事）の「ブックフェスティバル」を授業時間をいただき企画。
またその他の活動として、高齢者施設、保育園、児童館等にて出張読み聞かせ
活動を実施。

おもちゃ
キャラバン
ボランティア
「うみは」

おもちゃを介してみんなを笑顔にする場所作りをめざして、美浜町おもちゃ図
書館うみはの運営協力とおもちゃキャラバン活動を行っている。おもちゃの大
切さと一緒にあそぶ楽しさを伝え、赤ちゃんからお年寄りまで心をかよわせ、
ふれあえる場を提供していく。

トイ
クリニック
みはま

美浜町おもちゃ図書館うみはに併設して「おもちゃ病院」を毎月１回開催。お
もちゃ図書館のおもちゃの修理や、地域の方からの持ち込みの乳幼児のおもち
ゃの修理を原則無料で行っている。

７

あったか
ネットワーク

子ども食堂と無償の学習支援を軸とし、地域で子どもや高齢者が一緒になって
集える居場所づくりをテーマに活動を開始している。毎回、メンバー手作りの
食事を安価で提供。地域のコミュニティの役割も果たしている。

８

ふるふる
キッチン

日本福祉大学の学生さんに、地元の畑で収穫した旬の食材を使い、食事を安価
におもてなしを計画。お腹いっぱい食べてもらい、若いエネルギーを燃やして
頑張ってもらいたいと思っている。

４

５

６

【高齢者や地域のみなさんと共に】
No.

グループ名

９

マザーグース
緑苑

活

動

内

容

美浜緑苑地区にお住まいひとり暮らしの方の一助になればと考え、車での通院、
買い物のお供、公的福祉サービスの情報伝達、独居の方の話し相手などを行っ
ている。また、毎週水曜日、美浜緑苑集会所にて喫茶室「ゆう」の運営も行っ
ている。開店時間は午前10時～午後3時まで。

おしゃべり
１０ サロン布土

お茶と軽食を囲んで気軽におしゃべりや交流ができるサロン。レクリエーショ
ン、健康講話、体操、ハモニカ、カラオケ、ゲーム等。季節に合わせた手作り
料理に心を込めています。参加者全員で考え、できるときに、できること、で
きる人で、それぞれの能力いっぱい出し合って楽しく活動している。

上野間
１１ おきらく会

上野間地区の７０歳以上で、一人暮らし、家の中で過ごしがちな方など、お茶
・お菓子・軽食を囲んで、気楽に過ごしていただく「おきらく会」。また、健
康体操、作品作り、レクリエーションなど和気あいあいと楽しく活動している
グループ。

いこいの家
１２ サロン

古布老人憩いの家で開催する「いこいの家サロン」。ボランティアによる講演
会、落語等で気軽に楽しんでいただいている。毎年8月にぬりえを描いてもらい、
9月の敬老会に額縁に入れて展示している。偶数月の第3日曜日に開催。

１３ やなしサロン

矢梨地区の高齢者サロン。主にひとり暮らし高齢者の方々が気軽に参加して、
おしゃべり・会話、体操、ゲーム、作品作りなどのひとときを楽しんでいただ
けるお手伝いをしている。

いきいき
１４ 倶楽部

会員同士で計画をたて、手芸や料理、レクリエーション等、月2回野間公民館に
て活動している。また、手縫いの雑巾を施設に寄付したり、町文化祭に作品を
出品したりしている。

コ ミ ュ ニ テ ィ 年間プログラムを作り、懐かしい歌を歌ったり、健康維持を目的とした体操や
１５ サロン北方
ゲームを行っている。お茶を飲みながら、おしゃべりをする楽しみもある北方
地区のコミュニティサロンである。
切山
１６ おしゃべり
サロン

切山地区の７０歳以上の方を対象とし、季節を感じ、おしゃべりをしながら、
お茶を飲んだり、歌を歌っていただき、又昼食を食べたりしながらスタッフと
一緒に楽しんでいる会である。

細目
１７ おしゃべり
サロン

細目公会堂（細目老人憩いの家）にて月１回原則第４水曜日に、参加費１回100
円（飲み物、お菓子代）でのおしゃべり会を開催。お食事をすることもあり。
参加、出入り自由、他地区の人もOK。決め事なし、今後、会員数を増やし、健
康講話、健康体操、クリスマス会などイベントも検討していく。

ぷらりん

毎月第3木曜日、午後1時半～3時まで。レスクル美浜営業所のレンタルスペース
にて、赤ちゃんからお年寄りまで、地域のみなさんが誰でも気軽に利用できる
カフェを開催。

さくら貝

6月から「河和南集会所」において、皆さんの憩いの場「さくら貝」を開催して
いる。体操や歌、ゲーム等を交えながら、みんなで集まり、体を動かしたり、
おしゃべり等の楽しい時間を過ごしている。

すずめ

浦戸地区のおおむね６５歳以上の方を対象として、お茶やお菓子を囲みながら、
ストレッチ体操、レクリエーション、合唱などで気楽に楽しく過ごしていただ
けるようなサロン。浦戸いこいの家にて開催。

１８

１９

２０

セルプ
あぜーりあ祭りへの協力、障害福祉サービスの制度や直接支援、保護者として
２１ ・ ア ゼ ー リ ア の役割等についての勉強や研修。令和３年度より、アゼーリア周辺のひとり暮
保護者会
らし高齢者宅の資源ゴミの回収活動を計画している。
２２ チーム奥田

高齢者のいこいの場所づくり、地域のみなさんの気軽に集える場所づくりとし
て、「かようサロン」「くつろぎハウス」を開催。それぞれ奥田北中憩いの家に
て、お茶やお菓子を囲んで、いろいろいな方々と交流できる場としている。

【障害がある人と共に】
No.

グループ名

活

動

内

容

日本福祉大学
２２ 学生支援
センター

日本福祉大学は、障害のある学生も障害のない学生も共に学び共に育つという
考え方のもと、障害や多様な特性のある学生が学ぶ環境を支援している。本学
学生支援センターでは、学生相互の支援をコーディネートする中間支援機関と
して、ボランティア登録学生と要支援学生とのマッチングを行っている。

手話サ－クル
２３ おれんじ

聴覚障害者と聴者の交流を行いながら、手話や福祉制度等の学習、地域住民を
対象とした研修会等の企画を通じて聴覚障害者への理解を深めている。また、
愛知県及び知多地区聴覚障害者協議会の活動にも参加・協力して広い視野での
理解も深めている。

みはまボイス

毎月１回声の広報朗読ボランティアとしてカセットテープ(90分)に、毎月発行
の町広報誌を吹き込み、町内の視覚障害者宅へ郵送している。また町議会だよ
りや美浜町社協だより等も別のテープに作成し郵送している。また年１回視覚
障害者との懇親会も6月頃に開催している（声の懇親会）。

２４

文 字 d e サ ポ ー 毎月の定例会で、要約筆記技術向上への学習や、社協主催の講演会や障がい児
２５ トみはま
者ふれあい運動会等へのボランティアとして協力。小中学校の福祉実践教室、
町サマーボランティアスクールへの参加・協力も行っている。
みつまめ

美浜町内で心身の発達の遅れ等に悩みや不安を持つ母親と一般の人で構成。主
に情報交換や地域のイベントに参加し、それぞれが自分らしく暮らせるための
繋がりづくりをめざしている。具体的にはセルプ・アゼーリアでのボランティ
ア作業やあぜーりあ祭りへの参加。現在はコロナ禍で活動を自粛中。

ボランティア
２７ グループ
すなめり

地域内の精神障がい者を対象に毎月第２金曜日の午前中に料理教室をワークル
ームかもめ（旧河和南部公民館）にて実施。また精神保健福祉関係の諸団体の
行事等に参加・協力している。

ボランティア
２８ グループ
なちゅら～れ

毎月第3土曜日に、ほっとスペース「なちゅら～れ」を開催。来てくれた人たち
が自分の気持ちに無理をしないで過ごせるよう、みんなで作る楽しさを大切に
した料理づくりや、音楽を楽しんだり、ゆっくりのんびりそれぞれが自由に過
ごせる時間を大切にしている。相手のありのままを受け入ながら、自分のあり
のままも出せる、「こころ」がホッとできる空間を一緒に作っている。

ボランティア
２９ グループ白夜

名古屋・知多半島を中心に障害児者への余暇支援やスポーツ交流を行っている。
毎週水曜日に定例会を設け、活動を振り返り反省し、共有を行うことで次の活
動へ生かしている。又、日頃お世話になっている各活動先の仲間さん、親さん
をお招きし、夏と秋に企画を行い、おもてなし、感謝の思いを伝えている。

とよいち

障がいのある児童・生徒・成人を対象に、月１回「運動クラブ」を実施。障が
いのある成人を対象に月２回「ハッピータイム」を実施。「とよいち」の施設
を一般に解放し、誰でも自由に利用して余暇活動を楽しむための支援を行う。

２６

３０

【その他の活動】
No.

グループ名

活

動

内

容

ぶ っ く ふ れ ん 美浜町図書館での読み聞かせや書架の整理、行事サポート、インフォメーショ
３１ ず
ンサポートなどを通じて、自分のできることで関わりながら「より良い図書館
づくり」を目指している。
さくらの会
知多厚生病院で総合案内での誘導や案内、縫製（氷枕カバー、ベット柵カバー
３２ (知多厚生病院) 等の作成）、車いす等の点検・修理。療養病棟での患者様の話し相手、見守り、
レクリエーションの手伝いを行っている。
美浜・南知多
３３ 防災の会

美浜町、南知多町地域住民が参加の社会福祉、地域交流活動団体等に出前講座
形態で参加して広く防災（減災）意識の啓発、啓蒙を呼びかけている。美浜町
内では小中学校、高齢者サロン等。

みはま
３４ 体力測定ボラ
ンティア

中高齢者に合わせた出前体力測定を実施する。老人会、サロン、その他団体か
ら依頼があった会場に出向き、体力測定（開眼片足立ち・握力・5ｍ歩行など）
を実施し、自分の体力を知る機会として、運動機能の低下予防の必要を伝える。

新池クラブ

農業用ため池「新池」周辺の清掃や草刈り等による景観の保持活動や、新池周
遊の散策路の管理等を行っている。時には、日本福祉大学の学生さんと一緒に
活動や交流会も行っている。

切山
３６ レ デ ィ ー ス

「きりやまおいでんカフェ」にて、高齢者の居場所づくりを通して、高齢者や地
域の人達とお茶を飲んで、おしゃべりして、楽しくコミュニケーションを図りな
がら、住みよいまちづくりをしています。お抹茶、コーヒー、お菓子を200円で提
供しています。

上前田
３７ ガーデンの会

主要地方道半田南知多線沿線道路脇に、花の植栽、除草（草取り）、施肥（堆
肥と化成）、ゴミ拾い、季節時の苗の植え付けを有志で行っている。また、時
々、作業方法のミーティングを実施。

３５

オ レ ン ジ ラ イ ン 台風、大雨、強風時等、オレンジライン（布土地区）の通行障害状況の把握と
３８ (布土地区)を守る 関係行政への報告。また軽微な障害物の除去と景観（三河湾展望とか）周辺の
有志の会
粗大ゴミ放置状況把握と関係行政への報告を行う。
奥田
３９ お せ っ 会

地域のサロングループと共に敬老会の開催や、小学校の草刈り・神社清掃・山
王川沿岸の草刈りの協力を行っている。

４０ 縁joy梅ヶ丘

河和地区で、これから「だれでもカフェ」「だれでも子ども食堂」「ちょこっと
お助け隊」を立ち上げ活動を行っていく。その打合せ等を進めている。

インクルーシブ 生涯スポーツでもあるダーツを通じ、健康的で年齢・性別・障がいにとらわれ
４１ ダーツクラブ
ない交流の場を作りたいと考えている。各ボランティア団体や学童、施設等と
連携し、また地域イベント等でレクリエーションのひとつとしてダーツを提供。

