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在宅高齢者支援（給食サービス，友愛訪問，安否確認など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ （公社）スコーレ家庭教育振興協会茨城スクール 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，収集活動， 

駅前清掃，母親講座等 

２ 筑西市下館西部女性会 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，各種募金， 

子育て支援，各種イベント等 

３ 筑西市岡芹女性会 ひとり暮らし高齢者給食サービス，各種募金等 

４ 筑西市川島地区女性会 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，各種募金活動，

読み聞かせ，各種イベント等 

５ 竹島給食サービスボランティア ひとり暮らし高齢者給食サービス，各種イベント等 

６ 筑西市養蚕女性会 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，施設訪問， 

防犯パトロール等 

７ 河間フレッシュボランティア ひとり暮らし高齢者給食サービス，交流会等 

８ 大田ボランティア 
ひとり暮らし高齢者給食サービス， 

対象者へのプレゼント作り等 

９ 筑西市嘉田生崎女性会 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，各種募金， 

各種イベント等 

10 筑西市ふれあい電話 
ひとり暮らし高齢者へ電話による安否確認， 

利用者との交流会等 

11 黒子地区ボランティア 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，友愛訪問， 

福祉施設協力、社協事業協力等 

12 関本地区ボランティア 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，友愛訪問， 

施設協力、社協事業協力等 

13 河内地区ボランティア 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，友愛訪問， 

施設協力、社協事業協力等 

14 明野地区ボランティア推進協議会 
ひとり暮らし高齢者給食サービス，友愛訪問， 

施設訪問等 

15 ふれあい食事サービス協和 
ひとり暮らし高齢者食事サービス，施設訪問， 

イベント協力等 

16 協和ふれあい訪問 やまびこ ひとり暮らし高齢者への安否確認等 
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障がい者支援（点訳，朗読，手話，施設訪問など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ 点訳 杖の会 
各種広報紙の点訳，点訳本作成，視覚障がい者への 

介添え支援等 

２ 朗読ボランティア 野ばらの会 
各種広報紙の音訳 CD 作成，児童への読み聞かせ，

施設訪問等 

３ ボランティアサークル 手の会 聴覚障がい者への通訳，交流，手話体験学習指導等 

４ 精神保健 めだかの会 
精神的障がいをもつ方への社会復帰援助（入所者の

作業手伝い等） 

５ 手話サークル「さくら」 聴覚障がい者への通訳，交流，手話体験学習指導等 

６ ぷれジョブ きょーわ 障がい者（児）の理解を得るための活動（全国組織） 

 

 

福祉施設訪問（歌，踊り，楽器演奏，マジック，傾聴など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ レクリェーションクラブ 豊遊会 踊り・マジック・歌での施設訪問活動等 

２ ボランティア ひまわり会 歌・踊りで施設訪問活動，イベント協力等 

３ 紫峰オカリーナクラブ オカリナ演奏での施設訪問活動等 

４ 訪問ボランティア どんぐり会 舞踊・ダンス・歌謡での施設訪問活動等 

５ 筑西コカリナ「こだま」 コカリナ演奏での施設訪問活動等 

６ 傾聴ボランティア★スマイル 市内福祉施設等での傾聴ボランティア活動 

７ マリオウクレレクラブ バンド演奏・フラダンスなどでの施設訪問活動等 
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児童・子育て支援（読み聞かせ，登下校見守り，育児相談，子ども食堂など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ 読み聞かせ「あすなろの会」 児童への読み聞かせ活動（保・幼・小）等 

２ 子育て支援「レインボー」 親子共同工作や食育を通しての子育て支援活動等 

３ 未来ネットワーク 読み聞かせ等の子育て支援等 

４ 特定非営利活動法人 いちなごみ 親子交流会，子育て講座等 

５ 特定非営利活動法人 地球の保健室 子育て支援，学習支援，発展途上国への支援等 

６ 小栗子どもを守る会 小栗小学校の児童の下校時の見守り活動等 

７ 筑西こども食堂 有りの実 児童や高齢者を対象としたふれあい食堂を開催 

８ 
特定非営利活動法人 

筑西ファミリーサポートセンターまんま 
育児に関する会員間の相互援助活動等 

９ おにんこっと 障がいの有無や枠を越えた交流の場づくり 

サロン活動（いきいきサロン，各種趣味の教室など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ 下館地域在宅介護を支える会（たまり場・たろう） 
サロン（たまり場楽校の開催），在宅介護者へ支援，

福祉イベント協力等 

２ 協和ふれあいサークル 虹の会 
いきいきサロン，古切手収集，施設訪問， 

イベント協力等 

健康推進活動（健康踊り，体操教室など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ 四つ竹健康おどり雅流 施設での健康おどり活動等 

２ 筑西市いきいきヘルス会 いきいきヘルス体操教室，転倒防止介護予防教室等 

３ ゆうゆう健康体操 シルバー体操等実施，介護予防推進活動等 
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環境美化活動（花壇の手入れ，除草作業など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ 下館山野草会 花壇の手入れ，環境美化，山野草展覧会の開催等 

 

各種地域貢献活動を展開する団体（リサイクル，防犯，交通安全，朗読劇など） 

No. 団体名 主な活動内容 

１ 筑西市地域女性団体連絡会 
子育て支援，日赤奉仕団活動，各種募金， 

福祉事業の実施・参加協力等 

２ ボーイスカウト筑西第１団 緑化活動・清掃等の社会教育運動，各種募金等 

３ ガールスカウト茨城県第２８団 
施設訪問，各種募金，国際協力，福祉事業の実施・

参加協力等 

４ しもだて紫水ロータリークラブ 
職業奉仕，社会奉仕，国際奉仕，福祉事業の実施・

参加協力等 

５ 下館ローターアクトクラブ 地域清掃，イベント，福祉事業の実施・参加協力等 

６ 下館ライオンズクラブ 献血，国際協力，福祉事業の実施・参加協力等 

７ 下館巴ライオンズクラブ 
献血，アイバンク，施設訪問，福祉事業の実施・ 

参加協力等 

８ 下館巴ライオンズクラブ 館支部 施設訪問，福祉事業の実施・参加協力等 

９ 下館シニアライオンズクラブ 
献血，アイバンク，各種募金，福祉事業の実施・ 

参加協力等 

10 筑西市生活学校 施設訪問，省エネ推進運動，エコライフ運動等 

11 筑西地区交通安全母の会連合会 交通安全教室，街頭立哨活動，街頭キャンペーン等 

12 筑西市下館消費者友の会 不用品活用情報センターの運営，料理講習会等 

13 筑西市更生保護女性会 
犯罪・非行防止の啓発運動，更生協力，矯正施設で

の支援等 

14 関彰商事株式会社 施設訪問，福祉事業の実施・参加協力等 

15 下館二高ＪＲＣ部 
各種事業への企画・参加協，施設訪問，手話勉強会，

募金活動等 
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16 筑西市国際友好協会 日本語教室開催，国際交流活動等 

17 
特定非営利活動法人ヒューマンライツネット 

「はらんきょうの会」 
ヒロシマ・ナガサキの被爆体験の朗読劇の実施等 

 

【以上 合計６１団体】 

 

 

 

 

 

※上記の団体は全て，所定の手続きによって 

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録しております。 

 

また，より充実したボランティア活動を展開するため， 

有志によって「筑西市ボランティア連絡会」を運営し， 

お互いの活動を尊重しながら，相互の研修・自己研鑽・情報交換等 

を通じてネットワークを構築しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種ボランティア団体への参加や活動の依頼等，詳細につきましては 

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターまでお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心 

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンター 

 

〒308-0806 茨城県筑西市小林３５５（筑西市総合福祉センター内） 

ＴＥＬ ：０２９６－２２－５１９１ 

ＦＡＸ ：０２９６－２５－２４００ 

Ｍａｉｌ：info@magocoro294.net 

ＨＰ  ：http://www.magocoro294.net 

mailto:info@magocoro294.net
http://www.magocoro294.net/


 


