
西尾市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体名簿

1 こそあれ 鈴木 しげ子 外国人の日本語勉強会。 5

2 日舞・新舞踊　菊の会 都築 美恵子 日本舞踊を通じて施設慰問。 8

3 かじか会 榊原 光雄 愛厚ﾎｰﾑ西尾苑へｶﾗｵｹ慰問。 10

4
NPO法人ｱｽﾍﾟ･ｴﾙﾃﾞの会 星の子倶
楽部

尾崎 典子 勉強会、茶話会、個人面談、セミナー、慰労会 13

5 西尾マジッククラブ 吉田 正敏
老人施設、幼稚園、子供会、公民館等でﾏｼﾞｯｸ披
露。

11

6 ドレミ会 加藤 かづゑ
大正琴にて慰問演奏（社協デイサービス、愛厚ホー
ム西尾苑･喜楽荘、老健いづみ、いこいの里他）

10

7 水曜おはなし会 杉浦 千代子
図書館を訪れる子どもに絵本、紙芝居等の読み聞か
せをし、本の楽しさを伝えて親子読書につなげる。

10

8 NTT-OB西尾 杉浦 律
タダシ 愛厚ﾎｰﾑ西尾苑お好み喫茶開設、にしお福祉まつり

車いす体験コーナー。
16

9 明るい社会づくり西尾 吉見 美千代 イベント手伝い、歳末助け合い募金活動等。 32

10 AJF(ｴｰ･ｼﾞｪｰ･ｴﾌ) 安藤 次郎 環境・福祉・募金活動・イベントボランティア等。 22

11
車椅子からみた“まちづくり”の
会

山本 兼徳
誰もが安心して暮らしていけるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰのまちにな
るよう調査・提案。

9

12 西尾市国際交流協会 杉浦 明博
地域在住外国人を対象に日本語教室開催、外国人と
の交流ｲﾍﾞﾝﾄ、英会話講座開催。

809

13 余人会 杉浦 千代子 小学校での音楽を使っての絵本の読み聞かせ。 4

14
日本ボーイスカウト西尾連絡協議
会（三河葵地区）

外山 悟 募金活動、町内清掃、各施設の慰問等。 950

15 なあに？なにして遊ぼ 後藤 正子 太鼓教室の開催、太鼓演奏時の支援、発表会の支援 5

16 千人委員会友の会 野田 光成 施設慰問、清掃活動、ﾘｻｲｸﾙﾊﾞｻﾞｰ。 58

17 このゆびとまれ 梛野 友美
高齢者や障害者とｹﾞｰﾑ交流、脳ﾄﾚ・筋ﾄﾚ教室開催、
高齢者擬似体験指導。

7

18 ひまわり朗読会 石川 勝雄 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、宅老所等で絵本、紙芝居の読み聞かせ。 17

19 西尾市更生保護女性会 大竹 照代
社会を明るくする運動（美化活動、施設慰問、街頭
募金活動等）。
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会員数№ 団　体　名 代表者名 活  動  内  容

20 音訳サークル きらら 倉地 孝子
視覚障害者へ声の広報配布。福祉ｾﾝﾀｰ、図書館にて
対面朗読。

19

21 げんき体操 吉田 敏子
健康づくり教室、健康づくり教室体験、健康体操の
実施。

8

22 コーラスクラブ 「フレンド」 沖田 昌子 ｺｰﾗｽを通じてﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽへの慰問。 58

23 西尾市点訳サークル ひかりの会 杉浦 さち子
点訳本の作製、公文書、通知文、広報の点訳。点字
図書の貸出等。

12

24 宅老所・伊文「だん・だん」 加藤 八重 宅老所の運営（伊文会館）。 15

25 ハーラウ オ プアメリア 古沢 瑞枝 ﾌﾗﾀﾞﾝｽで施設慰問。 11

26 恵保育園めぐみコーラス 伊藤 津夜子
お母さんｺｰﾗｽや子どもの合唱・演技を地域の方々に
楽しんで頂く。

60

27 子育て支援ｸﾗﾌﾞ マミー 太田 和恵 託児、親子体操、誕生会、落語二人会等。 5

28 人生見直会 仁枝 俊昭
より良い社会を目指して社会倫理に基づく社会貢献
活動を展開。

26

29 白鶴友の会 石川 春代 健康大極拳二十四式と八段錦の指導。 17

30 健康づくりバイキング隊 石川 春代 ロコモ体操、健康体操、太極拳、笑いの健康講座。 13

31 西尾手話サークル 青い鳥 三輪 美智子
ろう者と健聴者との交流、手話学習、西聴会行事へ
の参加及びお手伝い。

42

32 要約筆記サークル にしお 加藤 千穂子　
要約筆記を通して、聴覚障害者の理解を深め、積極
的な社会参加に協力する。

12

33 MOT(ｴﾑ･ｵｰ･ﾃｨｰ) 松崎 幸子
市内等で開催されるｲﾍﾞﾝﾄへの出演及び福祉施設慰
問。

12

34 ひばり会 外狩 紗絵子
老人施設で童謡やﾅﾂﾒﾛを大正琴の伴奏で一緒に歌
い、交流を図る。

9

35 西尾市赤十字奉仕団 山﨑 三代子 献血、防災講習、防災訓練手伝い等。 81

36 車いすダンスKIRARI 榎本 宣子
車いすダンスの指導・練習、障害者等とふれあい及
び施設慰問。

16

37 津軽三味線傳輝会 岩瀬 輝夫
唄・相撲甚句と津軽三味線にて童謡、演歌等の演奏
を通して施設慰問。

16

38 のびのび文庫 岡部 栄美香
指人形、ジャンボ紙芝居、手遊び、フルート、三味
線の伴奏で歌を歌ったり､踊ったり利用者さんとみ
んなで一緒に１時間位楽しむ出前上演

9

39 手話サークル くすの木 江藤 あけみ
手話学習の場を提供し、通訳を志し、聴覚障害者と
交流する（毎週火曜日）。

28
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会員数№ 団　体　名 代表者名 活  動  内  容

40 吉良若桐会 尾崎 久仁枝
資源回収、福祉施設にてﾎﾞｶｼ作り、社協行事への協
力等。

14

41 ガールスカウト愛知15団 若尾 美貴代
募金、慰問（病院、老健）、ｸﾘｰﾝ活動、海外へ文房
具送付等。

16

42 西尾パール卓球クラブ 加原 哲夫
中高ボランティア部及び卓球部のとの交流、市内・
市外ボランティアグループとの交流（障害者対象及
び一般の大会）

45

43 三和宅老所「もちのき」 新家 久子
健康体操、塗り絵、誕生日会、小学生・保育園児と
の交流、お花見会、盆踊大会、芸能お楽しみ会他。

23

44 げんきっず体操ジュニア３Ｂ 金子 恵
年齢に応じた運動とダンスを取り入れ、体力づくり
をするとともに楽しく３Ｂ体操をする。市内外のイ
ベントへ出演、協力。

18

45 笑話の会 柴田 やよい
悩みのある方や話し相手のほしい方と共に交流し、
楽しい一時を過ごす。

10

46 西尾ケアラーズ 中島 美保
福祉施設、病院等への慰問・在宅介護者に対する交
流の場の提供・慰問活動で行う演奏、舞踏などの技
術習得。

15

47 Gran'Pa(ｸﾞﾗﾝﾊﾟ） 木口 之文
米津老健、社協デイサービス等でボランティアコン
サート実施。

7

48
西尾市応急手当普及ボランティア
の会

鈴木 勝
応急手当に関する知識と技術の普及、講習会の指導
参加。

12

49 西尾市一色点訳サークルすずらん 松井 幸子
一色地区の視覚障害の方に広報の点訳配布、点字年
賀状の送付。

5

50 子育て支援にこにこ 倉内 千晴
にこにこサークル、子育てネットワーク活動、託児
等。

11

51 手話サークル虹 鈴木 きよみ
勉強会開催（毎週木曜日19:00-21:00）、イベント
等で手話体験コーナー等のお手伝い。

24

52 音訳サークル こだま 村松 陽子
「声の玉手箱」の録音テープ製作(６回／年）、
「声の広報あいち」のテープダビング(６回／年）
他。

9

53 吉良町防災サポート赤馬 高須 善身
防災出前講座開催、保育園・小学校防災活動のサ
ポート、自主防大会開催、西尾市防災訓練参加、防
災グッズの展示。

30

54 こうまの会 宮嶋 良子
図書館での本、紙芝居、パネルシアターなどを通じ
た読み聞かせやお楽しみ会。

18

55 幡豆町福祉を進める会 小嶋 武彦
多種の障害者同士がボランティアと協力して町や社
会生活の中の問題を話し合い、福祉を進める。

28

56 防災ネットワークはず 野口 富雄
地域の防災・減災訓練及び施策へ支援、会員の親睦
及び防災スキルの向上、被災地等への救援支援活動
他。

20

57 西尾・越前友好の会 杉浦 亮治
西尾・越前友好の会総会、歴史公園の清掃、親善ゴ
ルフ大会等での文化交流を行う。

273

58 ITﾎﾞﾗﾝﾃｨｱPCレスキュー 大美 俊幸
ﾊﾟｿｺﾝやﾈｯﾄﾜｰｸの困りごと相談・ﾄﾗﾌﾞﾙ解消、超初歩
のﾊﾟｿｺﾝ講習、ボランティア団体へのＩＴ支援を行
う。

9

59 海の男　船頭重吉の会 水野 克宣
一色えびせんべい「重吉せんべい」の製作・配布、
船頭「重吉」の紙芝居を作成、幼稚園などで上演
他。

16
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会員数№ 団　体　名 代表者名 活  動  内  容

60 傾聴ボランティア「ほほえみ」 岡田 博成
老人施設（せんねん村、いこいの郷他）を慰問して
傾聴活動を行う。

15

61 福
フク

鈴
リン

の会 鈴木 昇
西尾市総合福祉センター、寺津デイサービスにて三
味線演奏等実施。

6

62 点訳絵本サークル　点ふれんど 二村 明美
分かりやすく綺麗な点訳絵本を作成し、完成した本
を西尾市立図書館に寄贈する。

14

63 食育クラブ 浅井 利枝
食にまつわる勉強会開催（開催日：奇数月の第２水
曜日午後）

8

64 北辰神明琉　修愛会 井上 和江
高齢者施設等を慰問し、歌謡詩吟（三味線有り）を
行う。

7

65 ベルデ･ローザ 壁谷 由美子
老人施設、宅老所へ慰問し、ヘルマンハープの演奏
等を行う。

12

66 西尾落語愛好会 鈴木 守良 老人施設等慰問し落語を行う。 7

67 西尾おもちゃ病院 永谷 和行
おもちゃの修理（岡ノ山道の駅、中央児童館、西尾
市立図書館、西尾市クリーンセンター）

14

68 三河岳精会吟楽一座 夏目 逞司
福祉施設等で詩吟、誌舞、剣舞、寸劇を披露してい
る。

16

69 フラワーサークル「花笑み」 森原 綾子 簡単な花器づくりをして、花一輪をいけて楽しむ。 6

70 スマイルひねる会 松田 富夫
バルーンアートのレクチャー（地域、企業等にて講
座開催）

6

71 市友会 神谷 祥 河川の清掃奉仕、福祉まつり参加協力等。 300

72 にしお観光ボランティアの会 村松 泰治
観光客や市民の方々に対して市内の歴史、文化、観
光施設の紹介及び案内（ガイド）を行う。

37

73 OUTLET(ｱｳﾄﾚｯﾄ) 山背 隆文 音楽活動を通じて、心のふれあいを深める。 9

74 カラクリＢＯＯＫＳ 筒井 潔
iPad等による地域の民話の制作及び読み聞かせなど
の活動。

5

75 お話サークル　はな＊はな 加藤 美晴
絵本の読み聞かせ練習､オリジナル「音楽とお話」
の創作、練習、パネルシアター等の制作、小学校、
保育園、各種施設等で講演

5

76 琴幸会（幸せの会） 服部 信幸 大正琴の演奏を通じて施設慰問 9

77 サタデープラン子供大正琴 石川 隆
デイサービスや老人福祉施設の慰問活動（子供大正
琴）、地域のイベントへの参加

11

78 日本舞踊 すみれ会 大岡 日出子 日本舞踊を通して老人福祉施設等を慰問 15

79 スクールガード 鈴木 陽子
小学校下校時の見守り活動をし、子どもの安全通学
の手伝い。

240
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会員数№ 団　体　名 代表者名 活  動  内  容

80 特定非営利活動法人大樹の会 布間 裕子
有償での介護等様々な生活支援と福祉有償運送によ
る移送サービス

57

81 宅老所桜町 あい 宇野 悦子 宅老所の運営（高齢者交流広場さくら会館） 11

82
ふれあい・いきいきサロン「ひま
わり」

小澤 照美 白浜老人憩いの家のサロン運営（体操、脳トレ他） 5

83 NPO団体 ZERO DREAM 羽佐田 篤史
障害者施設へのイベント参加、子どもの健全育成の
為、相談窓口の設置や講演等を行う。

9

84 西尾市身体障害者福祉協会賛助会 岩瀬 六平
身体障害者福祉協会からの要請により、福祉まつ
り、障害者福祉大会等の手伝い。障害者の相談及び
介護支援等

79

85
特定非営利活動法人やらまいか人
まちサポート

牧野 明広
まちづくり・市民活動を支援し、地域活力の向上を
図り、社会全体の利益増進に寄与する

19

86 子育て支援基地アリエル 若松 泰恵
親子向けイベントの企画・運営、インターネットを
通じた子育て支援情報の共有（ブログ発信）

6

87 にししんボランティア部 成瀬 正己
海岸清掃、油が淵周辺清掃、川と海のクリーン活
動、こどもの国竹伐採、ナゴヤマラソンボランティ
ア他

815

88 西尾市母子寡婦福祉会 中島 多惠子 西尾祇園祭クリーンスタッフ、環境wave参加等 215

89 花蓮の会 梅村 文雄
介護施設を訪問して｢カラオケ｣｢マジック｣を通じて
介護者へ笑顔と活力を支援する

6

90 tutti(ﾄｩｯﾃｨ) 浅井 務
楽器の合奏を楽しみ、依頼に応じ演奏をし、地域に
根付いた活動を行う

21

91 うさっこクラブ 若尾 美貴代
よくみて、よくきいて、いつもげんき！をモットー
に体験活動を通した子どもの健全育成、保護者への
子育て支援活動

18

92 まなみ会 山本 まさの
高齢者福祉施設にて健康体操などを通した慰問活動
を行う

10

93 PC楽書会 杉浦 道雄 認知症予防のため、ﾊﾟｿｺﾝ操作勉強会 20

94 琴城流　琴静会 黒柳 靜代
高齢者施設への演奏による慰問、地元イベントへの
協力

37

95 色えんぴつの会 細田 みゆき
他人との関わりを多く持ち、社会性を養うための療
育を行う。情報収集、意見交換等を通じて子育てへ
の協力

5

96 西尾バラ会 中川 宏
西尾駅東の市民バラ花壇等の手入れ、バラ栽培講習
会の開催、バラ展の開催、緑のある街づくりで地域
社会へ貢献

60

97
にしお外遊び支援ボランティア
森の時間

泉 弥生
子どもを対象として、自然を活かした野外遊びの開
催、創作遊びやダンボール工作など、子育て支援を
行う

20

98 西尾手話通訳学習者の会 中野 美智子
手話通訳の学習を通して聴覚障害者問題の理解を深
め、手話技術の向上と手話学習者の拡大に努める。
行事への参加等

16

99 民謡敏加会 杉浦 加代子
老人施設への慰問、保育園への訪問及び交流、各祭
りへの出演や盆踊りでの演奏等

33
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会員数№ 団　体　名 代表者名 活  動  内  容

100
西尾幡豆子育てネットワーカーの
会

倉内 千晴
市内の子育て支援と子育てに関わる講座の企画・運
営や、検診時の託児等を行う

11

101 鳴子踊りチーム大河 脇村 志津
鳴子踊りで各種イベントへ参加。踊りを通じて地域
の活性化に貢献する

7

102 くらふと＆粘土くらぶ 廣田 信子
粘土細工を通じて、地域の子ども達に、ものづくり
の楽しさに触れてもらう。講座等を開催

5

103 多文化共生サポート Adagio 髙木 祐子
外国人と日本人が共に安心して暮らせる地域づくり
ができるようサポートする

10

104 ﾌｲｵ ｶﾏﾚｲ ｶﾉｴﾗﾆ ﾋﾛﾐﾌﾗｽﾀｼﾞｵ 牧山 裕美 ﾌﾗﾀﾞﾝｽで施設慰問、地域行事への参加等 330

105 ボランティアグループあゆみ 鈴木 順子
高齢者福祉施設にて、繕い物、シーツ交換、抹茶接
待等行う。また、要請に応じて行事等の補助を行
う。

25

106
西尾で発達障がい・不登校を支え
る会　モモの家

林 敬子
発達障害・不登校の子どもに対する理解を深め、支
援方法について保護者と一緒に考え、子どもととも
に明るく前向きに生活を送れるよう支える

6

107
西尾アレルギー支援の会 アレッ
子元気

浜詰 朱美 交流会、調理実習、勉強会、防災訓練 10

108 手打ちそば交流会 小嶋 信悟
手打ちそばを通じて交流会を実施。また、そば祭り
に参加し、市民にそばを振る舞う。

5

109 海風エイサー 仲宗根 広子
エイサー太鼓の普及と青少年育成を行う。また、介
護施設への慰問を行う。

10

110 ﾎｵﾗﾅ ﾏｰﾘｴ ｲ ｶ ﾌﾟｳｳﾞｧｲ 有馬 恵美代
老人施設への慰問、保育園への訪問及び交流。ﾌﾗﾀﾞ
ﾝｽを一緒に体験してもらい、楽しい時間を共有する

30

111 西尾子ども食堂 小嶋 隆正
子どもや地域の方が気軽に参加できる子ども食堂を
運営し、困った時に声をかけたり悩みを相談できる
関係づくりで子どもが健やかに育つ環境を作る。

18

112 にしお子育て応援隊 犬塚 栄子
行政との協働による子育て支援体制の整備や、地域
の子育て家庭の支援、検診等における託児等を行
う。

60

113 西尾ウインドオーケストラ 新美 慎一
地域のイベントなどへの参加、訪問演奏会、定期演
奏会など地域に根差した活動を行い、音楽の楽しさ
を多くの人に伝える。

11

114 西尾ベトナム文化 ﾌﾞｨ ﾃｨ ﾌｫﾝ
ベトナムルーツの子供を対象にした母国語の維持教
育や、ベトナム語の勉強会の開催。

20

115 CLEAN GUARDS 西尾支部 鳥山 大輔
東海エリアの川沿いの清掃や、SDGs（持続可能な開
発目標）のECOを基軸とした催事の展開。

5
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