
分野 № 団体名 主な活動 主な活動場所 活動日

1 ボランティアグループ　くすの木会 ひとり暮らし高齢者との交流、手作り弁当の宅配
定例会：保健福祉センター
宅　 配：中央公民館
昼食会：中央公民館

定例会：月1回　10:00～12:00
宅　 配：第4月曜日　9:00～13:00
昼食会：年1回　9:00～14:00

2 尾張旭市地域福祉を考える会　ぬくもり 旭労災病院の手伝い、ふれあいいきいきサロン運営

定例会：中央公民館
旭労災病院内
旭ふれあいサロン：
＜東部＞東部市民センター
＜平子＞平子公民館

定例会：年数回第1火曜日
旭労災病院：木曜日　13：00～15：00
旭ふれあいサロン：
＜東部＞第2･4金曜日　10:00～14:20
＜平子＞第1･3金曜日　10:00～14:20

3 うさぎの会 高齢者施設での傾聴活動、傾聴プチサロンの開催 渋川福祉センター
定例会：第3木曜日  10:00～12:00
サ　ロ　ン：第2木曜日  10:00～12:00
定例会：第3木曜日  13:00～15:00

4 つむぎの会 ふれあいいきいきサロン運営 大久手ふれあい会館 第1・3水曜日　10:00～15:00

5 地域のふれあいを考える会　こすもす ふれあいいきいきサロン運営 緑ヶ丘集会所 第1・3水曜日　10:00～12:00

6 ひらめいたかい 脳トレによる認知症・介護予防
東部市民センター
渋川福祉センター

東部：第1・3火曜日　10:00～11:30
渋川：第2・4火曜日　13:30～15:00

7 サロンアマビエ「出前カラオケ」 出前カラオケによるサロン運営 市内 第3火曜日　13：30～16：00

8 音訳グループ　あけぼの会 視覚障がい者との交流、社協だより・市広報等の音訳 渋川福祉センター 広報発行日1週間前（月4回）　10:00から

9 点訳グループ　あかね会 社協だより・小説・絵本・名鉄瀬戸線時刻表等の点訳
定例会：中央公民館
勉強会：渋川福祉センター

定例会：第1･3水曜日　10:00～12:00
勉強会：第2水曜日  　 10:00～12:00

10 手話サークル　あさひ 聴覚障がい者との交流、手話学習 中央公民館 月3回火曜日　19:00～21:00

11 要約筆記　ＯＨＰひまわり 要約筆記、福祉実践教室への協力 中央公民館 第1・3木曜日　10:00～13:00

12 手話グループ　手と手の会 聴覚障がい者との交流、福祉実践教室への協力 中央公民館 月曜日　13:00～15:00

13
尾張旭障がい児者家族ネットワーク
ウィッシュ

障がい児者家族間の交流、理解啓発 市内 随時

14 ＴｏｙＴｏｙ おもちゃ図書館への支援 渋川福祉センター 木曜日　10:00～12:00

15 ジョブウェル 障がい者支援と交流 市内 月2回

16 尾張旭キャラバン隊　ウィッシュハート
知的障がい・発達障がいの理解に関する疑似体験を通じて
公演活動

渋川福祉センター 月1回

17 おもちゃ図書館ボランティア　ぽっけ
おもちゃ図書館の運営協力、ピンポンパン教室への移動お
もちゃ図書館の運営協力

定例会：渋川福祉センター
常　 設：おもちゃ図書館

移　 動：ピンポンパン教室

定例会：奇数月第3金曜日　10:00～12:00
常　 設：木曜日　13:00～16:00
　　　　　第4土曜日　10:00～12:00
移　 動：第2水・第4木曜日　10:30～12:00

18 Ｊｕｍｐ－Ｍ 障がい児者がダンスを通じて社会参加と地域貢献 東部市民センター 月3回水曜日　17:00～18：00

19 美容グループ　みやび会 福祉施設での美容活動 各施設 隔月第4月曜日　10:00～16:00

医
療

20 藍の会 旭労災病院の手伝い 旭労災病院内 第1・2・3火曜日　13:00～15:00

21 収集グループ あさがお会 使用済切手・ベルマーク・エコキャップ等の収集・整理 渋川福祉センター 第4木曜日　10:00～12:00

22 尾張旭市茶華道連盟 公共施設等の生け花、敬老呈茶会 中央公民館 年8回　10:00～12:00

23 尾張旭市健康づくり食生活改善協議会 食生活改善と健康づくり活動 保健福祉センター 第2木・第3火曜日　9:30～13:00

24 尾張旭市更生保護女性会 更生保護活動、犯罪防止活動、子育て支援 中央公民館 第3火曜日　10:00～12:00

25 び・すけっと 施設ボランティア、研修会の開催、福祉実践教室への協力 市内 随時

26 たいようの会 雑巾・布ティシュづくり、福祉団体・施設への寄付 市内 随時

27 車いすサポート 車いすの簡易点検・清掃、福祉実践教室への協力
定例会：渋川福祉センター
活　 動：市内

定例会：隔月1回
活動日：随時

28 尾張旭市ジュニアリーダーズクラブ 青少年健全育成、子ども会支援 中央公民館
役員会：金曜日
定例研修会：第3日曜日
派遣活動：随時

29 ボーイスカウト尾張旭第1団 青少年健全育成、各種街頭募金 市内 日曜日・祝祭日

30 ガールスカウト愛知県第99団 青少年健全育成、各種街頭募金
中央公民館
渋川福祉センター

月2回土曜日または日曜日　9:30～12:00

31 尾張旭市交通少年団 青少年健全育成、交通安全啓発 市内
定例会：第4土曜日  10:00～12:00
活動計画に基づく日

32 尾張旭こども自然学校 青少年健全育成 市内 第4日曜日

33 日本赤十字社尾張旭市地区奉仕団 防災訓練参加協力、施設訪問、献血活動 中央公民館 第2水曜日　13：30から

34 尾張旭防災リーダー会 防災活動への参加協力、防災啓発活動 市内
定例会：月1回
活動日：随時
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35 ゆうゆうひろば 子育てサロンの運営 城山コミュニティセンター 第1・3水曜日　10:00～12:00

36 子育てサロン　だんだん 子育てサロンの運営 北本地ヶ原ふれあい会館 第4月曜日　13:00～15:00

37 グランマサロン 孫育て支援 渋川福祉センター 第1木曜日　9:30～11:30

38 あさひトコトコの会 子育て支援 渋川福祉センター 随時

国
際

39 尾張旭国際交流会 外国人との文化交流 中央公民館 第1土曜日　9:30～11:00

40 愛知消費者協会尾東支部尾張旭班 消費生活運動、悪質商法追放キャンペーン 市内 年4回

41 ふるさとガイド旭 史跡・文化財などの研修・調査とガイド・講演会 中央公民館 第2・4木曜日　9:30から

42 寺田保全の会 自然環境と里山保全 市内
自然観察会：年2回
保全作業：年数回

43 グループ　あしもと会 環境保全 市内 年4回（7・10・12・3月）

44 グリーンマップ尾張旭 市内の環境マップ作り、環境問題の啓発 市内 第2日曜日

45 矢田川に親しむ会 河川緑地の美化・清掃、河川敷でのウォーキング大会 市内 随時

46 地域環境活性化協議会 環境保全、環境教育 市内 随時

47 劇団びっくり箱 演劇で地域文化・行事を伝承 渋川福祉センター 土曜日　13:00～17:00

48 男性ボランティア活動研究会 男性のボランティア活動への参加促進 渋川福祉センター
定例会：第3水曜日　13:30から2時間程度
サ　ロ　ン　　：第1水曜日　13:30から2時間程度

49 はじめ良ければ尾張旭好しの会 手づくりの絵本・紙芝居で地域文化を伝承 渋川福祉センター 月1回土曜日または日曜日　9：00～12：00

50 旭フォークダンス同好会 フォークダンスで福祉施設訪問 市内 月・木曜日　9:30～12:00

51 あさひ歌謡会 歌と踊りで福祉施設訪問 市内 随時

52 あさひ乃会 日本舞踊で福祉施設訪問 庄中西部集会所 月曜日　13:00～15:00

53 おりがみの会 折り紙を通じて市内児童館に協力
定例会：中央公民館
活　 動：市内児童館

定例会：第2水曜日　13:30から
各児童館：月1回

54 コーラスグループ　ティンカーベル 歌、トーンチャイム･ミュージックベルの演奏で福祉施設訪問 東部市民センター 月３回木曜日　10:00～12:00

55 オカリーナ　ポレポレ オカリナ演奏で福祉施設訪問 白鳳公民館 木曜日　13:00～15:00

56 旭ハーモニカ倶楽部 ハーモニカ演奏で福祉施設訪問 平子公民館 水曜日　16:00～18:00

57 フラダンスグループ　ハイビスカス フラダンスで福祉施設訪問 渋川福祉センター 第1・3火曜日　13:30から

58 ハッピー・ハワイアンズ ウクレレ演奏で福祉施設訪問 白鳳公民館 第2・3土曜日　13:00～15:00

59 スーパーグレートマジシャンズ マジックで福祉施設訪問 モリコロパーク 月1回

60 Ｎａｔｉｖｅ　Ｏｎｅ ゴスペルで地域福祉事業への参加協力
白鳳公民館
渋川福祉センター

月3回　19:00～22:00

61 笑☆和子の会 子どもたちが日本舞踊で福祉施設訪問 市内 月2回水曜日　19:00～21:00

62 ハッピー＆スマイル楽団 楽器演奏で福祉施設訪問 新池交流館・ふらっと 金曜日

63 クロス　フレンズ 楽器演奏で福祉施設訪問 庄中西部集会所 月4回

64 コミュニティー・ホッ，ト・たいむ 書道、七宝焼で福祉施設訪問
渋川福祉センター
福祉施設

渋　 川：第4日曜日　 9:30～15:00
各施設：
月1回木曜日または土曜日　13:30～15:00

65 ピエール企画 マジックで福祉施設訪問 本郷コミュニティセンター
定例会：第1木曜日
練習日：第3土曜日

66 エリマアイランダース バンド演奏で福祉施設訪問 新池交流館・ふらっと 第1・3木曜日　13:00～16:00
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