
令和２年２月１７日現在

（情報公開可のグループのみ掲載）

【子ども達と共に・子育て支援】

No. グループ名 活 動 内 容

児童文化部 保育所、児童館などから依頼を受け、現地に赴き、人形劇や集団あそびをする
１ あかとんぼ ことが主な活動となる。また、年に数回自分達で企画したイベントを開き、公

民館や学校に子どもを招待し、共にあそぶこともある。日本福祉大学の学生ボ
ランティアグループである。

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
２ 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 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
３ じゅうたん 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。

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
４ ほっと・ミル 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

ク 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
５ 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
子育て中の親子の援助と、おもちゃを介したふれあいの場所作り、美浜町おも６ キャラバン
ちゃ図書館うみはの運営協力。おもちゃの大切さと一緒にあそぶ楽しさを伝え、ボランティア
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。「うみは」

トイ 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
７ クリニック 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

みはま ゃの修理を原則無料で行っている。

あったか
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８ ネットワーク
集える居場所づくりをテーマに活動を開始している。



【高齢者や地域のみなさんと共に】

No. グループ名 活 動 内 容

マザーグース 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、
９ 緑苑 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 奥田地区の高齢者が、おしゃべりや交流のできるサロン、楽しみにして出かけ
１０ サロン奥田 る場所としての「おしゃべりサロン奥田」を開催。そのための計画、準備、運

営などの活動を行っている。

おしゃべり 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
１１ サロン布土 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 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
１２ おきらく会 ・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 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
１３ サロン 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。

矢梨地区の高齢者サロン。体操、ゲーム、歌（学童唱歌から歌謡曲まで幅広く）、
１４ やなしサロン おしゃべりを楽しめるようにお手伝いをしている。時には町内外から親しみの

あるボランティアグループを招き、楽しい場所作りを行っている。

おしゃべり 緑苑集会所にて月１回開催する「おしゃべりサロン緑苑」。毎回テーマを変え
１５ サロン緑苑 て、歌、体操、健康講話、レクリエーション、作品作り等を行い、お茶・お菓

子を囲んで楽しく、おしゃべり等で過ごしていただく。

いきいき 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
１６ 倶楽部 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を
１７ サロン北方 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。

おしゃべり 楽しくお茶、お菓子を囲みながら、おしゃべりしたり、体を動かしたり、歌を
１８ サロン和み うたったり、月１回会員の方にお会いできるのを楽しみに活動している。季節

に合わせた出し物、簡単な作品作りも行っている会である。毎月１回、第２木
曜日に観光センター分館にて活動。

細目 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
１９ おしゃべり 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。

サロン 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。

切山 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、
２０ おしゃべり 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

サロン 一緒に楽しんでいる会である。

柿並サロン 毎月第2水曜日、午前9時30分から11時30分まで、コーヒー、お菓子を囲んでお
２１ しゃべり、または簡単な手芸、社協の方のお話を聞いたり、楽しく交流を深め

てみる。

体操サロン 今年から月2回となった体操サロンも皆さんの筋力低下向上と脳の活性化の必要
２２ 緑苑 を強く感じている。"いつまでも自分のことは自分で"をスローガンに、おしゃ

べりにも花が咲いている。

布土体操 「脳トレ・筋トレ・脂肪トレ」記憶力や判断力など脳を刺激するコグニサイズ、
２３ サロン 足腰を鍛える「足腰元気プログラム」で筋力アップ、バランスマットを使い二

重課題に挑戦するなどレクリエーションや運動を多く取り入れたサロン。



【高齢者や地域のみなさんと共に】

No. グループ名 活 動 内 容

ぷらりん 赤ちゃんからお年寄りまで、地域のみなさんが気軽に集えるサロンを月１回、
２４ クオーレ河和台1階食堂をお借りして開催。毎月第4木曜日、13時30分～15時30

分に実施。ドリンクバーやお菓子バイキングもあり。どなたでも参加OK。

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
２５ 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。

地域課題解決 地域の高齢者と若者のつながりの希薄さに着目し、地域の方々が世代を越えて
２６ サークルCYCLE 交流することのできる居場所づくりを目的とした活動を河和地区の空き家を活

用して行っている。日本福祉大学生によって構成された団体である。

【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 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
２７ 学生支援 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

センター 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 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
２８ おれんじ 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
２９ 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）。

文字de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
３０ 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
３１ 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。

ボランティア 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半田保健
３２ グループ 所美浜分室にて実施。参加者は30名程度。また精神保健福祉関係の諸団体の行

すなめり 事等に参加・協力している。

ボランティア 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
３３ グループ 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

なちゅら～れ 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 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。
３４ グループ白夜 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。

知多南部 知多南部の小中学校特別支援学級に籍を置く子ども達とお母さんが集い、互いに情報交換。「学
３５ ふれあい 校・医療機関・社会資源の生きた地域」を学び合い、子どもと共に前向きに今の暮らしをと

交流会美浜 らえる事こそ大切…と、人として幸せに暮らせる策をさぐる場とている。第2・4土曜日の午
後1～4時、親子・学生ボラ「モコモコふれんず」とで集い、皆で楽しい時を過ごしている。



【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
３６ 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
３７ (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 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
３８ 防災の会 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、みんなの減災カレッジ等。

みはま 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
３９ 体力測定ボラ 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）

ンティア 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。

日本福祉大学 東日本大震災を契機に2011年3月に学生と教職員が一丸となって発足。以来、東
４０ 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 日本大震災や熊本地震の被災地を中心とした各地での災害ボランティア活動に

センター 加え、キャンパスのある美浜町をはじめ近隣の役場や社会福祉協議会、地域の
方々と連携して防災・減災活動に取り組んでいる。

毎月第１～３木曜日、１～３時までに、河和港観光総合センターでハーモニカ
４１ 美浜ハーモニカ の練習をしている。会費を毎月1,000円を集め会の運営を図る。美浜町のデイサ

愛好会 ービス、老人ホームを慰問する。先生のハーモニカのご指導を受ける。美浜町
の社会教育講座を受けたメンバーが中心となって発足したグループ。

新池クリーン 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
４２ クラブ 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。

“愛知県健康づくり”のメンバー登録者をリーダーとして、年間約45回、高齢
４３ みんなの体操 者対象の健康年齢延長を目的とした自らと、ボランティア活動に依る地域住民

への展開を目指す体操の会である。

おもしろ発信河 河和台の喫茶「ピューマ」にて、学校長期休暇、季節や期間を限定した「子ど
４４ 和台／子ども食 も食堂」を開設。子ども食堂の取り組みと併せて学習支援を行ったり、地域行

堂「おばあちゃ 事参加も子どもたちと行っていくことを計画。令和元年6月に立ち上がったグル
んの家」 ープである。

高齢者のサロンや町民の居場所づくりのお手伝いが行えるように奥田区のいこ
４５ チーム奥田 いの家にて、お茶会や体操など、筋力低下の予防や人と人とのつながりのお手

伝いができる場所づくりの活動を目指している。

切山 切山千歳の家にて７月より開始する「きりやまおいでんカフェ」にて、高齢者
４６ レディース の居場所づくりを通し、地域・多世代交流の場において、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構築することを目的にグループ立ち上げ。

上前田 主要地方道半田南知多線沿線道路脇に、季節の花の苗の植栽、草取り、草刈り
４７ ガーデンの会 等を有志で行っている。

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
４８ (布土地区)を 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

守る会 粗大ゴミ放置状況把握と関係行政への報告を行う。

各ボランティアグループの詳しいお問い合わせは…

◆◇ 美浜町社会福祉協議会 ボランティアセンター ◇◆

〒470-2403 美浜町北方一丁目１番地（美浜町福祉センター内）

TEL 0569-83-2066 FAX 0569-82-5160 Eﾒｰﾙ vc@mihama-shakyo.or.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mihama-shakyo.or.jp/


