
令和3年8月3日現在

グループ名 活動内容

1 秋山自治会「ちょっとお助け会」
高齢者宅の庭木の伐採、家具の移動、簡単な大工仕事、電球や蛍光灯の取り換
えやエアコンフィルターの清掃、高所の作業など

2 秋山自治会「花の会」 地域コミュニティサロンの開催、高齢者とのふれあい食事会　などの開催

3 明地区こあら食堂の会 毎月こあら食堂の開催、各イベントの出店、関係団体との交流会

4 浅間台笑劇研究部 一般ホールや高齢者福祉施設でのボランティア公演

5 足がる隊
足うら健康法で健康を維持し、健やかな生活が営めるよう施術活動と技術を広
め伝える。デイサービスなど施設での活動、技術向上のための勉強会の開催な
ど

6 ALIFE=ALIVE
日本犬猫殺処分ゼロ実行委員会、松戸警防団、元気応援くらぶ、環境保全環境
美化実行委員会、学習支援僕の塾、松戸地域猫サポート

7 歌声喫茶風出前隊
依頼のあった施設に赴き、その施設の方々に主役となっていただき、歌声で施
設の方々に元気になっていただく

8
S・Kウクレレ・フラ・クラブ
（旧：粟沢ウクレレクラブ）

ウクレレ演奏でフラダンスを踊り施設の方々と合唱する

9
NPO法人人材パワーアップセンター
住まいのミニミニお助け隊

庭仕事、住まいの改善改修等のサービス提供

10
ＮＰＯ法人人材パワーアップセンター
わくわくストレッチクラブ

高齢者運動指導員の養成、運動教室普及など

11 NPO法人テイパーズクラブ支援の会 福祉作業所「バクの家」の利用者の見守り及び軽作業等の支援を行う

12 NPO法人ビオラ工房 工房内での作業補助、屋外活動の支援補助

13 NPO法人葡萄の家 講師を招いて科学技術を使った工作教室を開催する

14 NPO法人MamaCan
イベント・講座・セミナーの企画運営、情報発信、親子向けコンサルティン
グ、母親・女性向け就労起業サポート

15 NPO法人ユニークユニバース
障がい児児童発達支援、放課後等デイサービスの運営、ユニバーサルイベント
の開催、音楽療法の提供

16 絵本の会「たんぽぽ」 おはなし会の開催、会員のための講習会や研修会の開催

17 LLP松戸探検隊ひみつ堂
松戸探検隊ひみつ堂の当番スタッフ、戸定歴史館駐車場売店当番、松戸市内観
光案内所、イベント等の手伝い

18 おかめひょっとこ（南京玉すだれ）
松戸・柏・我孫子等のデイケア・ボランティア訪問、地域の祭りに出演・演技
を楽しんでいただく

19 おはなしおもちゃばこ
親子DE広場・幼稚園・保育所・図書館・老人ホームなどを訪問し、絵本・紙
芝居読み語りを行っている

20 おんがく集団四分休符
「おんがくを楽しむ」を大切に生演奏を体感したり、歌ったり、馴染みの曲を
演奏して音楽を楽しんでもらう

登録ボランティアグループのうち、ホームページ掲載等での情報公開可のグループについて下の表に掲載しておりま
す。(行政委嘱ボランティア、子ども会育成会を除く)
　
 松戸市ボランティア連絡協議会・地区社会福祉協議会については、当ホームページ内の別のコーナーに掲載しており
ますので、そちらをご覧ください。
松戸市ボランティア連絡協議会は「ボランティア活動」の「ボランティア団体紹介」を、地区社会福祉協議会は「地
区社会福祉協議会のご案内」をご覧ください。

令和3年度　登録ボランティアグループ



21 介護・認知症の家族と歩む会・松戸
認知症の本人や家族向け講座、支え合う地域の人々向けパートナー講座、訪問
相談、地域交流会等の開催

22 くらしの助け合いヤツデの会 家事援助サービス、軽作業サービス

23 グループスニーカー いぶきの広場・第２いぶきの広場でのお手伝い

24 傾聴ボランティアグループ　ハートピアときわ 高齢者施設での傾聴ボランティア

25 幸谷町会あんしん電話システムボランティア
加入者からの連絡が病院に入ると病院より当グループ代表者宅に連絡が入り、
加入者宅にいく、月1回加入者宅に訪問

26 Cōder Dōjō　まつど パソコンを使用したプログラミング指導

27 小金・小金っ子食堂
市内の子ども食堂同士のネットワーク作り、地域の高齢者のコミュニケーショ
ン

28 小金北中学校区教育コミュニティ会議 ボランティア体験学習、世代交流会、教育相談

29 小金ほのぼの食堂の会 月２回程度小金地域を中心に食堂を開催

30 国際交流カリフォルニアクラブ
松戸市国際交流協会に所属（国際文化祭での民族衣装の展示と着付け、小中学
校での多文化体験授業の実施、地域活動としては、地域の子どもたちと一緒に
演劇活動の公演と老人ホームでのボランティア活動、知事会活動にも参加

31 五香六実お囃子の会 お宮の祭礼、催し物、施設からの依頼による活動、学校での演奏・指導

32

こころの相談室
（NPO法人千葉県東葛地区生と死を考える会
WG)

1組1時間をメドとして傾聴し、心のケアを行う。１日2組の相談に応じる。再
来訪可。

33
心のふれあい傾聴ボランティア
「かざぐるま」

傾聴

34 こすもすベビールーム 保育の補助

35 子どもが創る子ども食堂 子ども食堂の開催

36 子どもの広場五香
主に幼児～小学生（中学生・高校生含む）への遊び場の提供、子どもたちのあ
そびの見守りや企画等

37 五番街ふれあいセンター 高齢者の見守りと支援

38 ちゃ組　（旧：ざ・ちゃんどら～） 音楽演奏により介護福祉施設での慰問

39 里やま応援団　一起の会
樹林地内の枯損木の伐採、下草・ネグサ刈りなどの整備、植樹木の手入れ・見
守り、年2回の近隣保育園児を森の招き森での体験遊びの提供、松戸里やま応
援団の一員として市民への森の公開イベントに参加

40 里やま応援団　三樹の会
金ケ作にある2つの森に於いて、緑を中心に生物の保全、森の資源の活用（工
作・　竹炭・食用）、自然観察等、並行して松戸市等と共催の緑と花のフェス
ティバル、オープンフォレスト、ミニ門松づくり、Let's体験に参加

41 下二防犯パトロール隊 地域ボランティアによる学童下校時の防犯と交通安全パトロール

42 社会福祉法人聖心会 送迎車を出し、買い物や食事の送り迎えを行う

43 シャローム幸谷
地域在住の希望者（高齢者・障がい者）の自宅から集会を行う場所までの車両
による送迎を行う



44 生涯大学・小金わかば苑支援会
小金わかば苑の農園で季節の野菜を育てる指導・作業を行い、収穫した野菜の
販売など。サポート日は毎週水曜日と定め農作業の指導・援農を行う。

45 生涯大学よさこい元気会 高齢者施設のボランティア、小金わかば苑の作業の時間に参加する

46
スペシャルオリンピックス日本・千葉
松戸市卓球プログラム

知的障害者の卓球練習のサポート、合宿・試合・レク活動のサポート

47 関さんの森エコミュージアム
関さんの森・屋敷・梅林などの保全。門・蔵の整理・管理。古文書の解読、整
理と保存。各種イベント、溜ノ上の森の整備活動、自然観察会など。

48 関さんの森を育む会
森・梅林など緑地の保全。保育園や小学校の里山自然体験受け入れ、イベント
の開催、文化財ガイド、松戸オープンフォレスト参加など

49 囃遊会（そうゆうかい）
老人施設（デイサービス）等の依頼に応じて獅子舞やチンドン等の昔の和芸を
披露し、高齢者の方々に昔を思い出して楽しんでいただく

50 そらボランティアグループ
各事業所にて障がいを持つ児童と遊ぶ・見守りなど、環境整備としての手芸品
等の制作など

51 第二わかば園　畑のボランティア
障害福祉サービス事業所において、利用者・職員・ボランティアが共同で野
菜・花・ハーブ類の栽培を通じて社会貢献をする

52 高塚新田自治会高齢者支援グループ
いきいきサロン年10回開催（1・8月は休み）。登録高齢者宅見守り。新規見
守り希望者募集。

53 溜ノ上レディース
松戸市幸谷の溜ノ上の森とその周辺の整備・清掃。関さんの森や里やま応援団
の活動の応援。

54 ちょんまげ隊 被災地支援、障がい者スポーツ支援

55 つばさの会 車椅子介助、音楽活動

56 特定非営利活動法人アイギス 元気体操教室、サロン運営

57 特定非営利活動法人子育て支援ぽこら
親と子どもの居場所作りや遊び、情報の提供（おやこDE広場）、子育てに関
する相談業務、学生ボランティアの受け入れ、父親をはじめ家族のためのグ
ループ作りと支援

58
特定非営利活動法人
子どもの環境を守る会Ｊワールド

学習支援事業、子どもの居場所作り（ユースペース）、青少年プラザ（子ども
の居場所づくり)

59
特定非営利活動法人
千葉レスキューサポートバイク

被災地支援、防災訓練等参加

60 ＴＯＭＡＣ 手品、南京玉すだれ、銭太鼓など

61 どんぐりの会 毎朝のラジオ体操、健康卓球、みんなの談話室などの企画運営

62 なのはなサークル 大正琴で演奏をし、皆で歌う

63 二胡の舞 福祉施設・自治会等のイベントに参加して演奏する

64 弐番街助け合いネット
居住者を対象に高齢者の日常生活の支援、高齢者の見守り声かけ運動、高齢者
の居場所づくりとして「いこいの広場」開催、情報の提供、コミュニティ誌の
発行、独居者対象に年3回昼食会

65 弐番街防災ボランティア
弐番街居住者による放水訓練、学習会、夜間パトロール、防災倉庫点検、総合
防災訓練、地域の防災に関する行事に参加、防災に関する知識の啓蒙、災害時
の共助活動

66 New Orange Volunteer center
松戸まつり、矢切地区ふれあい広場などでゲームコーナーを運営、高齢者施設
のお祭り・福祉バザー・北総ウォークなどのお手伝い、ＮＰＯ法人の施設で障
がいを持つ子供のデイケア。



67 認定NPO法人外国人の子どものための勉強会
外国人の子ども対象の日本語等支援教室の開催と外部にも呼びかけ交流会を
行っている

68 根木内歴史公園サポーター（根っ子の会）
豊かな自然と古来の歴史を楽しめる場にしていくことで身近な自然とふれあえ
る場として広く市民に愛され、活用される公園にすることを目的として、公園
ボランティア活動を行っている

69 ネットワーク壱番街
会員同士の家事援助を中心とした助け合い活動、「ふれあいサロン」「コミュ
ニティサロン」開催、高齢者施設にて手芸・音楽活動

70 晴香ボランティア 晴香児童保育・学習他

71 Familink*
重い障がいのある子どもやその家族と一緒に出掛けたり、遊びを企画したりす
る

72 福祉レク・楽楽クラブ松戸 市内の特別養護老人ホーム等施設におけるレクリエーション等の提供

73 不登校問題を考える東葛の会ひだまり 居場所の運営、親の会開催、電話相談や面談、講演会進路相談、会報を発信

74 フレッシュ　シンガーズ デイサービス・老人ホーム・ふれあい会食会等で音楽会を開催

75 ボランティアグループこすもす保育園 保育や園の整備

76 ボランティアサークル「野ぎくの会」
特養秋桜での特浴・行事の手伝い、デイサービス秋桜ヴィレッジ・グループ
ホームみくに松戸の園での手伝い

77 ボランティア花水木の会
ボランティア活動を理解するための学習と研修会の開催及び参加、毎月2回の
サロン・映画を見る会の開催、その他の高齢者施設などの訪問

78 まつど一時保育ネットワーク
松戸市主催の講演会での一時保育、各小学校の家庭教育学級・PTA会議での一
時保育、外部団体依頼の一時保育、ゆうまつどフェスタ参加

79 松戸音楽活動同好会 福祉施設訪問、他音楽団体とのセッション、合唱団音楽指導、音楽会開催運営

80 松戸花壇づくりネットワーク 金ケ作育苗圃内での草花の土づくり、種まき、苗の手入れ、間引き、除草など

81 松戸合唱まちづくり同好会 福祉施設での合唱やバルーンアート

82 松戸子どもの本ネットワーク
総合医療センター小児病棟・保育園・障がい者・特養・デイサービス等での本
の読み聞かせや手遊び

83 松戸里やま応援団「樹護の会」
金ケ作野中の森の樹林地の保全・整備、里山ボランティア活動を行う他団体や
グループとの連携・交流および市内近隣の樹林地整備・活用などの活動

84 松戸市小金地域包括支援センター 認知症予防・健康維持のための小金地域の散策

85 松戸市手話サークルゆうかりの会
手話の学習・普及に関すること、聴覚障がい者に対する正しい知識の習得・地
域社会への啓発、ボランティア活動

86 松戸市赤十字奉仕団 献血呼びかけ、特養募金活動、講演会開催、市内クリーンデー参加など

87 松戸シティガイド 史跡の案内

88 松戸シニアアンサンブル“アモーレ”
定期演奏会・ボランティア演奏会の開催、サポセン音楽祭・ふれあい会食会参
加

89
まつど民活動サポートセンター
緑いっぱいサポートチーム

市民活動サポートセンターの花壇の園芸作業

90 松戸太鼓愛好会
地域の盆踊り大会・地域の介護施設・東部大運動会・保育園・幼稚園・松戸ま
つり・東部ふれあい広場などでの太鼓演奏



91 まつど匠ガイド
松戸市の名所・旧跡等の日本文化に関する研修及び調査活動、訪日及び在日外
国人への松戸の名所・旧跡及び日本文化体験等の紹介並びにガイド活動、松戸
市在住外国人への日本語並びに多言語による生活ガイド

92 松戸地区更生保護女性会
更生保護施設への慰問や物的援助、施設の花壇整備、慰問品の作成やバザーの
開催など

93 松戸手打ちそば同好会
そば打ち会の開催、老人ホーム福祉施設等での手打ちそばの提供、地域イベン
トへの参加等

94 松戸点訳会 校正、勉強会や講習会の開催

95 松戸朗読奉仕会
広報まつど・まつど議会だより他要望のある書物等を録音・CDにして発送、
朗読をきく会等で書物を読む

96 万作フレンドリー
町会や市民センターの催し物に参加したり高齢者施設に慰問したりして万作お
どりを披露する

97 みかん育て隊 新松戸のみかん畑の草取り・消毒・収穫

98 明尽苑ボランティアグループ
デイサービス・ショートステイ・特養などの各事業所におけるお話し相手、掃
除、洗濯、洗濯たたみ、食事配膳、リネン交換、行事、環境整備、クラブ活動
手伝い、入浴後の整容等

99 昔のあそびと遊ぼう会
学童クラブなどで昔のあそびやわらべうたを広める、小学校の教科として取り
入れてもらう。

100 六実中学校健全育成父親の会 六実中学区内のパトロール、学校内や地域イベントへの参加

101 六実花愛で隊 市立六実保育所の園芸作業、設備・備品の補修・製作・ペンキ塗り替え等

102 メイク松戸ビューティフル 月2回の松戸駅周辺の清掃活動

103 盲導犬を普及させる会 小中高・社協等での講演、チャリティーコンサートや交流会の開催

104 ももの会 地域のつどいの手伝いなど

105 矢切の耕地を未来につなげる会 矢切地区での田植え・稲刈り・野菜の収穫など

106 結いの会
東松戸ゆいの花公園に於ける花壇の維持管理、公園内に於けるイベントの実施
や講座の開催など

107 ライフワークみらい 障がい者に対する生活介護・支援活動

108 梨香台団地声かけ見守りボランティアの会 近隣スーパーへ無料送迎の買い物支援、見守りパトロール、交流の場づくり

109 和気あいあいマジッククラブ会
トランプ・新聞・チラシ・紙コップ等の身近なもの誰でも知っているものを主
体とした楽しいマジックを披露

110 和太鼓　笑鼓
松戸市内及び近隣地区の介護施設等を慰問。常盤平柳町わんぱく広場での盆踊
り太鼓演奏。


