
阿久比町ボランティアセンター登録グループ 令和元年１２月１６日現在

番号 名 前 区 分 発足年 内        容

1
手話サークル
もちっこ

障害者支援
（手話）

S59

阿久比町立中央公民館で、第２、４金曜日（原則）に夜７時半～９時
まで、ろう者と共に歩むサークルとして活動しています。楽しく手話
学習をしたり、ろう者との交流を深めています。時間が合えば、いつ
でも参加したい！と思う雰囲気づくりを大切にしたいと思います。興
味があればぜひ、来てくださいね！

2
手話サークル
花かつみ

障害者支援
（手話）

S62

毎週１回（土曜日午後２時～４時）中央公民館で活動しています。ろ
う者であっても健聴者であっても伝えることの難しさ、楽しさを身ぶ
り・手ぶり・表情・動作そして手話にと、学んでいます。時には他
サークルとの交流やイベントにも参加しています。時間制約はないの
で、フラッと遊びに来てください。

3
読書指導グループ
ぶんぶん

児童支援
(本の読み聞か

せ)
S58

主に図書館で土曜、日曜子ども達に読み聞かせをメンバーが交代で受
け持っています。毎週火曜日は年に１回（７月）のお楽しみ会にむけ
て、人形劇、影絵、大型絵本などを製作し練習しています。町内の小
学校、保育園、幼稚園などでも公演しています。

4
阿久比高校
インターアクトクラブ

国際活動等
(学校ボラン

ティア)
H6

ボランティア活動と国際理解活動を通じてリーダー養成の目的ででき
た部活動です。現在部員が少なく、今までのような活動がかなり制限
されてきました。これから少ない人数で地道にできる活動を模索中で
す。

5
障害児保育問題研究会
どんぐりのいえ

障害者支援
(知的障害者)

S58

知的障害者育成会の障害児・者の方々と月１回の交流を行っていま
す。学生の提案するレクリエーション活動をしたり、地域・育成会の
行事に参加するなど、ボランティアとして日本福祉大生が活動してい
ます。

6
ECOMATEホタル
(エコメイト)

環境美化
(カーブミラー

清掃)
H11

４０代～７０代までの男性だけのグループです。
清掃奉仕の活動を主に行っています。活動は、月１回第３日曜日で、
５月～９月を板山グランドの草刈清掃、１０月～翌年の４月までを町
内５００ヶ所のカーブミラーの清掃と点検を行っています。

7 七草会
高齢者支援
（宅老所）

H12

「東部宅老所」でボランティアをしています。開所日は月・木の週２
回、冬期は９～１５時、夏期は１５時３０分までです。会員２８名で
５班を編成し、手作りの食事やおやつタイムなどを通して、利用者の
方々につどい楽しんでいただけるように工夫し活動しています。

8 たんぽぽの会
高齢者支援
（宅老所）

H13

草木地区の宅老所で活動しています。草木各所から通ってくる利用者
の方々に手作りの美味しい昼食とおやつを提供しています。また、体
操、ビンゴゲーム、ぬり絵、トランプ、折り紙や頭の体操、歌など利
用者の方々が一日楽しく安全に過ごしてもらえるよう活動していま
す。お料理の勉強にもなりますよ。

9
ボランティア
ひまわり会

高齢者支援
（宅老所）

H14

英比学区の宅老所です。月曜日、木曜日開所の時にボランティアをし
ています。利用者の方々、ボランティア仲間と、生き生きとした時間
を過ごすことを心がけています。ステキな笑顔を見ながら健康保持活
動に、体操、折り紙、小物づくり、ゲーム等“皆と一緒だと出来る
よ”と声をかけ、活動を続けております。

10
一期一会荘
なかまの会

施設訪問
(唱歌、読み聞

かせ)
H15

私達のグループは、一期一会荘の３階へ定期的に訪問しています。構
成は伴奏に合わせて童謡、唱歌を一緒に唄い後は絵本や紙芝居の読み
聞かせ、遊び唄に合わせての手遊びや軽運度し残りをハーモニカに合
わせて古い流行歌をその時代の話をしながら一緒に唄ったりと一時間
をバラエティに富んだ内容です。
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番号 名 前 区 分 発足年 内        容

11 どすこい仲間
施設訪問
（踊り）

H13

グループ活動は一期一会、宅老所、保育園へと慰問（踊り）にまわっ
ています。常に（出会い）（ふれあい）（感動）を忘れずに少しでも
長くボランティア活動を続けられるよう健康に気をつけてがんばりま
す。

12 ふれあいの会
高齢者支援
（宅老所）

H15

南部学区内にお住まいのご高齢者を対象に週２回宅老所活動を行って
います。健康体操や絵手紙作り、ゲームなどで楽しんだり、南部小の
児童や多くの訪問ボランティアの皆さんと歌い、踊り、笑いながらふ
れあいを大切にいきいきとした一時を過ごせるようお手伝いしていま
す。

13
声の広報
ボランティア
「あいうえお」

障害者支援
（声の広報）

H15

月に２度発行している町広報『広報「あぐい」』、年４回発行してい
る社会福祉協議会広報『あぐいの福祉』をＣＤに録音した声の広報を
作成して、希望される町内の弱視の方、視覚に障害のある方にお届け
しています。

14
明るい社会づくり
運動知多地区
推進協議会

青少年健全育成
環境美化

H16
(加
入)

毎月第二土曜日朝阿久比駅周辺と公園内のゴミ・空カン拾いと駅前の
花壇の草取りを実施。中学生が多く参加しています。また知多地区全
域での植樹祭や彼岸花の植栽などを行っています。

15
デンソーハートフル
クラブ阿久比

施設訪問等
(企業ボラン

ティア)

H16
(加
入)

地域に根差した、社会貢献活動を目指し、デンソーグループ会社の社
員で活動しています。町内外の介護施設の「車いす清掃」、もちの木
園、花かつみ園の「草刈り」、衣料の入手困難な国へ衣料を寄贈する
「海外支援衣料回収活動」、東日本大震災被災地支援の「ベルマーク
収集」などを行っています。

16
車いす清掃
ボランティア
「なずなの会」

施設訪問
（車いす清掃）

H16
阿久比町一期一会荘内で使用している車いすの清掃整備を行うことを
目的として月に一度（第２日曜日）活動しています。

17
車いす送迎
ボランティア

高齢・障害支援
(車いす送迎車

運転)
H14

阿久比町社会福祉協議会では、障害や高齢のため常時車いすを使用し
ている方を対象として病院等へ行かれる際に送迎を行っています。そ
の専用の車いす送迎車の運転をいただくボランティアさんです。

18
防災ボランティア
あぐい

防災活動 H19

地震や風水害から身を守り、被害を軽減するためにどうすれば良いか
を、会員で勉強しています。知り得た情報を多くの方々に正しく伝
え、防災と減災に役立てていただいています。　主な活動　①勉強会
②見学会　③出前講座　④講座開催　⑤阿久比町・社協行事・自主防
災会手伝い他

19
阿久比
メンズクラブ

施設訪問
（そば打ち）

H19

蕎麦打ちの基本を習得し、おいしい蕎麦作りに励み、あわせて会員相
互の親睦をはかることを目的とする。宅老所や施設等へ出向し、蕎麦
打ちの実演と、できたての蕎麦を提供する。また蕎麦打ちを体験して
もらうための講習会等の手助けを行う。

20
矢勝川の環境を守る
阿久比地区会

環境美化 Ｈ21

矢勝川提は散策・サイクリングなどに適地であるが、現在未手入れで
ある。同川の堤、周辺に彼岸花などを植栽し、環境をよくしていく。
活動は、堤の上、斜面について草刈り、根起こし、球根植栽、その後
の維持管理である。同川の阿久比地区の長さは２ｋｍ以上あり、活動
は長年を要する。
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21 翁菊民踊研究会
施設訪問
（踊り）

S60

私達の会は“踊りの輪を人の輪に”をモットーとして地域の行事等に
積極的に参加しています。月に１回か２回施設に訪問して民謡に合わ
せて踊ったりなつかしい歌謡曲に合わせて踊りを見てもらっていま
す。盆踊りをみなさんといっしょに踊ったりして楽しんでいます。

22 あぐいふるさとガイド 観光ガイド Ｈ21

歴史と自然に包まれた町「阿久比」には、太古から人が住み数多くの
遺跡や伝承が残されています。私たちは、この町の良さを知り、広く
町内外の方々に語り継いでいきたいと月に二回の勉強会と自主的にガ
イド練習を行っています。

23 どじょっこの会
施設訪問
（踊り）

H19

「老人福祉施設等におじゃまして、踊りをみてもらい、一緒に歌った
り、踊ったりして、楽しい交流をしたい」そんな思いで集まったグ
ループで、「安来節愛好会」として発足しました。チンドン屋や仮装
等で幕を開け、色々な出し物（日舞、民踊、フラダンス、歌、脳トレ
等）があり、最後は安来節で締めます。

24 さくら
児童支援
（託児）

H22

陽なたの丘の建設に伴い、核家族の子育て世代が増加しました。他の
市町よりの転入者なども多く子育て支援センターを多く利用されま
す。そこで開催される「ミニ講座」「リフレッシュ講座」で親御さん
が安心して受講できる様にその間の託児をしています。また町内で開
催される講演会の託児もお引き受けしています。

25 豊翁彩会
施設訪問
（踊り）

H15

“踊って心に灯を、民踊は楽しく保健和にとけて”心身共に健全に心
掛け、地域の行事に積極的に参加し、施設訪問では皆さんに喜んで頂
けるよう踊り、銭太鼓、カラオケ、童謡みんなで唄おうなど多彩な出
し物でひと時を過ごしております。文化協会にも所属し年２回の芸能
祭にも出演しております

26 Ｓｍｉｌｅ－Ｂａｎｄ
施設訪問

(オカリナ演奏)
H22

町内の福祉施設の誕生会や行事などに参加日皆様に喜んでいただける
曲を演奏しています。音域の異なるオカリナ３種類と、ギターとの
ハーモニーを届ける為に毎月２回練習し演奏力を磨いています。最近
は地域のサロン活動にも招かれて一緒に楽しんでいます。（高根台や
白沢台）訪問演奏は月２～３回、一日２公演もあります。

27
（株）メビコラボ
ボランティアグループ
「クローバー」

環境美化
清掃活動

H24

私達ボランティアグループ「クローバー」は障がい者就労移行支援施
設「株式会社メビコラボ」の利用者とその家族および施設の支援者が
就労に向けて、阿久比町内の環境美化または清掃活動を通じて社会性
を養い地域社会とのつながりを学ぶ為、平成２４年５月に設立され、
毎月第１・４土曜日に活動しています。

28
子育て支援グループ
むぎ・むぎ

児童支援
（子育て）

H24

子育て中の親子が、楽しく子育てできるように少しだけお手伝いして
います。活動は町施設での子育て支援活動や読み聞かせ、子育て支援
センターのお手伝いなど。公民館で行う「出張ぴっぴ」もお手伝いし
ています。毎年秋に開催する子育て交流会”わくわくAguフェスタ”
の運営も行っています。

29 あるある講座クラブ 地域交流 Ｈ26

安全で安心な地域づくりを目指し、地域の高齢者や達人を講師に迎
え、誰でも参加できる体験講座を開催し、知識・文化・技・日常の規
律等を伝承することを目的とする。
①体験講座の企画及び実施と支援 ②講師やボランティアの発掘・育成
③地域間交流の推進  ④会員相互の融和に関する活動をする。

30 ＰＯＰＯ
施設訪問

（ウクレレ演
奏）

Ｈ27

ウクレレの演奏を楽しむ初級者のグループです。音楽を町内施設の
方々と共に楽しみ、喜んでいただける活動を目指しています。毎週木
曜日を主な活動日とし、童謡・唱歌・ハワイアン、懐かしの歌謡等、
広い分野の曲で訪問演奏をしています。
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31 ハッピーマジック
施設訪問

（マジック）
Ｈ27

子どもからお年寄りまで、みんなが大好きなマジック！みんなを笑顔
にする魔法の技術を毎月第一月曜日午後１時３０分より、中央公民館
で練習をしています。地域への慰問等で多くの方々と接し、笑顔の輪
を広げています。

32 おもちゃ病院あぐい 地域交流 H29

阿久比町在住や近隣在住の小学生以下が所有するおもちゃの修理を行
います。この活動を通して、子ども達とその保護者の皆さんに「物を
大切にする心」を育み、地域のコミュニケーションの活性化にも寄与
したいと考えています。ただし、時計やカメラ等の高価な物、火や玉
の出る危険な物、浮き輪等の生命に係わる物は修理しません。

33 えいび学びーず
児童支援

（学習支援）
H29

英比小学校土曜教室「えいび学びーず」は地域のおじさん、おばさん
がボランティアで講師となっています。子ども達の面倒をみます。１
時限目はドリルや宿題をやります。勉強してわからないところがあれ
ば、ていねいに教えます。土曜日家で何もしないでゲームばかりして
ないで、学び―ずで勉強しましょう。

34 ごんげん山保存会 環境美化 H29
権現山（植公園）全体の美化を、各種団体と一緒になって活動をして
います。特に季節の花など一年を通して植栽をしています。植公園花
いっぱい活動。清掃活動も合わせて行っています。

35 こどものまち実行委員会 児童支援 Ｈ30

公民館を２日間貸切にし、子どもだけのまちをつくります。企画・運
営を子ども主体で行い、当日も来場した子どもたちが仕事を選んで働
き、対価として受け取った通貨を使って買い物や体験をします。社会
の仕組みを体験しながら、主体性、自主性、協調性、創造性、社会性
を育んでいけるようサポートしていきます。

36
発達障害疾患啓発
キャラバン隊
「Bloom」

児童・障害者支
援

R1

発達障害の子を育てる親と、その支援者が集まって出来たグループで
す。発達障害の子が持つ特性や感覚を、疑似体験を通して知って頂く
公演活動をしています。公演のご依頼は、社会福祉協議会までご連絡
ください。

・ボランティアグループの詳細について知りたい
・ボランティアを始めたい、ボランティアを頼みたい
などのボランティアに関するお問い合わせは・・・

阿久比町社会福祉協議会・ボランティアセンター
電 話 （0569）48－1111（内線1523・1524）
ＦＡＸ （0569）48－4045
Ｅメール ａｇｕｉ－ｓｗ＠ｃａｃ－ｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ


