H30年度に

ボランティアセンターへ登録しているグループのうち、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”

地区社会福祉協議会は“地区社会福祉協議会のご案内”

の“ボランティア団体紹介”を、
をご覧ください。

平成30年度 登録ボランティアグループ 五十音順
団体名

活動内容

秋山自治会「花の会」

地域の中でのボランティア活動を通じて信頼関係を深め、協力して住み良い明るい平和な町づくりに
貢献する

あきら第２西地域包括支援センターボランティア

高齢者の見守り・生活支援・介護予防・認知症予防

明地区こあら食堂の会

子どもが安心して来られる食堂・居場所作り

浅間台笑劇研究部

福祉関連施設でのミュージカルや演劇の公演を通した社会貢献

足がる隊

足うら健康法で人々が本物の健康を維持し、健やかな生活を営めるよう施術活動と技術を広め伝え
る

あすなろボランティアグループ

高齢者施設での利用者との交流と支援

ALIFE-ALIVE

犬猫殺処分ゼロ実行委員会、環境保全環境美化、学習支援など

歌声喫茶出前隊

アコーディオンに合わせて皆さんと一緒に懐かしい曲を歌い、身体と心を健康にする

エールあいコミュニティサービス

認知症カフェ内で地域活動、農作業

NPO法人子育てひろば ほわほわ

乳幼児と保護者への子育て支援、子育て環境の向上

NPO法人こども子育て・発達支援研究会

障がい児・者の相談と支援

NPO法人子どもの環境を守る会Jワールド

まちづくりの推進、子どもの健全育成。

NPO法人人材パワーアップセンター
詩吟を楽しむ会
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
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

詩吟の特技を活かし、高齢者施設や障がい者施設を訪問し、地域貢献する
高齢者･障がい者等を対象に住まいの簡単な改修・改善等のサービスをする
高齢者の健康長寿・介護予防で地域貢献。運動指導員の養成。

NPO法人装爽ネットワーク

日本文化体験

NPO法人テイパーズクラブ支援の会

NPO法人テイパーズクラブの活動を支援する

NPO法人葡萄の家

障がいのあるなしに関係なく同じイベントに参加してもらう手助けをする

ＮＰＯ法人ＭａｍａＣａｎ

子育てを担うママたちの支援

絵本研究部

保育所等での絵本の読み聞かせ活動等

絵本の会「たんぽぽ」

お話会を通して、心豊かな人生を送れるように子どもたちや大人たちを支援する活動。

おうちプロジェクト

既存の集団になじめない人々を対象に自分の行き方を模索する場を提供する

おかめひょっとこ（南京玉すだれ）

南京玉すだれを通してのボランティア活動

おたっしゃカナリーズ

筝の演奏を通して楽しんで歌っていただく。

団体名

活動内容

男の料理会

調理を通した仲間作りの支援。地区社会福祉協議会への協力。

おはなしおもちゃばこ

子どもたちや高齢者への絵本・紙芝居の読み語り

おんがく集団 四分休符

「いつもこころにやさしい音楽を」吹奏楽アンサンブル演奏

介護・認知症の家族と歩む会・松戸

介護する人もされる人も共に笑顔で暮らし続けられる地域環境づくり

かおりの会

もったいない運動を通しての地域貢献活動

かっぽれ愛好会

かっぽれ踊りを通じて人間関係を深める

カトリック松戸教会

被災地ボランティア

紙敷新田の子どもを見守る会

地域の子どもの登下校見守りと声かけを通じ地域のコミュニケーション作りをする

上本郷連合町会 防犯グループ

町会防犯活動、地域環境の整備

患者を支える会
（NPO法人とうかつ・生と死を考える会 所属）

生と死をめぐる諸問題を学びあうと共にボランティア活動を通して、病の苦しみ（患者さん）死別の痛み（ご家族）を抱えている
方々に寄り添い自他のいのちの完成を目標に豊かな社会作りに寄与することを目的とする。

喜楽家ボランティアの会

喜楽家の日中活動・イベントの手伝い

くらしの助け合い ヤツデの会

高齢者宅の手助けを通し安心して暮らせる地域社会をつくる

クリオネスイム・ボランティアクラブ

水泳を通しての障害者支援

傾聴ボランティア ハートピアときわ

傾聴ボランティア活動

幸谷町会あんしん電話ボランティア

幸谷町会あんしん電話システム加入者の訪問

CoderDojoまつど

プログラミング教育活動を通じ子どもの主体性を養う

Coder for Matsudo

ITを使って松戸の地域課題解決を支援する

小金ほのぼの食堂の会

食事の場を通じて子供から高齢者まで地域の人たちとのふれあい

国際交流カリフォルニアクラブ

国際交流活動を通して地域での国際理解と地域の活性化を図る

五香六実お囃子の会

お囃子を通して会員の親睦をはかり心身の健康維持向上を図るとともに文化の向上をはかり地域振
興に寄与し奉仕する。

こころの相談室

地域の方々の悩みや心配ごと・不安なことなどを聴く

（NPO法人千葉県東葛地区生と死を考える会WG)

心のふれあい 傾聴ボランティア かざぐるま

心に寄り添う傾聴を行う。またその為の勉強会でスキルアップを図る

秋桜ヴィレッジボランティアグループ

地域とのつながりを大切にし、施設の社会化を図り利用者の生活の質の向上、ボランティアの生きが
いとなる

秋桜の会

スポーツ吹矢の実践による高齢者の健康維持

こすもすベビールーム

保育のボランティア

こすもす保育園ボランティアグループ

保育園での保育補助

秋桜ボランティアグループ

特養秋桜内での活動

子どもの広場五香

地域の子どもたちが安心して集える場を作り、健やかな成長を支援する

五番街ふれあいセンター

五番街住民の高齢者世帯の支援

こんぺいとう

高齢者を対象とした読み聞かせ活動

団体名

活動内容

ざ・ちゃんどら～

会員相互の扶助の精神に基づき介護福祉施設での慰問活動をする

坂川を愛する会（通称：すみれ会）

坂川の自然保護・清掃活動、イベント協力、実施

サロン高木

サロンの運営を通して地域住民との絆を強め輪を広げる

下二防犯パトロール隊

学童の通学の見守り

シャローム幸谷

地域住民の集会所への車両による高齢者・障がい者の送迎

手話ダンス あけぼの

手話ダンスを通しての聴覚障害者との交流と地域行事への参加

生涯大学・小金わかば苑支援会

小金わかば苑の農園で利用者のサポートをする。

生涯大学よさこい元気会

よさこい踊りの普及活動と地域のイベント及び福祉施設での活動。

松寿園スマイルサポーターズクラブ

松寿園利用者を対象としたボランティア活動

ジョートフル熊本プロジェクト

熊本県の保護動物の譲渡拡大

新松戸雅ノ會

鳴子踊りによる地域振興、青少年の健全育成

スイミングクラブ ニモ

肢体不自由児の水療育

スーパー紙とんぼの会

幼児･小学生･高齢者等へのスーパー紙とんぼの作り方、遊び方の指導

雀会

伝統芸能(かっぽれ)でのボランティア活動

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

知的障害者が卓球活動に参加することをサポートすることで、体力の維持・精神の自立・社会性の発
展など日常生活の向上を目指す。

関さんの森エコミュージアム

関さんの森を活用し、市民の財産として未来に受け継ぐ

関さんの森を育む会

関さんの森の管理・整備・来訪者の対応、環境教育花壇整備など

囃遊会（そうゆうかい）

獅子舞等の祭囃子と踊り、およびチンドン演奏等の音の演芸をたのしむ

そらボランティアグループ

放課後等デイサービスの事業所で障がいの児童と一緒に過ごす。

第二わかば園畑のボランティア

障がい福祉サービス事業所の利用者や職員と共に畑づくりをし、社会貢献する。

髙木まつり実行委員会

地域の子どもや高齢者のふれあいの場を提供。

高塚こだま会

高塚地区の環境美化運動

高塚新田自治会高齢者支援グループ

高塚新田地区の高齢者支援と見守り、あんしん連絡網の組成。

竹ヶ花第二町会パトロール隊

防犯パトロール

溜ノ上レディース

森の保全活動、環境整備。人々の自然体験やいやしの場の提供。

千葉少年友の会松戸支部

家庭裁判所に係属した少年の更生と健全育成のために支援をする

ちよだ演芸座

高齢者・障害者を対象とした演芸活動

ちょんまげ支援隊

被災地支援

つばさの会

福祉施設・地域でのボランティア活動

特定非営利活動法人アイギス

高齢者、障がい者等を対象にしたサロンの運営等

団体名

活動内容

特定非営利活動法人子育て支援ぽこら

子育て支援（おやでDE広場の運営等）

特定非営利活動法人千葉レスキューサポート

災害時にはオートバイの機動性を活かした救援活動をし、平時では災害に備えて訓練や啓蒙活動を
行う。

特定非営利活動法人ディープデモクラシー・センター

社会の多様性を重視し、自治・自立・自給型地域づくりをする個人・市民団体の支援をする。

特定非営利活動法人ねばぁらんど

学童クラブの運営、子育て支援、地域ネットワーク推進

ＴＯＭＡＣ

マジックなど特技を活かして高齢者施設などでボランティア活動をする

なのはなサークル

高齢者施設で大正琴を披露

二胡の舞

二胡の演奏を通してのボランティア活動

虹の会

地域住民と協力しあい、子ども達や高齢者が安心して暮らせるお手伝いときれいな町づくりをする

虹の橋

地域リハビリのつどいへの協力

弐番街助け合いネット

高齢者のマンション内での生活の支援

New Orange Volunteer Center

地域の福祉施設・団体・企業等のイベントにボランティアとして参加し活動を盛り上げ地域社会の活性
化に貢献する

認定ＮＰＯ法人外国人の子どものための勉強会

地域の学校に通う外国人の子どもたちへの支援

根木内歴史公園サポーター(根っ子の会)

公園の整備

ネットワーク壱番街

ふれあいサロン、助け合いの活動

パートナーズ

趣味を通じて高齢者・障がい者の支援と生きがいづくり。

ハートフルメイクセラピー

高齢者･障害者施設でのメーク･セラピー

八ヶ崎第二町会防災防犯ボランティアグループ

小学生の登下校時の見守り、地域の防犯防災活動

バリアフリーまつど市民会議

誰もが安全・安心して暮らすことができる『バリアフリーのまちづくり』

晴香フトゥロの会

晴香園在籍児童の学習支援やスポーツ支援など

ハンドケアはハートケア

ハンドケアを通じて他者とのつながりを求める

東日本大震災復興支援
松戸・東北交流プロジェクト

被災者支援

陽だまりの会

新松戸東パークハウスの高齢者の支援

ひまわりの丘ボランティアグループ

ひまわりの丘利用者の生活の支援

Familink*

重度の障がい児とその家族の支援

福祉レク・楽楽クラブ松戸

福祉施設でゲームやレクリエーション活動

不登校問題を考える東葛の会「ひだまり」

不登校の子どもたちへの支援と交流

ふるさと民謡会

高齢者施設を訪問し三味線・尺八・太鼓・踊り等を披露する

フレッシュシンガーズ

高齢者施設・催し物等で音楽を提供

ボランティア会「ほがらか」

介護老人保健施設利用者への援護活動

ボランティアグループふれあう手の会

ハンドマッサージを通した
地域の高齢者・障がい者等へのボランティア活動

団体名

活動内容

ボランティアサークル「野ぎくの会」

地域の老人福祉施設でのボランティア

ボランティアの会 どんぐり

地域ボランティア活動による地域の元気と介護予防の活動。

ボランティア花水木の会

憩いの場の開催などの日常的な助け合い

マーメイドスイミングクラブボランティアグループ

知的障がい児のプールでの支援

松戸愛光園ボランティア

高齢者施設への協力

松戸歩こう会

歩くことによる健康の維持増進と会員相互の親睦を図り、市民文化の振興に努める

まつど一時保育ネットワーク

小さいこどもを持つ女性の社会参画の支援

松戸花壇づくりネットワーク

松戸市内の緑花推進

松戸合唱まちづくり同好会

合唱を通じてボランティア活動をおこなう

松戸コカリナサークル森の音

高齢者施設、町会イベントでコカリナを披露

松戸子ども食堂 小金っ子食堂

清志町会館での子ども食堂の運営

まつど子ども食堂の会

子ども食堂のサポート、輪を広げていく広報活動

松戸子どもの本ネットワーク

幼児と高齢者への読み聞かせ、障がい者との交流

松戸里やま応援団 三樹の会

市街地に残された緑を保全し、生物種の保護・自然環境の改善・維持に寄与する。

松戸里やま応援団 四季の会

樹林地保全、管理と有効な活用を目的とする。またグループホームひなたぼっことの交流。

松戸里やま応援団 一起の会

市内の緑と花の課と協働で保全活動

松戸里やま応援団「樹護の会」

樹林地の保全・整備。事前学習の場の提供

松戸市手話サークルゆうかりの会

手話の学習、聴覚障害者の活動支援や交流活動

松戸市シルバー人材センター
絵本読み語り同好会

子どもたちへの絵本の読み語り

松戸シティガイド

松戸市内の史跡や自然をガイドし松戸市のイメージアップを図り会員相互の親睦を深める。

松戸シニアアンサンブル“アモーレ”

器楽合奏を通して交流・親睦を深め、社会福祉活動に参加する。

松戸シニア工作隊

竹林保護、竹細工を子どもたちに教え自然に親しむ。

松戸市野良の会

松戸の農家さんの田畑作業のお手伝い

松戸市母子寡婦福祉会

同じ境遇の方との心の相談

まつど市民活動サポートセンター
緑いっぱいサポートチーム

サポートセンター内および花壇の園芸作業

まつど生涯創年の会

ボランティア活動、生涯学習会の開催など

松戸太鼓愛好会

地域のお祭り行事・介護施設のボランティア

松戸手打ちそば同好会

そば打ちを通して社会貢献

松戸点訳会

点訳者と視覚障がい者との親睦と奉仕を目的とする

松戸みどりライオンズクラブ

様々な奉仕活動

団体名

活動内容

松戸ゆうかり民踊クラブ

地域で大事に保存され伝承されてきた民踊を正しく学び更に普及し発展させていく役割を担う団体

松戸朗読奉仕会

視覚障がい者に対する朗読奉仕

まつどわれもこうの会

路上生活者とともに生きていく地域社会を目指す

松山学園松山福祉専門学校ボランティア部

福祉現場や地域でのボランティア活動を通して介護福祉要請教育をより実勢につな
げる

み音の会

唄と音楽の力で地域の方や高齢者の方とのふれあい

水辺を楽しむ会

新坂川のクリーン活動を通した住みよい環境作り

ミニこどもまつり実行委員会

地域の大人の結びつきを強めこどもが安心して遊べる環境をつくる

ミュージックコスモス

老人施設を訪問し、共に歌い、器楽をして楽しむ

明尽苑ボランティアグループ

施設内（老人ホーム・デイサービス）での活動

MIRAIのしるし

子どもの自主性を伸ばすためのワークショップの開催など

昔のあそびと遊ぼう会

わらべうた・昔のあそびを通じて子供たちの健全育成と地域活性化をはかる。

六実中学校健全育成父親の会

六実中生徒の健全育成を願い地域パトロール・イベント企画・運営を行う

六実中学校健全育成父親の会OB会

六実中学校区の子どもの健全育成と明るく健康的な街づくりを目的とし、会員相互の親睦を図る

六実花と修繕のボランティアの会

保育所の施設設備の修繕や内外の環境美化

メケ・アロハ

ウクレレを通して高齢者との交流を図る

盲導犬を普及させる会

盲導犬の普及と啓発活動

もこもっと

未就園児対象、保育所等での読書ボランティア

ももの会

地域リハビリのつどいに対する支援

矢切の耕地を未来につなげる会

矢切の景観を守り。未来につなげる

弥生会ボランティアグループ

高齢者施設においてＱＯＬの向上と意欲向上を目的にボランティア活動を行う

やわら木苑友の会

やわら木苑での援助活動、バザー協力

結いの会

東松戸ゆいの花公園での花のボランティア

ラララ♪パステルアート

パステルアートを通して色の癒し、コミュニケーションの場、感情の解放を提供。

梨香台団地声かけ見守りボランティアの会

団地住民が安心安全に暮らせる環境の維持

和気あいあいマジッククラブ

高齢者施設を訪問し、高齢者の健康維持に貢献する

和太鼓 笑鼓

和太鼓演奏を中心に獅子舞などでボランティア活動をする

