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＊各グループの詳細な情報は甲賀市社会福祉協議会ホームページにも掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

＊掲載内容や各グループへのお問い合わせは、お気軽に甲賀市社協ボランティアセンターまでご連絡ください。

0 



【音楽・歌・レクリエーション】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

日本民謡・徳波会 民謡・三味線などの演奏を通

じて、地域の高齢者施設や敬

老会などの訪問交流活動

活動のためのお稽古

岩上公民館にて月2

回第2・第4火曜日

19：50～21：30

民謡・三味線などの演奏を通じて、地域の高齢者施設や敬老会などの訪問交

流活動

貴楽会 老人ホーム等の演芸活動、江

州音頭、寸劇、マジック、カ

ラオケ

10時頃から17時く

らいまで（夏の祭り

音頭は22時頃ま

で）

マジックで楽しんでもらったり、江州音頭を聞いていただいたり、一緒に

踊ってもらったり、おもしろ川柳を聞いて笑ってもらったり、歌の好きな仲

間と一緒にみんなで合唱したりして活動しています。

たまごクラブ オカリナ演奏 介護施設は２か月に

１回（14：00～

14：45）

オカリナ演奏　介護施設の訪問、敬老会などに参加（手作り楽器を使って、

一緒に歌ったり手足を動かしたりゲームもしています。）

介護施設の訪問は、春・夏・秋・冬の歌詞のバージョンを作ってお渡しして

います。

水

口
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水

口

ちーむ　はいじ 歌・体操・紙芝居 主に平日 お子様から高齢者の方々まで、広く歌や体操で心のケアのお役に立てると嬉

しいです。１か月前までの依頼をお願いします。

大正琴グループ琴鈴会 イベント・福祉施設などへの

演奏訪問

月2回 イベント・福祉施設などへの演奏訪問

ふらんしーず ハンドベルサークルです 都合の合う限りで おおむね60歳以上のメンバーでハンドベルを演奏しています。みんなで発表

の場を楽しみに取り組んでいます。

彩音会 大正琴サークルです。 都合の合う限りで 大正琴のアンサンブル演奏をします。他に音楽を使った脳トレーニングや音

楽遊び等をします。

少人数（2～3人）から多人数（10人程度）の演奏で、各種イベントに応じた

形態で演奏します。

土

山
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あきばこの会 大正琴・よし笛など音楽演奏 平日 大正琴・よし笛など音楽演奏をとおし、子ども・地域・福祉施設への慰問

コロナのため2020年～活動休止しています。また、メンバーも男性が抜けた

ので新しく女性4人でグループ編成しています。

練習は水口のまるーむで月１回、2021年11月～始めました。

音楽グループ「すだち」 若者とおやじのグループで歌

と演奏

土日が中心 会場参加者の年齢に合わせた曲や、依頼者の要望を取り入れた幅広い楽曲

を、演奏と歌で楽しんでいただく。

音響関係は準備しますが、一部ご協力をお願いすることもあります。

スノードロップ コーラス（合唱、あそび歌、

童謡、昔なつかしい歌、手あ

そび歌）等

土曜日の14：00～

or19：00～

普段は、月２回のペースで楽しく活動しています。歌声の出し方の工夫、楽

しい表情つくり、動作を入れた表現つくり等、美しい声を響かせるだけでは

なくて、楽曲の表情が表現できる歌い方を工夫しあっています。当事者が楽

しくて、視たり聴いたりしている方も一緒に歌いたくなることを目指してい

ます。お仕事や家事などもできて、空いた時間に参加できる楽しみがあれば

と思っています。よろしければご一緒に。

かふかの風 ミュージックベルでの音楽活

動（ポップス・童謡等）

基本は毎月3～4

回、月曜日の午後に

8人で練習していま

す。

ミュージックベル8人の活動です。30分～45分ぐらいのステージを承ってお

ります。ステージ依頼のない時は、基礎練習をしたり新曲へのチャレンジを

しています。各地のサロン、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人

ホーム、病院、ロビーコンサート、子育てサロン、中学校での体験講座、親

子対象の体験講座等、聴いて下さったり体験して下さる方とのすてきな交流

を楽しんでいます。ステージのご依頼お待ちしております。

甲

南
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和太鼓龍虎流　甲南太鼓

保存会

和太鼓演奏・青少年の社会活

動参加

週2回 和太鼓演奏・青少年の社会活動参加

もんじゃの会 もんじゃ焼を通じて、ほっと

一息つける場の提供。子育支

援活動

特に指定はありませ

ん。

10:00～16：00

もんじゃ焼を通じて、ほっと一息つける場の提供。

子育支援活動（サマースクール）、傾聴活動（甲南病院）

もんじゃ焼きの材料代は御負担いただきます。

甲

賀

かふかの風の音 月2回のオカリナ練習、施設

慰問

月2回（現行は第

2・4金曜日）10：

00～12：00かふか

生涯学習館で練習し

ています。

好き寄りで音楽を楽しく、しゃべったり笑いながらオカリナ練習をしていま

す。

信

楽

ほととぎすアンサンブル 楽器演奏（ピアノ、太鼓、ア

コーディオン、ピアニカな

ど）

第1・3金曜日13：

30～15：00

毎月２回程度、金曜日の午後に練習をしながら、老人クラブの大会や信楽町

の芸能祭、いきいきサロン、敬老会、福祉施設などいろいろな会場で発表を

してきました。多くの会場で、なつかしい曲を演奏した時に何人かの方々

が、共に合唱をしてくださり、合唱と合奏で楽しい時間を過ごしています。

新しい仲間を募集しています。一緒に楽器を演奏してみませんか？お待ちし

ています。

甲

南
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ｈｕｇ バルーンアート、リズム遊

び、皿回し、手遊び

随時 ｈuｇは赤ちゃんからお年寄りまでみーんなと楽しい時間を共有し優しい空間

で抱きしめ包み込めるように活動しています。

しがらきオカリナの森 オカリナ演奏練習、施設訪問 毎月第1・3火曜日

19：00～21：00練

習

毎月第1，3火曜日に信楽開発センターで練習しています。施設や各サロンに

ボランティア演奏に行きます。いつでも声をかけて下さいね。

コーラスグループ　はな

みずき

中高年のコーラス団体で、老

人介護施設、小原自治振興会

主催のふれあい集会に出演。

その他町文化協会芸術祭出

演、要請がある地区の行事に

も参加出演。

月2回（水・土） 中高年のコーラス団体で、老人介護施設、小原自治振興会主催のふれあい集

会に出演。その他町文化協会芸術祭出演、要請がある地区の行事にも参加出

演。

コロナの時期R2～R4現在まで活動休止

市

ドリームポケット http://dream-pocket.com/ 365日対応 http://dream-pocket.com/

ホームページを参考にしてください。まずはご相談ください。あなたの夢を

実現させます。

信

楽
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音楽サークルネコネコ 音楽をお届けします。●楽器

演奏（電子ピアノ・リズム楽

器）●簡単なリズム遊び●歌

土・日・祝　平日午

前～昼過ぎくらいま

で

●楽器演奏（電子ピアノ・リズム楽器・よし笛その他）

●幼児・お年寄り向けの歌、サロンでの簡単なリズム体操

●みなさんと楽しく歌を歌ったり、体をほぐしたりしながら音楽を楽しみま

しょう

BLESS アカペラコンサート

動画製作編集などの斡旋・請

負

土日　事前連絡でい

つでも対応可

コンサートレパートリー：ハナミズキ、猫、pretender、マリーゴールド、

もう少しだけ、星を仰ぐ、Dear myfriend、カナリヤ、虹　など

依頼：YouTube動画制作請負、結婚式ムービー製作、動画製作（歌ってみた

動画、プロモーションビデオ製作など）

アイリス オカリナ演奏 オカリナ演奏

琴華 大正琴の演奏や音楽を使って

活動しています(施設訪問)

琴伝流（ソプラノ、アルト、テナー、ベース）で演奏

市
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こ～らすまま～ず コーラス ナツメロからポップス・唱歌まで、お見えいただく方の年齢にあった歌を

ハーモニーで聞いていただいたり、一緒に歌っていただいたりします。

また手遊びなども取り入れ、色々な形で楽しい時間を過ごしていただきま

す。

現在新規メンバーの募集は行っていません。

ハーモニーカトレア コーラス 出演：15-20分程度。出演人数は10名程度。唱歌合唱曲が中心。歌集を配っ

て一緒に歌ってもらう。

市
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【朗読・演劇・マジック】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

朗読ボランティア　うさ

ぎのミミ

視覚障がい者の方へ届ける広

報誌等の音訳、水口小学校読

み聞かせ、あいコムこうか

「お話たまてばこ」の収録、

地域や各種団体からの依頼時

にお話し会開催

第1・3土曜日 依頼を受けたら出向いて行ってお話し会を開催

●高齢者向け（ミニサークルやサロン、敬老会等）

●子ども向け（子育て支援センターやチアーズステーション、サマースクー

ル等）

大型絵本や紙芝居、パネルシアター、ペープサート等を使って演じたり、一

緒に体操や手遊びをして、楽しい時間を過ごしています。メンバー募集中♡

ドリームマジック忍・

忍・忍

（通称：ドリームマジッ

ク）

マジック 月2回　不定期 高齢者サロンや子ども会などでのアトラクションとして、楽しいマジックを

披露しています。

拡大紙しばい「ぽけっ

と」

拡大紙しばいの製作、公演 随時（依頼があれ

ば）

拡大紙しばいの製作、公演活動（依頼先での公演）。仲良し主婦6人「和気あ

いあい」楽しく活動しています。日帰り圏内ならどこへでも行きます。

水

口
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岩上紙芝居の会 幼時から高齢者の集い・イベ

ントに紙芝居の公演、また、

クイズや歌の時間も有り、共

に楽しみたいと思います。

現在では日中、依頼

先のご希望時間

未就園児サロン・保育園・子ども会・高齢者デイサービスセンター・老人

会・敬老会等に公演活動

みなくち笑い隊 寸劇、筋力低下予防、体操と

共に歌あり

月・水・金・土・日 笑いは健康に・健康は笑いからをサブタイトルに、演じている者も観ている

方も一緒に楽しんでいただく。

朗読ボランティアつくし

んぼ

講師を招き発声、読み物練

習、老人施設訪問、子供向け

お話会、etc

例会：第1土曜日・

第3水曜日

例会1講師による練習。2会員のみにて練習。朗読発表会。月一回土山小学校

朝に読み聞かせ。サマースクール（土山）読み聞かせ。老人福祉施設読み聞

かせ。

会員のレベルアップを計り、より多くのボランティア活動を読み聞かせによ

り進めています。

土山マジッククラブ マジック 不定期 高齢者サロンや子ども会などでのアトラクションとして、楽しいマジックを

披露しています。

水

口

土

山
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音訳グループ

みみずく

対面朗読、福祉（視覚障がい

者）教育

第1・3金曜日 対面朗読、勉強会・例会、視覚障がい者との交流会（年１回）、朗読会

（劇）、福祉（視覚障がい者）教育、他団体との交流、講演会や写真展

おはなし こんにちは 人形劇、大型紙芝居、ペープ

サートなど

不定期 「子どもたちの輝く瞳が見たい」をテーマに、人形劇、大型紙芝居、ペープ

サートなどを通じて、公共施設・養護施設などへの公演活動

劇団　ぽんぽこ 寸劇・ゲーム 不定期（依頼日） サマースクール、いきいきサロン、老人クラブ、敬老会等（子どもから高齢

者まで依頼を受けた団体等）

寸劇等の内容は依頼先にあわせ、シナリオ作成する。

よりi．2・3・4

（ヨリアイツースリー

フォー）

寸劇・朗読・コント・紙芝

居・ゲーム等を使って防犯・

防災の啓発

必要に応じて不定期

に打ち合わせ・練習

を行う。

●寸劇やコント、朗読を通じて「詐欺防止」を中心に啓発してきた。

●メンバーの中には多くの防災士免許を取得した者もおり、本格的な防災に

ついての啓発活動に力を入れていきたい。

●活動の場を募集中。紹介お待ちしております。ご依頼は甲賀市社協ボラン

ティアセンターへ

甲

南

市
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【舞踊・ダンス】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

芳柳流舞踊　寿美優会 福祉施設や地域敬老会等の訪

問活動（清掃奉仕・舞踊披露

等）

福祉施設や地域敬老会等での訪問活動（清掃奉仕・舞踊披露等）

日舞・歌謡舞踊　藤柳

寿々克会

福祉活動（ボランティア）施

設への訪問（敬老会夏祭り）

毎月１回舞踊体操の講習（甲

賀市デイサービスセンター）

地域に於ける敬老会、老人ク

ラブ会合（舞踊披露）国際親

善チャリティー出演

毎週月火水木金

13：30～16：00迄

（6教室に別れお稽

古）

火曜日は17：30～

18：30（子供の

部）

日本舞踊、歌謡舞踊他、民踊としては全国各地の民謡を楽しく踊ろう。

輪おどり、銭太鼓もあり楽しいです。

指導者：藤柳流家元藤柳寿々克（加藤　克子）

　　　　藤柳寿々厚松（中瀬厚子）

甲

南

ヴァアヒラ滋賀 フラダンスを通じ地域の方々

との交流、また高齢者の方の

集い・敬老会など地域行事へ

の協力を積極的に取り組んで

おります。

月1～3回程度 私達はハワイ・オアフ島の名門カパー・フラ・オ・カウアノエ・オ・ヴァア

ヒラに所属し、メリア・クム（師匠）の教えを受けながら、本格的な古典フ

ラ（カヒコ）から現代フラ（アウアナ）まで、ハワイの風を感じながら、コ

ロナに負けず楽しく踊っているハラウ（教室）です。

一緒にフラを楽しみませんか？（年齢は問いません！）

水

口
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甲

南

内海流輔乃香会 老人ホーム・介護施設・ケア

ハウスへの慰問、地域行事へ

の協力（高齢者サロン、老人

会など）

随時　お稽古は、火

曜日午後（13：30

～15：30）と水曜

日午前（10：00～

12：00）

老人ホームの夏祭りの盆踊りに参加

地域の老人会の集まりで踊りの披露　など

甲

賀

甲裕会 日本の服飾文化の着物リ

フォーム、縫製と着付け、舞

踊の練習

舞踊は17：00～

21：00

縫製は9：30～17：

00

着付けは20：00～

22：00

●舞踊の練習は週１回または２回

●縫製月１回または２回　土曜日または日曜日

●着付け　２か月に１回

●福祉施設の慰問、敬老会、各イベントに参加、協力する

雪藍会 舞踊によるアトラクション 火・木・金 「心豊かに楽しく」をモットーに、心身の健康と日本の着物を着ることを大

切にしながら、舞台・文化祭への参加、老人ホーム・ディサービス・各サロ

ンなどでボランティア活動をしています。

菊美範会 日本舞踊による福祉活動及び

福祉活動全般

随時 老人ホーム信楽荘の祝賀会等で日本舞踊を披露。地域のイベント・アトラク

ション（敬老会・お花見会）等で日本舞踊を披露。今年で結成20周年になり

ました。11月25日陶芸の森信楽ホールにて20周年記念舞踊公演を開催しま

す。

信

楽
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【製作・創作】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

土

山

ふみグループ 町内の一人住まいの高齢者へ

手紙・絵手紙の作成

不定期 町内の一人住まいの高齢者へ手紙・絵手紙の作成、民生委員を通じて配布

甲

南

おもちゃのポッポちゃん 最初は子育て支援から始まり

ましたが、現在は依頼があれ

ば出来る限り対応させて頂い

ています。

毎月第1木曜日

AM9：30～12：00

布で作成・修理が中心。今までに、布カレンダー、サマースクールの案内

や、のれん・ゲームの修理、グループで行動する時のバッチ、病院のベッド

カバー、施設入所されている方の足に優しいソックス、笛カバー、手はぎ、

布帽子等々

1か月に一度の集合なので、それぞれがメンバーさんに会うのも楽しみに集合

しています。

信

楽

布絵本たぬき 手作りおもちゃ、信楽ボラン

ティアまつり参加

活動は休止中 手作りおもちゃや布芝居、布絵本などは町図書館に置いてあります。どなた

でも借りていただけますので、地域サロンや子育てサロンなど使って楽しん

で下さい。

13 



【環境】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

市

NPO法人鹿深の杜 田畑・里山の保全活動 年間を通じて 耕作放棄地を利用し、循環型エコ野菜の栽培を中心に、地域の活性化と環境

の保全を目指し活動しています。活動の一環としては、生ごみ堆肥を利用

し、畑（市民農園等）での野菜づくりを行ったり、景観にふさわしい菜の花

やひまわりを作り、山からの間伐材を利用して、リサイクルする手段の１つ

として炭焼き活動を行ったり、地域の方々のふれあいを大切に活動していま

す。

14 



【地域活動】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

土

山

あいの土山ふるさとガイ

ドの会

観光客の歴史ガイド お申し込みがあった

時

古い歴史のある土山町、また東海道の宿場であった土山町の旧蹟や歴史を訪

れる人々に紹介しています。新しくガイドを始める方には丁寧に指導致しま

す。

希望が丘学区まちづくり

協議会見守り隊

小学生の登下校時の見守り、

挨拶運動、交通指導、夜間パ

トロール、防災活動

見守り活動（月～金

曜日）AM7：00～

8：00、PM14：00

～16：00

夜間パトロール（週

2回、月・金）20：

00～21：00

小学生の登下校時の見守り活動、挨拶運動（月曜日～金曜日）

小学校春・夏・冬休み期間中（週２回夜間パトロール）

交通指導、防災活動

ボランティア耕心

（V耕）

地域での様々な奉仕活動、環

境美化など

地域での様々な奉仕活動、環境美化など（区内公園、公民館などの草刈り、

清掃、花壇の管理、地域内外での様々な奉仕活動、環境美化など）

甲

南
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甲

南

寺庄ボランティア隊 寺庄区内にお住いの高齢者家

族・身体的に不自由な方を対

象として、日常生活での「小

さな親切・お手伝い」の提供

年間を通じ要望の都

度

●外出支援（同行）　　●ゴミ出し支援　　●汚水桝清掃

●家具移動点検　　●申請　他代行支援

16 



【国際交流】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

市

甲賀市国際交流協会 多文化共生の地域づくりを推

進、国際交流、国際教育に関

する活動をしています。

活動内容は事業によ

り異なります。お問

い合わせください。

●日本語教室：ボランティアによる日本語を母語としない外国人への日本語

学習支援

●外国につながる子どもの学習会：外国ルーツの子どもたちへの教科学習支

援や宿題などのサポート

●姉妹都市との交流事業や国際理解、国際教育に関する活動

日本語ボランティアの活動については、当会の主催する養成講座等を受講い

ただくなど、条件があります。お問い合わせください。

17 



【高齢者支援】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

水

口

水口町介護予防ミニサー

クルボランティア協議会

介護予防に関する活動 各地区で開催されている介護予防ミニサークル・サロンのボランティアの集

まりです。介護予防に関する研修会を毎年開いて、自分達の資質の向上に努

めています。

てとら 地域内での高齢者を対象とし

たサロンの開催、福祉学習他

第1・3金曜日（但

し8月1月2月は休

み）

地域内での高齢者を対象としたサロンの開催（希望ヶ丘学区の７５歳以上昼

間独居者を対象に「ホットサロン」の開催）、福祉学習他

笑声会 サロン活動 毎月第3土曜日 サロン活動

甲

南
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油日いきいきサロン 地域でのふれあいサロン活動 毎月第3水曜日 地域でのふれあいサロン活動

岩室いきいきサロン 高齢者のふれあいサロン 毎月第2水曜日 高齢者のふれあいサロン

大原中いきいきサロン和

み会

80歳以上の高齢者の人達との

ふれあいで楽しいひと時を過

ごす。

年6回 ①クリスマス会　②体操　③ゲーム・手芸・催し物等

隠岐いきいきサロン ふれあいいきいきサロンのお

手伝い

毎月第２木曜日 ふれあいいきいきサロンのお手伝い

甲

賀
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かむらいきいきサロン 地域ふれあいサロン活動

お出かけ・ゲーム・体操・小

物作り・交流など

毎月1回 毎回体操をして身体をほぐしてから、様々なメニューにより活動していま

す。

参加者のおしゃべりを楽しんでおられ、年２回のお出かけサロンは大好評で

す。

小佐治いきいきサロン 高齢者サロンの開催 毎月第3土曜日 高齢者サロンの開催

コロナにより令和２年４月以降、サロン開催できていません。

五反田気楽サロン 高齢者を対象としたふれあい

いきいきサロン

毎月第3火曜日13：

30～15：00

メンバーとスタッフが共に気楽な有意義な時間を過ごすため、いろいろと工

夫しながらメニューを考えています。

相模ふれあいサロン 高齢者サロン 毎月第3金曜日 お誕生会、健康体操と各月毎に簡単なアレンジメントフラワー、切り絵、脳

トレなどをしています。今はコロナの感染予防対策をしながら、プチサロン

として1時間くらい皆様と楽しんでいます。

スタッフの人数が減少傾向にあり、サロンの先行きが不安です。手伝ってく

ださる方がありましたら、ぜひお声かけ下さい。

甲

賀
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神保ふれあいサロン おしゃべり会、体操、カレン

ダー作り、バスでお出かけ、

神保文化祭出品作品作り、神

保文化祭参加、クリスマス

会、お楽しみ会等

毎月第３火曜日、但

し３か月に１回第３

日曜日、13：30～

15：30

●３班に分けて、各班ごとに班長が事前にスタッフを集め、活動内容を相談

して、役割分担を決め実施している。

●写真記録をとり、年度最終回のサロンで、１年間の活動をプレゼンテー

ションによる映像で振り返る（これは皆さんに好評）

高野ほのぼのサロン 高齢者サロンの開催 毎月第2木曜日 高齢者サロンの開催

田堵野ふれあいサロン

ひまわり

区内の高齢者とボランティア

スタッフとで、体操・歌・

ゲーム・ものづくり等

月1回 区内の高齢者とボランティアスタッフとで、体操・歌・ゲーム・ものづくり

等

鳥居野ふれあいサロン ボランティアと一緒に楽しく

気軽に無理なく過ごせる活動

毎月第2木曜日 ボランティアと一緒に楽しく気軽に無理なく過ごせる活動

コロナウイルス感染症防止のため、R2年3月より現在までサロンの開催を見

合わせています。現在は会員様への電話がけ、訪問による活動、お知らせ・

クイズなどを配布しています。

甲

賀
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ふれあいサロン

上野ひなたぼっこ

独居老人および昼間独居等の

方達に対して、引きこもり予

防とふれあいによる生きがい

のためのサロン活動

毎月第３水曜日 独居老人および昼間独居等の方達に対して、引きこもり予防とふれあいによ

る生きがいのためのサロン活動

開催場所を、油日上野老人いこいの家から油日コミュニティセンターに変更

しています。

鹿深台ふれあいサロン

コスモス会

談話を中心に、折り紙・歌・

体操など

毎週金曜日 毎週：百歳体操、かみかみ体操

行事：花見、寄せ植え、おとなのおはなし会、講習会

サロン活動：談話を中心に折り紙、リース作り、粘土などの工作、手芸、歌

を歌う、ゲーム、花壇の花苗植えなど

鍵当番も週ごとに決めています。区の住民誰でも参加可能です。

ほのぼのグループ 「にこにこサロン」の運営 毎月第1火曜日・第

3月曜日

「にこにこサロン」の運営

滝ふれあいいきいきサロ

ン

高齢者とのふれあい活動 毎月第1・3水曜日 おしゃべり会。甲賀西保育園児との交流会、運動会への参加。バス旅行（年1

回）。文化祭出品物作り。お花見、バラ園見学、クリスマス会、お正月遊

び、アルバム作り。参加者もボランティアもみんな一緒に和気あいあいと楽

しいひととき滝サロン

甲

賀

22 



甲

賀

拝坂ふれあいサロン ふれあいサロン活動 毎月第3金曜日 毎月1回、午後1:30～3:30、拝坂草の根ハウスでのふれあいサロン開催。花

見会やクリスマス会、いきいき体操、ゲーム、屋外研修、その他

金曜会 ふれあいいきいきサロン「金

曜会」の開催（金曜日11：

00～15：00）

月3～4回　金曜日

9：30～16：00

四季折々の恵を取り入れたボランティア手作り昼食を皆で囲み、午後は季節

の行事を含みレクリエーションやぬり絵、折り紙、軽体操で楽しく健康的に

ワイワイと！

食べること、おしゃべりの好きな人、そんな貴女を待ってる人が居る。

只今コロナの影響で休会中。それでも最新情報を対象さんのため毎月届けに

行って安否確認、近況伺いは欠かしません。

合歓の木会 ふれあいいきいきサロン「喜

楽会」の開催

月1回第4水曜日

10：00～14：00過

ぎまで（但し、コロ

ナ感染拡大時は午前

のみ、あるいは中止

することがありま

す）

ふれあいいきいきサロン「喜楽会」の開催

●参加者の送迎スタッフ

●主な活動の進行、補助等のスタッフ

●炊事班として、お食事やおやつ等を作ってくださるスタッフ

活動の日程については、年度ごとに変更することがあります。

などのボランティア活動

いきいきサロン　コスモ

ス会

高齢者サロンの開催 月1回第3月曜日 月1回第3月曜日に高齢者サロンの開催

信

楽
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【福祉活動】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

水口町更生保護女性会 施設訪問活動。学校関係に支

援。年末年始物資の配布。関

係機関行事への参加。交通安

全啓発活動。

施設訪問活動。学校関係に支援。年末年始物資の配布。関係機関行事への参

加。交通安全啓発活動。

水口中学校　ボランティ

ア部

●校内・校外の清掃・美化活

動

●身近なものから国際的なも

のまで様々なボランティアの

学習

●地域の福祉団体の活動への

参加

水口中学校にある文化部です。ベルマーク収集や環境美化活動などの身近な

取り組みや、校外の団体の方々と協力して活動したりしています。様々な形

のボランティアを体験・学習しながら「自分ができること」を見つけていき

たいと思っています。

ガールスカウト滋賀県第

34団

「子どもの居場所」づくり、

清掃奉仕、施設訪問

日曜日（月2回程

度）

野外活動など自然とのふれあいや、人との交流を大切にした活動にチャレン

ジします。小学校１年生から高校生年代の少女会員と活動を支援する成人会

員があります。

水

口
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ほほえみ会 傾聴ボランティア 毎月第4水曜日 傾聴ボランティアとしてデイサービスや個人宅を訪問しています。月に１回

定例会にて、訪問先の共有をしています。

つなぎの輪 生活支援ボランティア 土山町内にお住まいの方の、ちょっとした困りごとをお手伝いする生活支援

ボランティア

NPO法人サポートハウ

スほほえみ

●市内の学童・生徒の“生き

る力応援活動”ひきこもり、

不登校

●介護予防多世代交流事業

月～金9：00～16：

30

●生きる力応援活動　市内のひきこもり、不登校生への日中居場所拠点

●生活支援活動拠点“学習いこか”

年１回福祉学習会開催

甲南町赤十字奉仕団 ●施設での清掃奉仕、献血呼

びかけ、防災訓練への積極的

な参加協力、炊き出し訓練

●地域の清掃、公共施設の清

掃、高齢者の見守り・訪問

月１回の定例会 地域の中で、見守り活動や清掃活動を展開しています。となり近所とのつな

がりを大切にして、特に災害が発生した際には自分も含めて誰一人見逃さな

いことを目標にしています。

「困っている人を助けたい」「困っている時に助けてもらえる」関係ができ

ればいいと思います。同じ思いの人、ぜひ仲間に入ってください。

加入希望の方は、甲賀市社協ボランティアセンター及び地域の団員さんま

で・・・。

土

山

甲

南
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おしゃべりコーディネー

ター(甲賀)

傾聴ボランティア活動 曜日は対象者により

異なるため不明、時

間は10：30～11：

30

話し相手を必要とされている方のお宅に訪問し、お話を聞き、気持ちに少し

でも寄り添う活動

お宅訪問のため2人体制で行っています。

令和3年12月より甲賀市の100歳大学が開校しました。私共のグループがス

タッフとしてボランティアを受け持っています。他のボランティアグループ

と共に行っています。

生活支援ボランティアす

ぷーん

生活支援ボランティア 随時 生活上のちょっとした困りごとをお手伝いするボランティア。草引き、窓ふ

き、お話相手など

甲南更生保護女性会 朝の見守り、社明活動 月1回 ●1日と15日に朝の登校時に見守る

●愛の図書カードを各学校、保育園、幼稚園に配布

甲

賀

にんにんお助け隊 ひとり暮らしや高齢夫婦、障

がいがある方など、自分たち

だけで解決することが難しい

人たちのちょっとした困りご

とをお手伝いします。

火曜日午前 庭の草刈り、草引き、電球の交換、窓ふき、掃除、部屋の模様替え等

甲

南
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甲賀町赤十字奉仕団

なかよし きずな

〔なかよし〕

福祉作業所の手伝いなど

〔きずな〕

鹿深の家・甲賀荘への奉仕

なかよし：毎週木曜

日　きずな：月1回

〔なかよし〕

福祉作業所の手伝いなど

〔きずな〕

鹿深の家・甲賀荘への奉仕

更生保護女性会

あじさいグループ

福祉作業所への奉仕活動 毎週月曜日 福祉作業所への奉仕活動

エコCOOK22 エコな調理実習 eこころステーショ

ンでボランティア

（毎週月・火曜日）

大丈夫食堂でボラン

ティア（毎月第３金

曜日）

「食べる」ことを通してみんなが笑顔になることを願って活動しています。

２か月に１回、旬の食材を使って料理をしています。毎週月・火曜日は、

フードバンク事業「eこころステーション」で、毎月第３金曜日は、ボラン

ティアグループ「大丈夫食堂」でボランティアとして活動してます。

ガールスカウト 障がい者の支援活動、共同募

金活動

障がい者の支援活動、共同募金活動

甲

賀

信

楽
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NPO法人ふれ愛パーク 福祉のまちづくりを目的とし

たふれ合いやささえ合い活動

で、現在はそばづくりから体

験・支援（送迎など）

年間通して 知的障害者のグループホーム運営を中心に、生活困窮者や閉じこもり者支援

を行っている。

1、イベント事業部：バリアフリーなそばづくりやふれ合いの体験を通じてな

かまづくりを広げる。

2、支援事業部：介護保険認定者や障害者手帳を有する方の送迎支援など

3、グループホーム事業部：知的障害者のグループホームを2か所運営

4、その他福祉のまちづくりに関する支援など

よりそい 高齢者のお話相手ボランティ

ア

不定期（都合のよい

日）

市内にすむ高齢者、話し相手を必要とされる方にボランティアとして（2人1

組にて在宅ボランティアとして）30分間お話を聞く活動をしています。多く

の方のボランティアさんを募集しています。

市
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【障がい児者支援】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

みんなくる会 知的障がい者のサロンでの活

動と支援

毎月第1日曜日（但

し1月は第２日曜

日）

9：30～15：30

●対象者の人には毎月はがきで案内状を出しています。

●活動計画はみんな（対象者の人とボランティア）で話し合って作ります。

●関心のある方は一度遊びに来てくださいね。

道場あはは倶楽部 当事者会としてサロン開催 毎週火曜日9:00～

16:00

通年サロン開催

毎週火曜日9:00～16:00open。出入り自由。

喫茶あはは　１日利用　飲み放題￥20

当事者による当事者のためのサロン。参加どなたでもOK。

精神保健福祉ボランティアひだまりの会が支援。

精神保健福祉ボランティ

ア　ひだまりの会

精神保健福祉ボランティアに

よるサロン開催

毎月第２・４木曜日

9：00～16：00

通年サロン開催

「ひだまりサロン」を平成１５年１０月よりopen。出入り自由。

喫茶あはは（１日利用、飲み放題２０円）併設。

第２・第４木曜日。参加者はどなたでもOK。

マニュアルのないボランティアですが、深い喜びを得る活動です。

水

口
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土

山

ルージュ おいでおいでサロンのお手伝

い

作業所利用者の方とのふれあ

い

1及び2：各々１か

月に１回

3：毎月第2・3・4

木曜日

1：おいでおいでサロンのお手伝い

2：作業所の昼食づくりのお手伝い

3：作業所スマイルカフェお手伝い

甲

賀

余暇活動さんりんしゃ 障害児・者の余暇活動の充

実、生活スキル向上の為の取

り組み

毎月第３土曜日（変

更もあり）

●昼食づくり、片付け

●机上活動（個々の取り組み）

●体力づくり（マラソン、バドミントン、散歩など）

信

楽

信楽つどいの会 サロンの開催（話しあい、ゴ

ミ拾い、勉強会、スポーツな

ど）

毎月第２日曜日

10：00～15：00

（コロナ期は10：

00～12：00）

信楽町内在住の知的障がい者が、自主的に計画して楽しい活動をしていま

す。

信

楽

ふれ愛キャンプ実行委員

会

心身障がい児・者療育キャン

プとクリスマス会の開催

心身障がい児・者療育キャンプとクリスマス会の開催
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市

NPO法人ここねっと 障害者のグループホームの運

営。障害者の余暇活動支援

年中 障害のある人や高齢者等が地域で自立した生活を送るために必要な支援事業

を、地域住民が共同で取り組み、温かさや、やさしさのあるまちづくりの推

進に寄与することを目的とする。

1、障害者のグループホーム、通所事業の設立・運営をする

2、障害者の余暇活動を支援する

3、障害者と地域住民との交流の場を、自治振興会と協力し企画する。
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【手話・要約筆記】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

水

口

手話サークル　グー・

チョキ・パー

定例会（月２回） 定例会第2・4木曜

日

19：00～21：00

聞こえないことへの理解を深めながら手話の学習を進めています。交流会や

出前講座を利用した学習など、地域の聞こえない仲間と共に過ごす時間を大

切に活動しています。

土

山

ささゆりグループ 手話ソング 冬期以外は毎月2回

13：30～15：30

土山町文化祭にて手話ソングの発表

●エーデル土山デイサービスの皆さんに手話を

●るりこう園のクリスマス会に手話及び手遊びをする

●隣町（甲南へも）

今年は“時代”“君をのせて”“小さな世界”“ふるさと”等

甲

南

甲南町手話サークル「と

もだち」

手話の学習、聴覚障がい者と

健常者とのコミュニケーショ

ンを図りながらの交流会

第２・４水曜日 手話の学習、聴覚障がい者と健常者とのコミュニケーションを図りながらの

交流会
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市

甲賀市聴覚障害者協会 聴覚障害者の理解と啓発を広

める活動、手話指導

聴覚障害者の理解と啓発を広める活動、手話指導
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【施設ボランティア】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

甲

南

たんぽぽグループ せせらぎ苑施設内外の清掃な

ど

月１回（冬は休み） 夏祭りのお手伝い、除湿器の掃除等

現在コロナのためずっと休んでいます。

信

楽

ひまわりグループ 信楽くるみ作業所の活動の手

伝い

2か月に1回 信楽くるみ作業所の活動の手伝い

現在2年間コロナ禍で休止
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【子育て・育成】

地域 団体名 活動内容 主な活動日時 活動内容詳細

子育て応援　CHEERS

STATION

親子イベント、思い出作り、

思い出作品作り、ママのみイ

ベント（託児有り）

月1～2回　隔金曜

日9：45～12：00

頃

就園・就所前の0～3才頃のお子さんとその保護者さんを対象とした親子イベ

ント（思い出作品作りや活動）・託児付きのママのみイベント（講座や物作

り）を実施しています。スタッフも同じく子育て中のママ！育児の悩み・不

安のリフレッシュに遊びに＆お喋りしに来てくださいね！イベント参加後

は、ゆっくりランチも楽しめる親子カフェ“セカンド・キッチン”もありま

す！

子育て広場わのわのわ 子育て支援 子育て支援

信

楽

おもちゃライブラリーき

らきらぼし

おもちゃの貸出と管理 ●子育てサロンへのおもちゃの貸出、運搬

●町内の団体へのおもちゃの貸出

●おもちゃの管理、貸出

水

口
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