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No 　グループ名    　  　主な活動内容                          　    　主な活動場所　  

1 　いずみ会          　 病院(手術)で使用するものを準備する。 千葉労災病院

2   声の広場「やまびこ」  　やまびこ（目の不自由な方へのテ－プ雑誌）発行。 福祉会館、中央図書館

　やまびこ文庫（本の音声訳）作成。音訳活動（対面朗読など）【火曜日】 ボランティアセンター

3 　たんぽぽ会        　 　施設での衣類の縫製、補修、名札つけ、備品の作成。  袖ケ浦福祉センタ－

4   千葉県レクリエーション 　各種行事でのスポーツ、レクリエ－ション指導全般。  学校、公共施設等  

  指導者クラブ市原支部  

5   福祉ビデオ「いちはら」 　福祉関係行事などのビデオ撮影、編集。                市内福祉施設等    

6 　みちしるべ        　 　施設での介助、洗濯物たたみなど。【第１・３火曜日】          ゆうしゅう園      

特別養護老人ホームでのホーム喫茶、話し相手、及び各種行事の手伝い。 発達支援センター

7 　市原朗読の会      　 福祉会館          

8   光風台ボランティア  光風台自治会館、なんな苑 

光風台小学校、ゆうしゅう園

9 　グループともだち  　 　人形劇、紙芝居、パネルシアターの上演。      アネッサ          

　ミーティング、製作、練習。【毎週金曜日の午前】 保育所・幼稚園・小学校

10   青葉台ボランティアの会 　高齢者の寄りどころ活動 青葉台自治会館    

　毎週月曜、水曜　、第2・第4火曜の10時～16時。

11 　人形劇団「プッペ」　 　人形劇の製作、上演。【活動日は火曜日のみ】                              幼稚園保育所、公民館 　　

12 　ハッピ－エコ－    　 八幡公民館        

13 　菜の花            　 　バザー用の手芸品の作成、展示発表。                会員宅            

14 　さくら            　 辰巳萬緑苑のみ        

15   明るい社会づくり運動・  　施設での行事の手伝い。家庭教育相談、講演会。      市内各地、希望苑          

　市原明社 　カーブミラー、無人駅構内清掃。バザー協力。
16 　牛久ニュータウン  　 市内福祉施設

　中村一座          　 （ゆうしゅう園等）

17 　いちはらシルバー友の会 　施設での清掃、介助、行事などへの協力。　施設などでの昔遊び指導。 市内各施設

　基礎学習講座での指導。おもちゃ図書館の運営協力。 
18 　人形劇団ポケット  　 　人形劇の制作、上演。【第2水曜日】                              辰巳公民館、幼稚園、      

　 子供会、福祉施設等        

19   福祉工房トライアングル 　障がい児を対象としたリトミック、ゲーム、レクリエーション。 【第２日曜日】   アネッサ          

　バザーに向けての作品作り。【毎週木曜日】                　

20   J．H．I　すまの会 　楽器（大正琴）演奏による、施設行事への参加。 清流園

市内学校等

21 　ピリ　アロハ 　フラダンスによる施設訪問。【毎週木曜日】 八幡公民館

福祉施設

22 　若宮2丁目環境を守る会 　若宮２丁目町会内及びその周辺の清掃・花壇の整備。 市内（若宮２丁目）

23 　傾聴の会「ひだまり」 　高齢者施設における入居者、利用者の話し相手。 市内福祉施設等

24 　ナツメロ会 市内老人ホーム等

25 　手作りおもちゃポシェット 　手作りおもちゃの作成。 サンハート

　 　 　

26 　おもちゃ図書館「かるがも」 　おもちゃ図書館で、子供達と遊んだりまた、おもちゃの修理。 サンハート

　
27 　市原送迎ボランティアの会 市内、近隣市町村

28   ニットカフェ　ぬくもり 　編み物による交流。年間2作品以上製作し、高齢者の方や施設、身体障 アネッサ

　がい者の方々へ寄付。【第１・３火曜日】
29 　ＳａＴｏＹａＭａよくし隊 　里山（竹林）の整備。間伐材利用竹炭や竹酢液の制作。 市原市不入斗

　炭焼技術出前指導と里山環境意義指導。

　歌（童謡・唱歌・ナツメロ等）や楽器（ギター・ハーモニカ・キーボード）の演
奏による施設訪問。

　市内在住で、移動手段の確保が困難な高齢者、障がい者（児）、単独歩行
が困難な方々を病院や送公共施設への送迎サービス

ボランティア連絡協議会加入グループ一覧表

　視覚障がい者から依頼された本の録音。県民だより､広報いちはら､社協だ
より、市議会だよりなどの録音、ダビング、発送。

　地域の高齢者を対象としたふれあい会。一人暮らし高齢者などを対象とし
た給食サービス。学校支援。高齢者施設での行事協力。

　目の不自由な方とのコ－ラス。【第２・４金曜日の午後】視覚障がい者の送
迎介助。施設での事業協力。

　施設でのクラブ活動の指導、補助（習字、陶芸、詩吟、絵画、生け花、音
楽、俳句、手芸など）。

　バンド演奏、合唱、リハビリ体操、踊り、ゲーム、歌、話し相手による施設訪
問。



No 　グループ名    　  　主な活動内容                          　    　主な活動場所　  

30 　SL災害ボランティアネット 　防災・救済・減災知識の習得、訓練。地域防災の自助共助の普及活動。 市内、近隣市町村

　ワーク　市原ネット

31   おもちゃ病院　市原 　五井公民館にて月1回（第１金曜日午後1時～4時）おもちゃの修理。 五井公民館

　

32   銭太鼓「鼓蝶会」 銭太鼓による施設訪問。 姉崎公民館。アネッサ
アネッサにて練習。色々な民舞の集いに出席。月曜日 youホール。市民会館。

33 　いちはら食育の会 食育指導教材の研究。勉強会の実施。地域住民や子供たちへの栄養講座。 市内

千産千消の料理教室の開催。郷土料理房総太巻き寿司の指導。

34 　多文化共生南米ネット 市内

35 　光風台4丁目北町会 町会内防災対策活動・資源回収・町内清掃活動。 光風台4丁目北町会

　防災グループ

36 　ナルク千葉（ほおじろの会） 高齢者・障がい者・介護・子育て支援・環境美化。 ちはら台

コミュニティーセンタ－

37 　鎌倉街道を歩く会 上総鎌倉街道の案内と講師派遣。 市内全域

袖ヶ浦地区

38 　辰巳・大厩・山木を 辰己台地区周辺の地域コミュニティの向上。 辰己・大厩・山木

　きれいにする会

39 　カラオケ　NO　MOSS 手持ちの通信カラオケによる施設訪問。 市内全域

有秋地区

40 　市原SC２１の会 市内全域

41 　チックタック ギターによる施設での演奏活動 市内

42 　うさちゃんトリオ 歌とギター演奏 歌とギター演奏

43 　傾聴の友「やすらぎ」 傾聴ボランティアによる施設訪問。 市内全域

44 　かずさのくに国府探検会 観光ガイドボランティア 市原、国分寺台

（国分尼寺、稲荷台遺跡など、かずさ国府を巡る2コース）

45 　傾聴の会「こだま」 傾聴ボランティア活動 市内全域及び個人宅

46 　もぐらの冒険 子どもたちの”集いの場”や”遊び場”を提供、開催。

47 　生涯大学校卒業生市原会 会員相互の助け合い。行事協力。演芸ボランティア。 市原市内

48 　育友会 子育てサポート（保育ボランティア） 市内施設

49 　健康塾 食の大切さやお茶やお花を通じた健康法の普及活動を行う。 五井公民館

50 　ヨーキーズバンド 市内　千葉市内

51 　バス・ボランティア・サービス 市内　他

52 　ふれあい２５ ひざ掛け等を老人施設に寄付 市内

　

53 　日本の旅 日本中を旅した写真をもとにスライドショーとトーク、歌で日本の旅にご招待 市内介護施設

54 　房総古代道研究会 房総地域の古代道、駅家などを研究。それらの保存に関する活動 サンプラザ市原

55 　フラフレンズ フラダンスで施設訪問。 市津公民館

56 南総ハーモニカクラブ ハーモニカ演奏による施設訪問。 市内、近隣市町村

57 牛久下宿ふまねっとクラブ 高齢者を対象に専用ネットを使い、楽しみながら歩行運動を行う。 南総

個人ボランティア１９名

在住南米出身の方々に、生活情報その他をスペイン語やポルトガル語に翻訳。

シルバーカレッジの卒業生で活動する、地域への社会貢献を目的としたグループ。(福
祉施設に健康体操や合唱を届ける）

施設等でアコーディオンやギター、ウクレレ、ハンドベルの楽器を使って童謡や唱歌を
参加者と一緒に歌い共有感を高めることを目的とする

福祉団体の送迎や被災地の復興支援（マイクロバスの車両提供と運転）


