
令和4年6月末現在　【１３０団体】
ボランティア登録団体一覧

分　類 登録番号 団　体　名 活動目的 活動内容

地区社協 3 西部地区社協給食部
お年寄りの見守り 元福祉センターで調理し、西部地区の一人暮らし高齢者のお昼

のお弁当届ける。

地区社協 8 野崎地区社会福祉協議会給食会
一人暮らし高齢者世帯の給食サービス 野崎地区内の一人暮らし高齢者に昼食宅配

地区社協 16 紫塚地区社会福祉協議会
高齢者の見守り、配食サービス 第2・3・4木曜日　大田原市文化会館での調理、お弁当作り。

紫塚地区内登録者への配食サービス、見守り。

地区社協 30
東部地区社会福祉協議会
給食サービス部

一人暮らし高齢者への弁当配達をしながらの見守り 1か月に1度、委託業者から届いた弁当を配達担当者が東部地
区内を7つのエリアに分けて7人で配達しています。

地区社協 31 佐久山地区社会福祉協議会
給食サービス（高齢者） 佐久山地区内、月3回

地区社協 44 金田地区社会福祉協議会
金田地区の福祉の向上 地区内食事サービス

地区社協 45 親園地区社会福祉協議会

親園地区住民の福祉の増進を図ることを目的とす
る。

・食事サービスの実施
・中学生による夏休み中の食事サービスの実施
・地域福祉活動の推進
・小地域ネットワーク活動の推進
・親園ほほえみセンター事業に参画
・幼老交流事業の実施
・広報「親園福祉だより」の発行
・視察研修会の実施

地区社協 91 黒羽地区社会福祉協議会

市社協と連携し、地区内に居住する住民の参加によ
り、福祉活動を推進し、地域住民の福祉向上に寄与
する。

１．黒羽見守り助け合い隊による高齢者等の見守り活動
２．コスモスボランティアによるふれあい型食事サービスの実
施
３．その他、活動目的達成に必要な事業の実施

地区社協 95 須賀川地区社会福祉協議会

配食を通して高齢者への声かけ、安否確認するとと
もに地域の方との交流を深める。

2か月に1回、須賀川ボランティア、武茂川ボランティアを中心
に須賀川地区に住む高齢者等対象にお弁当をもって訪問す
る。

地区社協 106 湯津上地区社会福祉協議会

湯津上地区の社会福祉向上のため ・ひとり暮らし高齢者招待事業
・世代間交流事業
・友愛訪問給食サービス
・研修会

地区社協 120 川西地区社会福祉協議会

社会福祉法人大田原市社会福祉協議会と密接な連
携のもとに、川西地区に居住する住民により福祉活
動を推進し、もって地区の福祉向上を目的とする。

・お買い物ツアー　・友愛訪問お弁当の実施
・見守り隊の活動強化　・地区社協だよりの発行
・研修会の実施　・小地域福祉活動計画の推進

地区社協 131
両郷地区給食ボランティア
（両郷地区社会福祉協議会）

両郷地区内の高齢者とのふれあい 75歳以上1人暮らし、80歳以上2人暮らし宅へ月1回お弁当
配布する。
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地区社協 205
コスモスグループ
（黒羽地区社協）

一人暮らしの高齢者、高齢者世帯の支援、見守りを
目的に月1回昼食の弁当を届けている。

・毎月1回（第1金曜日が原則）該当する世帯への弁当（ふれあ
い型食事サービス）を届けている。
・専門業者の弁当を利用。
・2月、11月は黒羽調理ボランティアの手作り弁当を配布。

地域防犯 88 大田原市スクールガードリーダー
市内小中学校に対して学校安全に関する指導・助言
を行うとともに登下校の指導や同伴登下校を行う。

地域防犯 109 西原地区自主防犯パトロールの会
下校時児童生徒の見守り活動
地域内防犯パトロール

西原自治会内での活動

地域防犯 163 浅野防犯部会
浅野自治会内の防犯活動（パトロール） 年末などに、浅野自治会内（浅香３，４，５丁目、富士見１，２丁

目）の防犯パトロールを実施。

地域防犯 167 大沢自主防犯組織
防犯活動 集落内の自動・高齢者見守り、集落内のパトロール

地域防犯 168 乙連沢防犯ウォーキング隊
地域の防犯・清掃活動 年末の防犯防火診断。子どもの登下校時における安全保障

地域防犯 169 川下刈切平林自主防犯グループ
・高齢者、児童の見守り活動
・地区社会福祉協議会活動

・見守り活動については該当宅を朝、夕に
・実施等によってその都度活動

地域防犯 170 川田自主防犯組織
川田地区内の防犯・防災 川田地区内の高齢者や児童青少年の見守りや災害時の避難誘

導、支援、救助等、道路の清掃、草刈、その他

地域防犯 171 小泉パトロール隊

地区内の街灯、道路の整備状況の確認を行い、安全
に生活できるよう活動する。

・毎月（第2、4火曜）2回程度
・主に子どもたちの通学路を中心に
・１回５～６人でパトロールする。

地域防犯 173 親園北区自主防犯組織

自主的な防災活動を行うことにより、地震・その他の
災害による被災の防止及び軽減を図る。

・小中学校の登下校中の見守り（平日）
・ひとり暮らし及び高齢者世帯の見守り（毎月）
・防災に関する知識の普及（8月or11月）

地域防犯 175 野崎東町自主防犯会
防犯活動 自治会・地域内

地域防犯 183
ＮＰＯ法人
芭蕉の散歩道ふれあいパトロール隊

防犯活動を目的としています。 小中学生の登下校中のパトロールを青色回転灯のパトロール
カーで巡回しています。その他見守りパトロールをしていま
す。

地域防犯 189 加治屋自主防犯グループ

地域の安全と環境美化 ・年２回の地域内パトロール　・災害時の対応
・市指定の桜並木管理　　・地域内神社清掃
・見守り活動等

地域防犯 190 実取防犯組織
実取地区の防犯活動 子どもの登下校時などに実取地区内で子どもの安全確保、防

犯活動に従事する。
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地域防犯 191 赤堀東自主防犯パトロール隊
赤堀東地区の防犯活動 毎月1回、地区内の巡回

地域防犯 192 宇田川ニュータウン自主防犯組織
安心して生活できるコミュニティ作りを推進する。 宇田川ニュータウン団地内及び周辺

地域防犯 194 新富ニュータウン自主防犯組織
新富ニュータウン内及び通学路の環境美化、地域防
犯の自主組織による活動

月１回のグループによるパトロールを新富ニュータウン内や通
学路で実施し、必要により改善

地域防犯 202 湯津上地域安全防犯パトロール隊
地域の安全をまもる為 ・車によるパトロール（青パト）　・昼夜を問わず

・7日/月

地域防犯 208 紫塚ニュータウン自主防犯組織
地域防犯活動 今泉、紫塚地区のお年寄り・子どもたちの見守り活動

地域防犯 217 佐良土（南）地区防犯パトロール隊

防犯活動を目的に行うことにより、地域の安心安全
を確保し、誰もが安心で明るい生活を営むとともに
コミュニティづくりを図ることができる。

①家屋及び車両等における施錠の運動
②小中学校の通学路における防犯パトロールの活動
③危険個所等の調査と他組織
（地域内の見守り隊、駐在所、安協、青パ）等の連携

地域防犯 218 佐良土西地区防犯パトロール隊
一人暮らし高齢者の状況把握
小中校生の通学下校時の見守り

地域防犯 219
佐良土二輪・銀内地区
防犯パトロール隊

地域活性化 ・一斉清掃5月
・道路愛護作業8月
・一斉清掃11月

地域防犯 220 経塚自主防犯組織

・犯罪の抑止及び犯罪意識の向上
・子どもたちの見守り活動
・地域のコミュニケーションの充実と活性化

毎月11日に合同パトロールを実施する。

地域防犯 223 滝岡自主防犯組織
滝岡地域内の防犯活動（パトロール、登下校時の立哨
等）により安全な地域づくりを行う

地域防犯 227 寺町防犯組織

地区内の子供、高齢者を犯罪から守り、安全で安心
な街づくりに寄与する

帽子、腕章等を身につけ地区内を随時パトルールする。（夜間
パトロールは、放火、空き巣等が発生した場合は夜間パトロー
ルを直ちに実施する。その為、班組織は残してある。）

地域防犯 228 南区地区防犯組織
地区の防犯とパトロール 下校時の防犯、パトロール

地域防犯 237 成田町自治防犯組織
町内安全、安心確保、住み良いまちづくり 防犯パトロール、空き家点検、通学路安全確保

地域防犯 249 富士見ハイツ自主防犯組織
自治会内の治安維持のため 毎日：午前午後の2回、3人で団地内をパトロール

月1回：メンバーが交替で夜間パトロールを行う

地域防犯 263 小滝苑自主防犯グループ
防犯活動
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地域防犯 269 チーム大田原中
学校の教育活動や生徒の安全確保についてのサポー
ト

学区内の通学路における巡視および
立哨指導、学校周辺の巡視等

地域防犯 274 桧木沢自主防災・防犯組織
防災活動・防犯活動

地域福祉 116 NASU壱ノ会

「これからの那須」を考えるとともに住民を中心とし
た地域活性化と産官学民の交流を促進し相互の連携
を強化することにより栃木県北の発展に寄与するこ
とを目的とする。

現在は、７月第一週に大田原道の駅で「えりのあ」与一福祉ま
つりを中心に活動し、県内の企業・役所・施設の交流を進める。
異業交流会を３月第一週に実施。

地域福祉 156 シルバー大学校大田原市同窓会
会員相互の交流・親睦を図り併せて地域の社会福祉
に寄与すること。

清風園ボランティア喫茶（毎月第2，3，4火曜日）
※その他①グループささえ②こども食堂

地域福祉 185
大田原市ふくし共育ボランティア
「グループささえ」

ふくし共育（福祉教育）のねらい、みんなで支え合え
る地域づくりのために、地域福祉を進めるとともに、
地域活動に子どもを巻き込んで、共に取り組み、共に
学ぶことを、みんなで考えて、みんなで進めることを
目的とする。

市内で行われる、ふくし共育（福祉教育）を支援

地域福祉 203 フードバンク県北

・食品ロスを無くし、生活困窮者、福祉施設への食品
支援
・子どもの居場所運営、子どもの貧困を無くすための
食事と学習支援

・フードバンク活動・・・通年、皆様からの食料の提供を願ってい
ます。
【受入場所】Vネット県北事務所、大田原市社会福祉協議会
・子どもの居場所スマイルハウス支援
　毎週火、水、金16:00～19:00
　県北事務所で食事支援、学習支援
・月2回、土曜日のイベント有り（不定期）

地域福祉 232 旧須賀川小学校保存会

廃校になった須賀川小学校を知育のふれあいの場、
又、フィルムコミッションに活用し、日常より清掃管理
を徹底して行う。

・月２回の清掃　・週2回の窓開け　・年2回の大掃除
・春の新茶まつり、12月新そばまつり開催を校舎内で行う。

地域福祉 242 栃木県立大田原東高等学校

ボランティア活動に参加することで、自発性と社会参
加への意欲を高め社会人としての素養を育む

・一般社団法人つばさ活動手伝い
・2017年大田原市親子ふれあい絆マラソン補助
・ぼくらのまちウォークラリー補助
・民生委員活動普及啓発セミナー受講
・高齢者への『給食サービス活動』
・フリースペース参加

地域福祉 245 蕎麦遊会
地域貢献を目的とし、食を通し多くの方々と交流を
持つこと

要請があれば、手打ち蕎麦の実演、打った蕎麦を食べていただ
く

地域福祉 246 アーベストフーズ株式会社

地域の社会貢献を目的とし、災害時の応援を考えて
おります。

食品会社として災害時等に駆けつけ、炊き出し等を行いたく考
えています。その他、炊き出し以外にも協力要請があれば協力
します。



令和4年6月末現在　【１３０団体】
ボランティア登録団体一覧

分　類 登録番号 団　体　名 活動目的 活動内容

地域福祉 262 いずみの会

オカリナ、語り部、ハーモニカ、舞踊などを通して地
域の福祉施設等訪問、入所者等との交流を図る。地
域小学校（佐良土小）の行事への参加（とんぼだんご
つくりなど）を通して地域交流を深める。

福祉施設、小学校などへ出向き、部員の持っている“出来るこ
と”（オカリナ、語り部、ハーモニカ、舞踊など）を地域の人たち
に披露し、行事継承にも目を向ける。

地域福祉 265
スマイルハウスボランティア会
（R4～休止中）

・地域の子どもから高齢者の方々まで多世代で寄り
添える地域の居場所づくり
・フードバンク県北と連携し子どもの貧困を無くすた
めの食事と学習支援

・ふれあいカフェ（月曜日10：00～12：00地域の子どもから）
・無料学習支援（火・金曜日17：00～19：00小学生～高校生対
象）
・子どもサロン（火曜日15：00～19：00親子対象）
・世代間交流喫茶「いってみっけ」
（水曜日10：00～16：00地域の方々対象）
・地域サロン
（金曜日18：00～20：00地域の子どもから高齢者対象）
・パパ＆ママカフェ
（毎月第4土曜日10：00～15：00親子対象）

地域福祉 270 アフリカンダンスクラブ

社会貢献、アフリカンダンスの技術向上、福祉施設等
でのダンス披露、お祭り等イベント出演。

・大田原産業文化祭　・道の駅東山道伊王野　・黒羽あじさい祭
り
・児童虐待防止イベント　・障害者スポーツセレモニー他多数
年間50回（コロナ前）

地域福祉 272 子どもの居場所スマイルハウス

地域の子ども達が健康で元気に育つことを目的に居
場所を提供

・こども食堂…毎週火曜、水曜、金曜16：00～19：00　県北
事務所で
食事支援、宿題支援
・月2回、土曜日のイベント有（不定期）
子ども達に社会体験を積ませます。

大学 10 スラオ

失語症を持つ方との交流活動 ・国際医療福祉大学クリニック内でのレクリエーション活動
・大学ボランティアセンター等でのレクリエーション活動に向け
ての準備

大学 14 社会福祉研究部あじさい

・小児、高齢者、障がい者など様々な領域のボラン
ティアを通して社会貢献、福祉活動について興味関
心を高める。
・ボランティアを通して部員同士の交流を深める。

・大学内で施設へのプレゼント企画を行う。
・様々な領域の関連施設に訪問してレクリエーションや行事、企
画のサポートをする。

大学 15
国際医療福祉大学
リハビリテーションセンター
ボランティアセンター

国際医療福祉大学キャンパスにある関連施設で、地
域の皆様にお願いしているボランティア活動で、地域
に開かれた施設を目指すものである。活動を通じ、よ
り多くの方に関わっていただき施設や入所されてい
る方の暮らしを知ってもらい生活を豊かなものにし
たい。また地域の皆様に活躍していただいたり、交流
を深めたりしていただける場と機会の提供ができた
らと考えている。

高齢者施設、障害者支援施設、子どものための施設で、傾聴・
喫茶ガーデニングなどを通して、利用者さんとのふれあい交流
活動、朗読、音楽、踊りなど各自得意な分野で活躍してもらう。
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大学 51 ボランティアグループかざはな

施設の方たちとのふれあいと通して、人とのコミュニ
ケーションの取り方や思いやる気持ちなどを培うと
ともに、将来仕事についたときにサークル活動内で
の体験を活かすため。

空きコマや放課後に学内施設で高齢者や障害のある方、認知
症、乳児とのコミュニケーションを取ったり、活動のお手伝いを
したりする。また、各施設内を四季に合わせて装飾する。

大学 83 IUHWボランティアセンター

・本学学生のボランティア活動の支援
・学生と地域がボランティア活動を通じて関係づくり
ができるよう支援

月曜～金曜 10：00～17:30
ボランティアコーディネート、相談支援、推進、その他ボラン
ティアに関わること

大学 252 手話研究部　メビウス

手話を身につけコミュニケーションの幅を広げる。手
話を通じ、ろう者や障がい者への理解を深める。

週2回（月・水）18：00～19：30国際医療福祉大学で活動
・手話による日常会話の練習
・指文字を用いたカルタやしりとり、簡単なゲーム等
・手話歌、手話劇の練習
・その他ボランティア学習会、手話検定への参加など

大学 255 iris（アイリス）
障害児との触れ合いを通し、自分たちの学びに活か
す。

社会福祉法人エルム福祉会smileにおいて、月１～２回土曜日
に活動する。

大学 256 災害復興・対策チーム　あおぞら
東日本大震災の復興と風化の抑制 福島県郡山市おたがいさまセンターにて、高齢者の方々との

交流

大学 266  国際医療福祉大学 奉仕団アルメリア 
地域活動 国際医療福祉大学にて献血のお手伝い。

図書館 4 ピノキオおはなし会

読み聞かせを通して、本の豊かさ・楽しさを子どもた
ちに伝えていく。（本の好きな子になってくれたらと
願ってもいる）あわせて「図書館楽しいよ！」と思って
もらえるようお手伝い出来たらと思い、活動してい
る。

毎月第１、第３日曜午後２時～お話会を開催。会場は、大田原図
書館児童書コーナー
内容は、絵本、紙芝居、エプロンシアター、パネルシアターや工
作などメンバーで構成を考えて実施。

図書館 58 図書館ボランティア　いちょう
本等の修理を通して、図書館活動のお手伝い 毎月1～4水曜日（8月はお休み）　大田原市立図書館　本等の

修理

図書館 111 図書館ボランティア　さくらんぼ

いろいろな本と出合い、読書の楽しみを味わって欲
しい。本好きな子を増やしたい。

〇朝の読み聞かせ
・黒羽小学校：毎月第一木曜日8:10～8:25
・両郷中央小：1～3年毎月第一金曜日
全学年毎月第三金曜日8：15～8：25
〇本の修理 両郷中央小：年2回

図書館 112 おはなし会　コアラ

黒羽図書館の本を借りて読んで欲しいという思いか
ら、本の読み聞かせを行っているボランティアグルー
プです。

毎月第２日曜日、黒羽図書館で未就学児から低学年を対象に
読み聞かせをしています。小学校等へ出向いて要望に合わせ
て活動をしています。
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ボランティア登録団体一覧

分　類 登録番号 団　体　名 活動目的 活動内容

図書館 231 野の花の会

図書の読み聞かせの養成
（主に小学校等で図書の読み聞かせボランティアを
行うため）

毎月１～2回、勉強会を行っている。現在勉強会は、黒羽・川西
公民館をお借りして養成講座を行っている。それぞれ小学校
へ出向き。朝の図書の読み聞かせボランティア活動を行ってい
る。

障害者福祉 17 朗読ボランティア  まつぼっくり

何らかの理由で墨字で書かれた図書や資料等が読め
ない、又は読みづらい方の為に、辞を音声にして伝え
る音訳活動を通して利用される方たちの地域参加や
生きがいづくりを支援すること。

月1回の定例会を市役所A別館ボランティア室で行い、広報、
社協だより、議会だよりの音訳、Cd作成の打ち合わせ等も同
室で行うが、音訳は基本、各メンバーの自宅で行う。市からの
広報、社協だより、議会だよりの他、月1回の定期便（情報：お
楽しみ文庫）やプライベートで依頼された図書や資料の音訳を
している。

障害者福祉 19 絵手紙ボランティア　とんぼの会

老人ホーム若草園の入園者やサポートハウス那須の
入所者等に絵手紙を通して外部との交流を楽しんで
ほしく思います。

・老人ホーム若草園
（毎月第2土曜日AM9:30～11:00まで）
絵手紙を描きその後、1人1人が近況報告をする。
・サポートハウス那須
（毎月第4水曜日PM1:45～2：30）
2か所共、季節に合った歌をうたって始まります。

障害者福祉 32 ボランティアエルム

（社福）エルム福祉会の利用者を中心とした障がいの
ある人達に対するボランティア　　施設内の仕事・地
域の行事参加・イベント等への協力活動

①（社福）エルム福祉会の行事等への協力(施設内外）
②（社福）エルム福祉会のクラブ活動への協力(施設内外)
③大田原市ボラ連活動への参加協力（与一まつり、善勝川清掃
など）
④赤い羽根共同募金会への協力

障害者福祉 42 手話サークル　with
手話にふれながら、聾者と共に活動する。 毎週金曜日、大田原市福祉センター手話学習室　聾者との交流

障害者福祉 73 一般社団法人つばさ

幼児～高校生までの年齢の方に利用していただいて
おり、利用者の成長にあった療育・支援を行ってい
る。

支援を必要とする子ども達（幼児～高校生）と一緒に楽しく活
動（散歩・ゲーム運動・制作活動・外出など）を行っている。

障害者福祉 216 中途失聴・難聴者の会 とちの葉

聴覚障害者と支援者の団体であり、当事者の社会参
加の活動を中心に社会に聴覚障害者の理解を求め
る

総会、役員会（年4～5回）新年会、会報発行　研修旅行…要約
筆記の現場実習を兼ねバス旅行　コミのつどい…大田原市を
中心に近隣市町で開催し、聴覚障害者への理解と啓発を行う。

障害者福祉 230 大田原市身体障害者福祉会
福祉会活動 ・障がい者のための防災講習会及び防災訓練

・ペットボトル回収事業など

児童福祉 5
大田原市家庭教育
オピニオンリーダー連絡会
（たまごの会）

家庭や地域における教育力の回復、更には次世代を
担う子ども達の健全な育成の推進を図り、安全安心
な子育て環境の整備を目指し、事業計画に基づき、
地域活動を行う。

子育て支援事業…児童福祉通所施設訪問、親教育事業、会員
相互の融和と親睦を図る、券の子育て支援事業、研修会への
参加・協力、他団体、活動への協力
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分　類 登録番号 団　体　名 活動目的 活動内容

児童福祉 20 ガールスカウト栃木県第23団

小学生から高校生までの幅広い異年齢とのふれ合い
や自然体験、地域での活動を通して、自主性を養うと
共に、主体性をもった少女を育成する。

・月1～2回　市内外の公共施設等で集会活動を実施
・生涯学習センター・大田原図書館
・ボーイスカウト那須野営場
・とちぎ青少年センター等
・自然体験活動・地域ボランティア活動
・読み聞かせ・募金・老人ホーム訪問

児童福祉 102 適応指導教室すばるボランティア

大田原市適応指導教室すばる通室生への体験的活
動における指導・支援

年間を通して、すばる教室内での体験活動（音楽教室、調理実
習、製作活動、学習活動等）、教室外での体験活動（農業体験、
リサイクル活動等）の指導・支援。

児童福祉 137 大田原市更生保護女性会

女性の立場から、母心を持って更生保護事業に協力
し、社会の浄化に努め、非行や犯罪のない明るい社
会つくりに努める。

１．次世代の若者が非行や犯罪に関わることなく歩んでいって
ほしいという願いから、「正直・思いやり」の花言葉のチュー
リップ（布製）を使って、立志式を迎える２年生に贈呈してい
る。
２．高齢者や障害者を理解し、地域で支え合い、励まし合える地
域づくりなど、主に福祉活動の支援に取り組んでいる。

児童福祉 264
大田原東部地区
生涯学習推進協議会

大田原東地区内の生涯学習の推進により連帯感あふ
れた住み良い地域づくりに努める。及び地域社会と
協働で学校を支援。

1，若草中学校区内、小中学校行事の支援。
2，大田原小学校通学経路に於ける登下校時安全見守り活動
への参加協力。

災害 211 チーム井上
福島復興支援 毎月1回/1日　福島県南相馬市、小高地区を中心とした家屋家

財の片付け、草刈り、庭木樹木伐採など

災害 234 大田原SCボランティアチーム

・活動の基本は災害ボランティアです。災害時の被災
置復興支援と、被災者に寄り添う精神的支援
・自らの健康とボランティア精神に乗っ取った活動の
満足感と充実感。

・大田原市内の主要道路沿いの美化活動を毎月1回程度行う。
・公園空き地の清掃活動
・災害時の復旧ボランティア

災害 213 須賀川上消防OB会

防災活動 ・自治会内において備品チェックなどを行う
・情報交換などを行う
・土砂災害など危険個所のチェック

高齢者福祉 2 寺町ほほえみセンター
高齢者福祉 ・寺町ほほえみセンター

・市内グラウンドゴルフ場

高齢者福祉 13
地域の高齢者福祉を考える会
(ぶらんこの会)

1地域の高齢者福祉を考える
２高齢者の医療費削減
３高齢者の閉じこもりを未然に防ぎ、生き甲斐を創
る
４バランスの良い食事を摂る

・毎週月・水・金10時～15時
・仲町ほほえみセンター
・食事提供（毎回）、民話、紙芝居、カーリング(月1～2回）、ぬり
絵、誕生会、脳トレ（しりとり、まちがい捜し、三角取り、ことば
遊び、体操(筋トレ等）、歌
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高齢者福祉 36 大田原ふるさと民話の会

大田原市に伝わる民話及びその他の民話を語り、そ
して伝えることを目的とする。

・大田原市の民話及びその他、日本の民話を語り継ぐ
・民話の発表会（大田原市道の駅伝承館）
・民話の調査及び研修

高齢者福祉 61 深川ほほえみセンター

ほほえみセンターを利用する高齢者が、快適に生活
するために援助する

ほほえみセンターで火、木、土　の週3日利用者に食事を提供
する。またカラオケ、グランドゴルフ、囲碁将棋、輪投げ等の補
助をする。

高齢者福祉 90 下石上ほほえみセンターサポーター

在宅の高齢者に対して要介護状態にならない様、保
健予防活動や生きがい対策を含む保健福祉サービス
等、提供をするため。

毎週月・水・金曜日下石上ほほえみセンター
体操や講話、絵手紙、手工芸、パッチワーク、カラオケ、グラウ
ンドゴルフ、ゲーム等

高齢者福祉 110 親園ほほえみボランティア会

・在宅高齢者のフレイル予防の支援
・趣味、スポーツ及びレクリエーションを通し生きがい
作り支援
・友愛訪問支援

・ほほえみセンターを含む活動のサポート
・自宅かつ会場等への送迎
・生活弱者、独居者及び施設への友愛訪問
・伝承教室の出前講座

高齢者福祉 124 薄葉ほほえみセンター
ほほえみセンターの目的による 薄葉ほほえみセンターでの活動

高齢者福祉 126
両郷高齢者ほほえみセンター
管理運営委員会

地域高齢者の介護予防など健康長寿のための行事
などのサポートを行う。

ほほえみセンターを中心に月に4～5回の事業を行う

高齢者福祉 129 須賀川ボランティア

一人暮らし高齢者への友愛訪問
給食サービス

・年６回友愛訪問、弁当配布
・須賀川地区生涯学習推進協議会「ふれあい広場」への協力参
加
・須賀川ほほえみセンターへのサポーターで協力
・須賀川新茶まつり、そばまつりへの協力

高齢者福祉 130 武茂川ボランティア

地域のふれあい皆で支えあい住みよい地域に無理の
ない活動を続けていく

・廃品回収（年4回：須佐木、川上、南方、雲岩寺地区）
・80歳以上にクリスマスプレゼント
・高齢者ひとり暮らしお弁当配布
・あじさい祭り協力
・障がい者ふれあいクリスマス協力
・ふれあいサロン手伝い協力

高齢者福祉 143
傾聴ボランティア
ハートフルハート

かけがえのない命を守るため、傾聴的姿勢で地域住
民とコミュニケーションを図り話し手に生きるチカラ
や勇気を持ってもらえるように支援する。

傾聴ボランティア利用を希望される高齢者施設や個人宅を訪
問して、傾聴活動を行っています（約1時間程度）。毎月定例会
を開催し、活動の確認やグループワーク等を通し、情報交換、
研修、講座を通しスキルアップを目指してる。

高齢者福祉 151
大田原市ボランティア連絡協議会
黒羽支部

手作り弁当、友愛訪問、観光案内、他 ・ボランティアグループ7団体加入
・各グループごとに活動内容はそれぞれ
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高齢者福祉 152
佐良土ほほえみセンター
運営委員会

在宅の高齢者に対し、要介護状態にならないよう保
健予防活動や生きがい対策を含めた保健福祉サービ
ス等を提供することを目的とする。

総会資料を添付し、活動計画を実践する。

高齢者福祉 157
川上地域高齢者ほほえみセンター
管理運営委員会

高齢者の介護予防拠点施設として、ほほえみセン
ターが設置され、通所等によるサービスを提供し、孤
独感の解消、自立系活への助長を図るため、センター
に集まる人達へのお手伝いをする。

毎週火曜日と土曜日に午前中開所、センターに集まり、おしゃ
べり、輪投げ、スカットボール、カーリング等の軽スポーツをし
て遊ぶことのお手伝いをする。市高齢者幸福課のおたっしゃク
ラブに参加する。

高齢者福祉 160 調理ボランティア
お弁当作り V連事業「手作り弁当」年２回（11.12月）　調理、献立

高齢者福祉 195 湯理美会
散髪ボランティア 2ヶ月に1回、第1火曜日　ほのぼの園、散髪、顔剃り

高齢者福祉 197 竹とり翁の会
高齢者宅等において、手入れができなくなった屋敷
内竹林の整理を行い、住環境の改善を図る

いつ：年間を通して　　どこで：高齢者、障がい者宅　　何を：孟
宗竹、真竹等の伐採、竹の子処分等

高齢者福祉 198 佐久山高齢者ほほえみセンター

高齢者の方が、寝たきりや認知症にならないために
集い、介護予防事業や生きがい対策事業を実施す
る。

毎週火木土、ほほえみセンター室内にて、いきいき体操、カー
リング、輪投げ、民話を聞く、おしゃべり

高齢者福祉 209 仲町ほほえみセンター　和の家

地域の高齢者が集って、終末期人生を生きいきと暮
らせるようにサポートすることを目的とする

毎週月・水・金9：00～15：00　（新富町2-3-37）
①健康を支えるためのバランスの良い食事づくり
②生き甲斐対策（ペーパークラフト、歌、ぬりえ、フォークダン
ス、お話し会、写仏、講話、野外散策のサポート）
③健康体操指導

高齢者福祉 212 語りべ「造の会」

・地域に残る言い伝え、昔話などを語りを通して伝え
ていく。
・施設訪問などを通して語りを披露し、古き語りを伝
承していく。

・月１回の例会を設け、「語り」をみがき地域の催事に披露す
る。
・月1回の例会は、佐良土多目的研修センターを利用

高齢者福祉 214 大手清水町ほほえみセンター
フレイル予防 高齢者行事サポート

高齢者福祉 224 マハロハ

病院、特別養護施設等でのウクレレ演奏と歌をうた
います。

ウクレレを演奏して、演歌、歌謡、ポピュラー・ソング等場所に
応じて演奏し共に歌います。時間的には午後２時から４０分く
らいです。

高齢者福祉 226 元町高齢者ほほえみセンター

在宅の高齢者に対し、要介護状態にならないよう保
健予防活動や生きがい対策を含めた保健福祉サービ
ス等を提供することを目的とする。

・輪投…毎週土曜日
・健康マージャン…毎週火曜日
・古布あそび（さき織、布ぞうり作り）…隔週木曜日
・季節行事（ひなまつり、七夕、クリスマス、忘年会）
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高齢者福祉 239 尺八黒羽ほほえみ会

尺八の研鑽と普及を通して地位域文化の向上発展と
会員相互の親睦を図ることを目的としています。

・演奏会、研修会等の活動
・大田原市その他公共団体等の文化事業に協賛する活動
・懇親会

高齢者福祉 244 ラベンダー
笑顔を届けたい 約30～60分歌と簡単な踊り

高齢者福祉 248 鹿畑高齢者ほほえみセンター
フレイル予防、高齢者の活動サポート 輪投げ、スライドカーリング

高齢者福祉 250 やみぞあづまっぺ協議会
地域の活性 5月～9月にお茶摘みをし、紅茶にする

毎週紅茶詰めを作業場で行う。毎年10月に収穫祭を行う。

高齢者福祉 251
シルバー大学OB
大田原マジック愛好会

1.ボランティア活動
2.メンバーであるシルバー大学OBの親睦

大田原生涯学習センターで月２回技術向上を行っている。社協
から友愛まつり等、声が掛かるまで練習をしています。

高齢者福祉 253 けんぽくシニアの会

高齢期に起こりがちな困りごとを支え合う仕組み作
り、サポート活動を行うことを通じて、不安の軽減、
解消に努めること。併せて、高齢期の尊厳を確保し、
生活の質の低下を招かないような工夫を行うこと。

会員の困りごとを会員間でサポートする仕組みの構築及び、サ
ポート事業を運営、実施。その際、円滑な活動を行うために必
要な信頼関係の構築を可能にする以下の三層の「集まり」の機
会を作り活動。全大会の開催、趣味学習などの共通の関心事
の開催等、日常の交流のための小グループの開催。

高齢者福祉 254 すずらんの会

高齢者、施設の訪問で、皆さんに元気と笑顔を 活動は５年目になります。
ほっとアスター施設に毎月第4火曜日、午後１時～2時半
ハーモニカや大正琴、踊り（歌詞カードを作り、一緒に歌う）

高齢者福祉 267 フレイル予防グラウンド・ゴルフの会
グラウンド・ゴルフを通じたフレイル予防 ・月に1回　・若草園グラウンドで　・グラウンド・ゴルフを実施

高齢者福祉 273
野崎ニュータウン
ふれあいミニサロン

地域の「仲間づくり」「出会いの場づくり」「健康づく
り」をするための活動を定期的に開催し、顔なじみの
輪を広げいきいきとした生活を送ることを目的とす
る。

月1回（第3又は第4日曜日）開催し、駐在所講話会、ふまねっ
と運動、会員特技、ギター演奏会、手芸など

観光 161
芭蕉の里観光ボランティア
ふるさとを知る会

・観光の案内
・観光その他について学習会

・ガイド活動 市内/依頼場所
・紙芝居上演　五峰の湯 他
・他グループとの交流会

観光 241 大田原市PRボランティア隊

大田原市イメージキャラクター与一くん及び大田原
市のPR活動により、市及び市の観光資源等の知名
度向上とイメージアップ。

大田原市内及び全国のイベント等で、与一くんを活用した市の
観光等に関する活動に携わる。また、SNS等を活用した情報
発信活動も行う。

環境美化 144 ファミリーボランティア　那須美
地域社会への奉仕及び貢献 ・ペットボトルキャップの回収（不定期）

・清掃活動

環境美化 221 城山公園をきれいにする会
地域の清掃、美化活動 地域公園のゴミ拾い、草取り、樹木の剪定
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環境美化 261 那須里山を育てる会

・那須山麓の荒山を伐採・草刈りなどして里山林とす
る。
・仲間たちと「自然との共生」を学び実践する。
・各自の力量に応じた作業量で心身の健康づくりを
する。

・年間を通して草刈りと伐採及び植樹活動をする。
・那須町の千振地区（豊原丙）が活動場所
・春から秋は草刈り、6月と10月は植樹、冬は伐採が主です。

その他 141 大田原国際交流会

諸外国の人たちとの交流を通して相互に理解を深
め、地域の人たちと共に国際社会発展の原動力とな
ることを目的とする。

・日本語教室（毎週水曜日、生涯学習センター、ボランティアが
外国人に日本語を教える）
・世界の料理教室（7月、金田北地区公民館、外国人が講師とな
り、その国のレシピを紹介し調理実習をする）
・那須国際交流フェスティバル（9月、毎年テーマを決めて諸外
国の人たちと交流する）

その他 193 まごころクラブ（野崎中学校内）

様々なボランティア活動を行うことで、他人を思いや
る心や助け合う心、気付いて行動する力を育成する
ため。

・校内外や野崎地区の清掃活動
・ベルマーク回収、緑の羽根、赤い羽根、募金活動
・野崎地区の行事の手伝い、食事配達サービス

その他 199 与一太鼓

大田原市の新しい伝承文化としての「与一太鼓」の練
習、指導、演奏
それらの運営全般に保護者（ボランティア）の力を加
えて活動しています。

練習場所：大田原道の駅（多目的ホール）毎週火・土曜日
演奏：主に大田原市内で依頼のある行事にて演奏、月1回練習
場で定期演奏会を開催

その他 236 大田原市柔道ボランティア

教科体育（柔道）の補助活動や柔道着の安全点検を
実施することで、生徒が安全な環境で柔道に取組め
るようにする。

市内中学校武道場（夏休み及び中学校の授業）

その他 238
那須塩原市レクリエーション協会
大田原支部

様々なレクリエーション活動への挑戦、栃木県レクリ
エーション協会に加盟し、主に市民を対象に市内のイ
ベント等で普及活動を実施。

・会員仲間…レクリエーション教室、ニュースポーツ体験や練習
会など
・市民対象…各種イベントでの活動、公民館、子供会育成会（多
彩な展開）学校など、ニュースポーツを始め、ゲーム展開、腹話
術、紙芝居、語り部、フォークダンス等

その他 259 ふるやさんち
小学生の田植え等農業体験を通した地域住民との交
流

・小学生の田植え等農業体験の手伝い
・軽農作業を通しての地域交流

その他 260
Ｎｅｘｔ　Ｄｏｏｒ ～夢の扉～
（大田原中学校）

福祉活動を通じて、思いやりのある子どもを育てる。 アルミ缶、プルタブ回収、車いすの寄贈、食事サービスボラン
ティアへの参加、布集め、各種募金活動

その他 268
NPO団体集団ストーカー組織犯罪
撲滅推進連合会

一個人に対して不特定多数の集団が悪評の流布やプ
ライバシー侵害等の嫌がらせを行う「集団ストー
カー」という犯罪が全国で横行し社会問題となって
いる。よってこれを撲滅するための社会周知活動を
全国で行う。

チラシ、ポスター掲示などの広報活動
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その他 271
NPO法人インターナショナル
ガバメントガフィン

・日本国憲法における平和及び人権を拡める
・災害地区において迅速な生命、人権を確保して情報
の伝達、安全の確保、衛生心理を補う。

・事務所、ボランティアメンバー宅、ミーティング会場、コミュニ
ティーセンター、移動中、災害現場等
・イベント、生命安心安全、財産、人権にまつわる補助、防犯パ
トロール


