
持ち物

対象

大きなバスタオル・水分補給できるもの

生後2ヶ月〜1歳前後の赤ちゃんと
ママさん・パパさん

（社福）豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター

〒471‐0877 豊田市錦町1‐1‐1（豊田市福祉センター２階）

電 話：（0565）31-1294 FAX：（0565）33-2346

メール：vc@toyota-shakyo.jp

ホームページ ｢とよたぼらんてぃあ広場｣ http://toyota-shakyo.jp/volunteer/

豊田市社会福祉協議会

ボランティアセンターイメージキャラクター

ぼらんて君令和元年１０月３１日 現在



≪この冊子を見ていただいた方へ≫

★「ボランティアグループの方と一緒にボランティアをしたい！」

「ボランティアグループに依頼をしたい！」などありましたら、

社協ボランティアセンターまでご連絡ください。

（社協ボランティアセンターの連絡先は表紙をご参照ください。）

★ご連絡の際は、「登録ボランティアグループ一覧表を見ました」とお伝えください。

◆駐車場は建物北側と東側にございます。

当日の施設利用状況によっては、駐車場の混雑が予想されます。

駐車可能台数が限られておりますので、お時間に余裕を持ってお越し

いただくか、 公共交通機関をご利用ください。



 

（もくじ 1 ページ） 

 

※活動分野別。順不同。 

※活動分野は、登録グループの意向に準拠して分類しています。 

 

 

じっくり傾聴チーム １ページ 

傾聴ボランティアとよたピアの会 １ページ 

傾聴ボランティアグループ 「みんみ」 １ページ 

 

 

井郷ふれあいサロン １ページ 

 

 

NPO-がいどボランティアとよたネットワーク ２ページ 

 

 

OHP とよた 2 ページ 

要約筆記サークル ダンボ 2 ページ 

 

 

トヨタ自動車労働組合 ＴＵV（ﾄﾖﾀ･ﾕﾆｵﾝ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 2 ページ 

手話サークル ハンドる ３ページ 

手話サークルとんとん ３ページ 

手話サークル虹 ３ページ 

 

 

 

 

 

 

音訳ボランティアグループ 銀河の会 ３ページ 

 

 

点訳サークル T&T 4 ページ 

豊田点友会 4 ページ 

 

 

NPO 法人 みち サポート隊 4 ページ 

エンジェルの会 4 ページ 

豊田ボランティア 4 ページ 

豊田障がい者スイミングクラブ ５ページ 

さくらの杜ボランティア ５ページ 

ユートピア若宮の会ボランティアグループ ５ページ 

かすみ草 ５ページ 

高橋アスパの会 ５ページ 

個性の強いこどもを地域で支える会 ６ページ 

くろ～ば～ ６ページ 

豊田ライオンズクラブ ボランティア部 ６ページ 

特定非営利活動法人 みらいてんし ６ページ 

発達障がい児支援 くらっぷ ６ページ 

 

 



 

（もくじ 2 ページ） 

 

※活動分野別。順不同。 

※活動分野は、登録グループの意向に準拠して分類しています。 

 

 

NPO 法人 シニアメイクセラピー協会 豊田支部 ７ページ 

こもれ日 ７ページ 

駒新お助け隊 ７ページ 

旭レインボー ７ページ 

美里 1 丁目お助け隊 ７ページ 

認知症カフェ いこまい ８ページ 

音楽療法ボランティア団体「音魂」 ８ページ 

元気アップ本町 ８ページ 

御船「花みずき」ファミリークラブ ８ページ 

ぬくもりの会 ８ページ 

きらめき 10 ８ページ 

おはなし会「モッくん」 ９ページ 

SKG12 ９ページ 

ふれあいサロン”わっしょい竜神” ９ページ 

おいでん中根っこ ９ページ 

豊南げんきかい！！ ９ページ 

吉原ファーム 21 １０ページ 

認知症予防支援グループ えんじょい♪ １０ページ 

MaTsuRiDa★Revolutions １０ページ 

昭和ミニバンド １０ページ 

清水団地お助け隊 １０ページ 

朝日丘ふれあいサービス オモチャ箱の会 １１ページ 

ハートピア １１ページ 

地域ふれあいサロン高美 １１ページ 

広瀬駅前ひろば産直部会 １１ページ 

腹話術 にっこにこ １１ページ 

スマイル９ １２ページ 

高橋おせんしょの会 １２ページ 

上郷ゆうゆうクラブ １２ページ 

 

 

豊田市母子保健推進員の会 １２ページ 

子育て支援ボランティア たんぽぽ １３ページ 

人形劇サークル ぐ・ちょき・ぱ １３ページ 

ぽれぽれ・スマイル☆リノ １３ページ 

うめつぼファミリークラブ １３ページ 

キッズプランナー １３ページ 

梅坪台子育て支援グループ １３ページ 

ボランティア人形劇団 ころりん座 １４ページ 

豊田市こども発達センター こどもひろば託児ボランティア １４ページ 

おもちゃシューリーズ １４ページ 

豊田おもちゃの図書館とよちゃんライブラリー １４ページ 

子育て支援ボランティアはじめのいっぽ １４ページ 

ゆうがく会 １５ページ 
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※活動分野別。順不同。 

※活動分野は、登録グループの意向に準拠して分類しています。 

 

 

あぐり本町 １５ページ 

浄水小学校地域学校共働本部 １５ページ 

飯野小学校地域学校共働本部 １５ページ 

五ヶ丘小学校 地域学校共働本部 １５ページ 

ＫＤＳ １６ページ 

平井小学校地域学校共働本部 １６ページ 

豊田市ＢＢＳ会 １６ページ 

きらりん １６ページ 

中京大学準硬式野球部 １６ページ 

野菜ひろば竹下 １７ページ 

小清水ふれあい朝市 おもちゃひろば １７ページ 

平和小学校 はとぽっぽ １７ページ 

シャボン玉みっきーさん １７ページ 

Jack ＆ Jill １７ページ 

サイエンスコミュニティ 三河牡丹 １８ページ 

ゆるっとかふぇの会 １８ページ 

中京大学児童福祉活動部 １８ページ 

バルーンアート いしの １８ページ 

杜若高校保育・児童教育ボランティアサークル １８ページ 

花みずき １８ページ 

豊田猿投台おもちゃ図書館 １９ページ 

こども図書室ボランティア １９ページ 

The Sun Seeds Circle １９ページ 

豊田腹話術 １９ページ 

手づくり遊びを楽しむ会 ２０ページ 

リキ・リョク・チカラ ２０ページ 

わくわくセブン ２０ページ 

人形劇 ゆめ ２０ページ 

森と本を楽しむ会「ねっこぼっこ」 ２０ページ 

バルーンアート「キュート 12」 ２１ページ 

とよたプレパークの会 ２１ページ 

英語を歌おう A・B・C！ ２１ページ 

ジュニアもりレンジャーボランティアの会 ２１ページ 

梅坪小学校地域学校共働本部 ２１ページ 

ペットボトル工作「ＤＩＹ」 ２２ページ 
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※活動分野別。順不同。 

※活動分野は、登録グループの意向に準拠して分類しています。 

 

 

クレマチスの会 ２２ページ 

フォーク・グループ “かすみ草” ２２ページ 

若林お助け隊 ２２ページ 

鴛鴨 23 年会 ２３ページ 

豊田 地域猫の会 ２３ページ 

五ヶ丘そば倶楽部 ２３ページ 

宝来そば倶楽部 ２３ページ 

駒豊会 ２３ページ 

伊保原団地公園愛護会 ２４ページ 

クリーン志賀ニュー ２４ページ 

豊田 happy brain CLUB ２４ページ 

地域のつどいの家作り実行委員会 ２４ページ 

Toyota まるごとおせっかい ２４ページ 

若園おせんしょの会 ２５ページ 

石野再生会議 ２５ページ 

畝部まちづくりの会 ２５ページ 

まねき本舗 ２５ページ 

のっぽの会 ２５ページ 

松嶺ささゆり保存会 ２６ページ 

桝塚東町福寿会 ２６ページ 

川田まちづくり ２６ページ 

とよた学生プロジェクト ２６ページ 

特定非営利活動法人 Earth as Mother ２６ページ 

若林地域猫の会 ２７ページ 

ゆるり ２７ページ 

フラワーガーデン かんぱち ２７ページ 

旭もくもく会 ２７ページ 

砥ぐ蔵 ２７ページ 

 

 

松平地区区長会 ２８ページ 

花園町自治区防犯隊 ２８ページ 

吉原町自治区防犯・防災隊 ２８ページ 

逢妻地区防犯パトロール「あいづままもる隊」 ２８ページ 

青木自治区防犯パトロール隊 ２８ページ 

蜂の巣駆除奉仕グループ ２９ページ 

弁慶 パトロール隊 ２９ページ 

力石安全ボランティアグループ ２９ページ 

 

 

とよた防災まちづくりプロジェクト ２９ページ 

豊田市赤十字奉仕団 ２９ページ 

豊田災害ボランティアコーディネーター連絡会 ３０ページ 
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※活動分野別。順不同。 

※活動分野は、登録グループの意向に準拠して分類しています。 

 

 

花の輪西山 ３０ページ 

高美町桜並木保存会 ３０ページ 

火俱野姫 ３０ページ 

あすて森のプレゼント ３０ページ 

ラブ＆アース駒場の会 ３１ページ 

藤沢水神ロード愛護会 ３１ページ 

矢作川水族館 ３１ページ 

緑野の会 ３１ページ 

梅坪枝下広場の会 ３１ページ 

家下川リバーキーパーズ ３２ページ 

環境を守る会 ３２ページ 

梅坪水辺愛護会 ３２ページ 

琴平ふくろう谷の会 ３２ページ 

はじめの一歩(鴛鴨） ３２ページ 

法雲寺ボランティア ３３ページ 

市木ふれあい花の会 ３３ページ 

宮前の森林倶楽部 ３３ページ 

アド清流愛護会 ３３ページ 

豊田市自然愛護協会 ３３ページ 

ＮＰＯ法人 矢作川と三河武士フォーラム ３３ページ 

Wisley 前林 ３４ページ 

市木川美化ボランティアの会 ３４ページ 

特定非営利活動法人 矢作川森林塾 ３４ページ 

益富蛍友会 ３４ページ 

 

 

ＮＰＯ日本語教室「ともだち」 ３４ページ 

Facilitation Center 「テラ」 ３５ページ 

フリースペースＫ ３５ページ 

とよた歴史マイスター ３５ページ 

 

 

特定非営利活動法人 トルシーダ ３５ページ 

Ｇlocal Toyota ３５ページ 

 

 

サロンふじなん ３６ページ 

ひと育てプロジェクトあすか ３６ページ 

つぶやきを形に『有言実行本舗』 ３６ページ 

サロンますとみ ３６ページ 

カフェくさぶえ ３６ページ 

楽しく歌おう のぶ＆じゅん ３７ページ 
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※活動分野別。順不同。 

※活動分野は、登録グループの意向に準拠して分類しています。 

 

 

かがやき１３ ３７ページ 

喜楽会（豊田グループ） ３７ページ 

ヒデとメイ風 ３７ページ 

紅花会 ３７ページ 

優花 ３８ページ 

民芸の森倶楽部 ３８ページ 

ひまわりダンスサークル ３８ページ 

一般社団法人 寄せ植え華道協会 愛知県支部 ３８ページ 

オカリーナ梅坪 ３８ページ 

Niccorina ３８ページ 

宮新太鼓クラブ ３９ページ 

美里・挙母音頭保存会 ３９ページ 

タケちゃんマン’S ３９ページ 

琴幸会 ３９ページ 

白ゆり・お楽しみグループ ３９ページ 

ポコ ア ポコ ３９ページ 

Ｓｏｅｌ ４０ページ 

鴛鴨文化財保護委員会 ４０ページ 

ショーワ・サウンズ ４０ページ 

（伊保原さくら会）あすなる ４０ページ 

いきいき会 ４０ページ 

フラ・マハロ・フジオカ ４０ページ 

市木伝統芸能 ふれあい七福神おどり ４１ページ 

あやめの会 ４１ページ 

豊田市役所 奇術クラブ ４１ページ 

クルマづくり究めるプロジェクト ４１ページ 

ふくろうの会 ４１ページ 

広久手町太鼓クラブ あいづまっ鼓 ４２ページ 

いしの梅一座（なつメロ踊りの会） ４２ページ 

若園太楽鼓の会 ４２ページ 

ＦＯＲ-ＹＯＵ ４２ページ 

輝動あい楽 ４２ページ 

ますづか大正琴愛好会 ４３ページ 

オールドアート会 ４３ページ 

NPO とよた天翔福祉フォーラム ４３ページ 

わいわい劇団 ４３ページ 

NPO とよた羽ばたけ天翔 ４３ページ 

オカリーナふるさと ４３ページ 

AVL 豊田 ４４ページ 

のの花 ４４ページ 

祭り火 ４４ページ 

衣の里 吟と舞 紅凛会 ４４ページ 

卓友ファミリー ４４ページ 

M アラカルト ４４ページ 
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※活動分野別。順不同。 

※活動分野は、登録グループの意向に準拠して分類しています。 

日本字てがみ協会 豊田支部 ４５ページ 

旭扇会 ４５ページ 

上郷すみれ会 ４５ページ 

扇の会 ４５ページ 

高橋ハーモニカフレンズ ４５ページ 

 

 

コールコスモス ４６ページ 

稲武Ｎａｐｕａ ４６ページ 

おひさま ４６ページ 

美里 扇の会 ４６ページ 

豊田クリエイティブクラブ ４６ページ 

マジックゼロ ４７ページ 

チームおいでん ４７ページ 

竹まごころ会 ４７ページ 

だんらん皿廻し友の会 ４７ページ 

秋桜会 ４７ページ 

 

 

大型車運転友の会 ４７ページ 

 

 

 

 

 

 

トヨタ記念病院 病院ボランティア「みつわ会」 ４８ページ 

豊田厚生病院ボランティア かもボランテ ４８ページ 

とよたミュージックケアの会 ４８ページ 

フラワーズ（愛言葉・音楽療法） ４８ページ 

 

 

ボランティアぽけっと ４９ページ 

 

 

ＪＡあいち豊田助け合いの会 ふれあいの輪 ４９ページ 

紙芝居「ころころ座」 ４９ページ 

豊田自然調査の会 虫めがね ４９ページ 

若林東小学校地域学校共働本部 ５０ページ 

東山小学校地域学校共働本部 ５０ページ 

ぬくもり♡ネット ５０ページ 

のんきくらぶ ５０ページ 
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❶ 傾 聴 

団体名 じっくり傾聴チーム（ｼﾞｯｸﾘｹｲﾁｮｳﾁｰﾑ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：「傾聴カフェ」終了後／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 48名（9 名/39名） 年代 20 代～80代 メンバー募集 募集中（各種傾聴講座を終了している方） 

活動内容 毎月１回、福祉センターにて「傾聴カフェ」とあらゆる場所（個人宅、施設、交流館のサロンなど）での傾聴活動を行う。また、傾聴に

関する各種ボランティアの情報交換、活動のコーディネートと傾聴ボラ育成のため傾聴講座を行う。 

団体名 傾聴ボランティアとよたピアの会（ｹｲﾁｮｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾄﾖﾀﾋﾟｱﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2 週 水曜 10時～12 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 24名（4 名/20名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 会員のスキルアップのための研修・事例検討会の開催。豊田市「お元気ですかボランティア」事業に参加し、活動する。高齢者施設等を

訪問し、傾聴活動を行う。他の傾聴グループと連携、傾聴ピア活動を行っていく。 

団体名 傾聴ボランティアグループ 「みんみ」（ｹｲﾁｮｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ｢ﾐﾝﾐ｣） 

活動地区 朝日丘、井郷地区 定例会 とき：第 2 週 金曜 9時 30 分～12 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 7 名（1 名/6 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 相手に気持を向け、寄り添いながら、耳プラス目と心でお話を聞く。「傾聴」だけの活動が、どれくらい根づくのか判りませんが、ゆっく

り進んでいきます。 

❷ 給食・配食 

団体名 井郷ふれあいサロン（ｲｻﾄﾌﾚｱｲｻﾛﾝ） 

活動地区 井郷地区 定例会 とき：奇数月 第 2 週 土曜 9 時～15 時／ところ：井郷交流館 

会員数（男/女） 23名（0 名/23名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 一人暮らし、昼間独居の方達を集め、日頃の淋しさを当日楽しんでいただけるよう計画実施する。月 1 回、食事会。軽い体力作りとゲー

ム等、歌、踊りを楽しむ。 
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❸ 盲人ガイド 

団体名 NPO-がいどボランティアとよたネットワーク（ｴﾇﾋﾟｰｵｰｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾄﾖﾀﾈｯﾄﾜｰｸ） 

活動地区 豊田市全域・豊田市を中心とした愛知県内  

定例会 とき：第 1 週 土曜 10時 10 分～12 時／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 24名（11 名/13 名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 運動不足になりがちの視覚障がい者をボランティアの協力で日帰りウォーキングに誘い、足腰を強くして前向きに生きてもらう。一般市

民を対象に、視覚障がい者を手引きで誘導する講習会を実施し、ノーマライゼーションの社会づくりに貢献する。 

❹ 要約筆記 

団体名 OHPとよた（ｵｰｴｲﾁﾋﾟｰﾄﾖﾀ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 金曜 19 時～21時／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 10名（2 名/8名） 年代 30 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 要約筆記による聴覚障がい者の支援。月 1 回の定例会・連絡事項又は近況を話すのを要約し筆記の練習。 

団体名 要約筆記サークル ダンボ（ﾖｳﾔｸﾋｯｷｻｰｸﾙ ﾀﾞﾝﾎﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 木曜 10 時～12時／ところ：豊田市福祉センター、とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 13名（1 名/12名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 中途失聴者、難聴者の耳代わりとなる要約筆記技術の習得と向上を目指す。中途失聴者、難聴者の社会参加促進及び福祉の増進に寄与す

る。耳マークの啓発。 

❺ 手 話 

団体名 トヨタ自動車労働組合 ＴＵＶ （トヨタ・ユニオン・ボランティア）（ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬﾛｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ ﾃｨｰﾕｰﾌﾞｲ） 

活動地区 地域、施設 定例会 とき：各サークルにて定期で開催／ところ：カバハウス等 

会員数（男/女） 200名（150 名/50 名） 年代 20 代～60 代 メンバー募集 募集中（組合員の方） 

活動内容 総合学習を通じて、ボランティアへの理解を深めると共に、これからの組合員の皆さんのセカンドライフをサポートし、地域との交流を

深めています。手話・施設支援・収集・地域支援サークルに分かれて活動をしています。 
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団体名 手話サークル ハンドる（ｼｭﾜｻｰｸﾙ ﾊﾝﾄﾞﾙ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 火曜 10時～12 時／ところ：若林交流館 

会員数（男/女） 25名（5 名/20名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 聴覚障がい者と手話を通じて交流。地域における聴覚障がい者の理解と交流を深める。 

団体名 手話サークルとんとん（ｼｭﾜｻｰｸﾙﾄﾝﾄﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 火曜 10 時～12時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 24名（3 名/21名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 手話の学習を通じて聴覚障害者への理解を深め交流を図る。①ろう者、中途失聴者、難聴者、健聴者と共に手話の学習。初歩から日常会

話ができる様に学習する。②聴覚障害者との交流を深める為の野外活動（料理教室などを検討） 

団体名 手話サークル虹（ｼｭﾜｻｰｸﾙﾆｼﾞ） 

活動地区 崇化館、梅坪台、朝日丘、逢妻、豊南、高橋、美里、益富、上郷、竜神、末野原、若林、前林、若園、猿投台、井郷、石野、猿投、保見、

松平地区 定例会 とき：毎週 水曜 10時 30 分～12 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 18名（4 名/14名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 手話の学習。聴覚障がい者との交流。聴覚障がい者と健聴者が交流しながら手話を学ぶだけでなく、聴覚障がい者の理解者を地域の中へ

広げていくことを目的としています。また、ろう協の行事などに積極的に参加しています。 

❻ 音 訳 

団体名 音訳ボランティアグループ 銀河の会（ｵﾝﾔｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ｷﾞﾝｶﾞﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 木曜 10時～12 時 その他随時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 36名（3 名/33名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 音訳及びそれに関する奉仕を通じて、視覚障がい者及びその他の人々の福祉の向上に寄与し、資質の向上と相互の親睦を図ることを目的

とする。 
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❼ 点 訳 

団体名 点訳サークル T&T（ﾃﾝﾔｸｻｰｸﾙﾃｨｰｱﾝﾄﾞﾃｨｰ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 金曜 10 時～12時／ところ：豊田市福祉センター点訳室 

会員数（男/女） 13名（1 名/12名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 主に点訳活動を通じて、視覚障がい者の活動に協力するとともに、会員同士の親睦並びに点訳の技術の向上を図る。依頼物の点訳（主と

してパソコン使用）新聞記事などを使い、点字での情報発信。豊田市視覚障害者福祉協会の活動のお手伝い。 

団体名 豊田点友会（ﾄﾖﾀﾃﾝﾕｳｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 水曜 10時～10 時 30 分／ところ：豊田市福祉センター点訳室 

会員数（男/女） 31名（5 名/26名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 視覚障がい者支援、点訳活動。 

❽ 障がい児・者支援 

団体名 NPO法人 みち サポート隊（ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝ ﾐﾁ ｻﾎﾟｰﾄﾀｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：不定 

会員数（男/女） 13名（4 名/9名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 精神の病気を持つ人の家族とその支援者が集まり、障がいの枠を超えて親交を持ち、障がいを持った方でも住みなれた地域で暮らしてい

けるよう応援します。「畦道」の手伝い。 

団体名 エンジェルの会（ｴﾝｼﾞｪﾙﾉｶｲ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：第 3 週 土曜 9時～15 時 30 分／ところ：サン・アビリティーズ豊田 

会員数（男/女） 3 名（0 名/3 名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 毎月第 1 金曜日に、サン・アビリティーズ豊田にて会報作業のお手伝いを行っています。エンジェルの会の会報を二つ折りにして、それ

を大小の封筒に入れる作業をしています。 

団体名 豊田ボランティア（ﾄﾖﾀﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：不定期（1 年に 2 回程度）／ところ：不定 

会員数（男/女） 11名（0 名/11名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 発達センターでの障がい児とのふれあい活動。 
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団体名 豊田障がい者スイミングクラブ（ﾄﾖﾀｼｮｳｶﾞｲｼｬｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：豊田スタジアム、井上公園水泳場 

会員数（男/女） 20名（10 名/10 名） 年代 10 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 障がい者の健康維持と残存機能訓練及び社会参加への啓発と促進。①障がい者の体力づくりのための月 2回スイミング指導。②障がい者

やその関係者、スポーツ指導員、ボランティア等との仲間づくり。 

団体名 さくらの杜ボランティア（ｻｸﾗﾉﾓﾘﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

活動地区 崇化館地区、朝日丘地区、長興寺地区 定例会 とき：なし／ところ：なし 

会員数（男/女） 20名（10 名/10 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 さくらの杜はどんなに重い障がいを持った方でも住みなれた地域で暮らしていけるよう、様々なサービスを提供したり、システムを創っ

ていく場所です。 

団体名 ユートピア若宮の会ボランティアグループ（ﾕｰﾄﾋﾟｱﾜｶﾐﾔﾉｶｲﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：ユートピア若宮事務所 

会員数（男/女） 217名（87 名/130 名） 年代 20 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 障がいを持つ方の社会参加の為の支援をしています。車いす利用者への送迎サービス、バザー品の仕分けや値段つけ、福祉実践教室への

介助者派遣などを行っています。 

団体名 かすみ草（ｶｽﾐｿｳ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 なし 活動 とき：毎週 水・木曜 10 時～15 時／ところ：井上町 

会員数（男/女） 8 名（3 名/5 名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 誰もが集う居場所作り。 

団体名 高橋アスパの会（ﾀｶﾊｼｱｽﾊﾟﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 日曜 9 時～11時／ところ：豊田市市民活動センター 松坂屋 9F 

会員数（男/女） 11名（6 名/5名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 身と心の病で生きづらさを抱え、社会参加できない人々の支援活動を行う。農業を通して、「楽農」農業で社会福祉活動支援の為に学び得

る学園を目指します。 
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団体名 個性の強いこどもを地域で支える会（ｺｾｲﾉﾂﾖｲｺﾄﾞﾓｦﾁｲｷﾃﾞｻｻｴﾙｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2・4週 金曜 13 時 30 分～15 時、第 3週 日曜 13 時～14 時 30分／ところ：豊田市福祉セン

ター、とよた市民活動センター他 

会員数（男/女） 51名（2 名/49名） 年代 20 代～60代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 (知的に遅れのない発達障がいを含む）個性の強いこどもへの理解を深め、支援ができる地域づくりをすすめる。彼らだけでなく、彼らに

関わる全ての人の支援をすることで、共に生きるより良い社会の構築を目指す。 

団体名 くろ～ば～（ｸﾛｰﾊﾞｰ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：2ヵ月に 1 回 木曜日 10 時～13 時／ところ：サンアビリティーズ豊田 

会員数（男/女） 10名（0 名/10名） 年代 30 代～50代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 障がい児を持つ家族とその支援者が集まり、障がいの枠を超えて親交を持ち、悩みを共有し絆を深め、のびのびと暮らせる社会をつくる。 

団体名 豊田ライオンズクラブ ボランティア部（ﾄﾖﾀﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 火曜／ところ：ホテルフォレスタ 

会員数（男/女） 30名（29 名/1名） 年代 40 代～80代 メンバー募集 募集中（年会費あり（17 万円）） 

活動内容 鞍ヶ池公園・六所山での植樹とアフターケア。障がい者施設での災害対策。献血活動等。薬物乱用防止教室。 

団体名 特定非営利活動法人 みらいてんし（ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾐﾗｲﾃﾝｼ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第２週 火曜 19 時～／ところ：若林西町事務所 

会員数（男/女） 11名（6 名/5名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 障がい者就労支援。子どもの学習生活支援。老人ホーム等へのボランティア活動障がい者施設へのボランティア活動。 

団体名 発達障がい児支援 くらっぷ（ﾊｯﾀﾂｼｮｳｶﾞｲｼﾞｼｴﾝ ｸﾗｯﾌﾟ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：とよた市民活動センター 他 

会員数（男/女） 2 名（1 名/1 名） 年代 40 代 メンバー募集 募集中（代表者と要相談） 

活動内容 知的障がい・発達障がいのある人が、今より少しでも暮らしやすい地域や社会をつくる。知的障がいや発達障がいに対する社会への理解

を深めるための啓発活動、キッカケづくり。障がいの相互理解を目的とした勉強会や講演会などの開催。他団体や行政との共働による障がい理解の

促進。「豊田市（災害版）コミュニケーション支援ボード」の普及活動。「世界自閉症啓発デーｉｎとよた」の開催 
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❾ 高齢者支援 

団体名 NPO法人 シニアメイクセラピー協会 豊田支部（ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝ ｼﾆｱﾒｲｸｾﾗﾋﾟｰｷｮｳｶｲ ﾄﾖﾀｼﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域・みよし市 定例会 とき：1 年に 4 回程度／ところ：名古屋市内社会福祉協議会 会議室 

会員数（男/女） 13名（0 名/13名） 年代 30 代～70代  

メンバー募集 募集中（シニアメイクセラピスト養成講座受講後、認定試験合格者） 

活動内容 高齢者施設、支援センターなどへ訪問し、利用者様へのメイクアップ、アロマハンドトリートメントのサービスをします。施術中はセラ

ピストと回想法を取り入れた会話で楽しみながら進めていきます。 

団体名 こもれ日（ｺﾓﾚﾋﾞ） 

活動地区 豊田市全域、豊田市近隣 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 2～3 回程度）／ところ：井郷交流館 

会員数（男/女） 6 名（1 名/5 名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 オカリナ、ハーモニカ等の演奏活動、簡単な手品。主に老人ホーム等への慰問を中心に活動（デイサービスを含む）。幼稚園、保育園、学

校などへの訪問も可。地域活動への参加なども歓迎。 

団体名 駒新お助け隊（ｺﾏｼﾝｵﾀｽｹﾀｲ） 

活動地区 前林地区、駒新町内 定例会 とき：第２週 日曜 17時～18 時／ところ：駒新会館 

会員数（男/女） 29名（27 名/2名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（駒新町住人） 

活動内容 駒新町在住のひとり暮らし高齢者や障がい者などの依頼を受け、依頼者宅の電球の取り換え、庭木の伐採、庭の草刈り等ちょっとした困

りごとを有料で引き受ける。 

団体名 旭レインボー（ｱｻﾋﾚｲﾝﾎﾞｰ） 

活動地区 石野・足助・旭・稲武・明智町 定例会 とき：第 1・3週 金曜 19 時～21 時／ところ：浅野会館 

会員数（男/女） 7 名（2 名/5 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 歌や体操、踊りを練習して、各福祉施設への慰問活動をして会員同志の健康維持と交流をする。 

団体名 美里 1丁目お助け隊（ﾐｻﾄｲﾁﾁｮｳﾒｵﾀｽｹﾀｲ） 

活動地区 美里地区 定例会 とき：年に 6 回程度／ところ：区民会館 

会員数（男/女） 5 名（4 名/1 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高齢者が困っていることを支援し、解決する。家具の移動、転倒防止、釘打ち、電球交換、掃除、庭木の剪定、話し相手等。１件の依頼

に対して 300円/30 分を徴収します。 



2019 年度 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター 登録ボランティア一覧 

- 8 - 

団体名 認知症カフェ いこまい（ﾆﾝﾁｼｮｳｶﾌｪ ｲｺﾏｲ） 

活動地区 前林地区 定例会 とき：第 4週 木曜 9 時～12 時／ところ：前林交流館 

会員数（男/女） 8 名（3 名/5 名） 年代 30 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域へ認知症の理解を深め、認知症の方・介護する方同士の交流の場や、認知症の方の社会参加の場を開催する。 

団体名 音楽療法ボランティア団体「音魂」（ｵﾝｶﾞｸﾘｮｳﾎｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾀﾞﾝﾀｲ｢ｵﾄﾀﾞﾏ｣） 

活動地区 豊田市全域、愛知県内全域  

定例会 とき：第 3 週 日曜 13時～18 時／ところ：浄水交流館音楽室・高岡コミュニティセンター音楽室 

会員数（男/女） 29名（13 名/16 名） 年代 20 代～50代 メンバー募集 募集中（楽器演奏できるとなお良し） 

活動内容 高齢者、障がい児・者、児童福祉施設や病院への慰問。クリスマスコンサートの開催（発表会）。 

団体名 元気アップ本町（ｹﾞﾝｷｱｯﾌﾟﾎﾝﾏﾁ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 4週 木曜 13 時～16 時、他年 2 回程度／ところ：豊田市本町第 2 集会所及び周辺 

会員数（男/女） 30名（13 名/17 名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高齢者が元気に生活し、地域のボランティア活動等に参加できるように、健康教室を実施してコミュニケーションの強化を図り、地域の

活性化を図る。 

団体名 御船「花みずき」ファミリークラブ（ﾐﾌﾈ｢ﾊﾅﾐｽﾞｷ｣ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 御船自治区内 定例会 とき：1 ヶ月に 1 回／ところ：代表者宅 

会員数（男/女） 16名（0 名/16名） 年代 70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域に住する会員のたすけあい活動、地域の 75 歳以上の高齢者に誕生カードとプレゼントを持って訪問活動。 

団体名 ぬくもりの会（ﾇｸﾓﾘﾉｶｲ） 

活動地区 高橋地区 定例会 とき：第 2・4 週 土曜 8時 30 分～12 時／ところ：高橋交流館 

会員数（男/女） 31名（6 名/25名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ふれあい給食サービスによる地域の交流。 

団体名 きらめき 10（ｷﾗﾒｷﾃﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2 週 金曜 13時～15 時 30 分／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 13名（6 名/7名） 年代 60 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 紙芝居、手遊びなど子どもの健全育成を図る活動。健康体操・笑いヨガ・ミニゲーム・ハーモニカ演奏で童謡や懐メロを参加者と皆で歌

い昔を思い出す回想を行い高齢者の生活支援を図る活動。 
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団体名 おはなし会「モッくん」（ｵﾊﾅｼｶｲ｢ﾓｯｸﾝ｣） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 4 週 金曜 10時～12 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 7 名（2 名/5 名） 年代 60 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 「傾聴・回想法」を用いて、思い出を語り、思い出の歌を唄うことで、脳を活性化させて高齢者の方の健康寿命を延ばす手助けをする。

また、障がい者・幼児を対象に、絵本、紙芝居、ゲームなどで、健やかな成長の支援をする。 

団体名 SKG12（ｴｽｹｰｼﾞｰ ﾄｩｴﾙﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：最終週 木曜 14 時～15 時 30 分／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 20名（4 名/16名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高齢者、障がい者、未就学児との交流ふれあい、合唱、手遊び合唱、季節の童謡唱歌、民謡。イベント、フェスタにて、手作り遊び、竹

馬、水鉄砲、折紙、アクセサリー、コグニサイズ、大正琴演奏、皿廻し等を参加者に指導。また、手づくり物作りを行い、小物で簡単に作れ、しか

もオリジナルなものを作り、楽しんで頂くをモットーに活動している。 

団体名 ふれあいサロン”わっしょい竜神”（ ﾌﾚｱｲｻﾛﾝ"ﾜｯｼｮｲﾘｭｳｼﾞﾝ"） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 3週 火曜 9 時～12 時／ところ：竜神交流館 

会員数（男/女） 29名（0 名/29名） 年代 40 代～70代  

メンバー募集 募集中（竜神地区在住、場所によっては送迎あり） 

活動内容 地域の高齢者の居場所作り。毎月第 4 金曜日（10 時～14 時）毎回高齢者を対象に参加者全員のお楽しみを企画しどなたでも気軽に集

まれる地域の皆さんの居場所作りが目的です。 

団体名 おいでん中根っこ（ｵｲﾃﾞﾝﾅｶﾈｯｺ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：第 3週 火曜 10 時～12 時／ところ：中根区民会館 

会員数（男/女） 22名（0 名/22名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域ふれあいサロン、高齢者の地域交流や生きがい活動、毎月第 3 水曜日に開催。カフェでお茶を楽しみ（抹茶・モーニング）、手芸や

歌で活動しています。 

団体名 豊南げんきかい！！（ﾎｳﾅﾝｹﾞﾝｷｶｲ!!） 

活動地区 豊南地区 定例会 とき：第 1週 水曜 13 時～16 時／ところ：豊南交流館 

会員数（男/女） 17名（2 名/15名） 年代 70 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ひとり暮らし及び病気による障がいを持つ高齢者のリハビリ支援。 
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団体名 吉原ファーム 21（ﾖｼﾜﾗﾌｧｰﾑﾆｼﾞｭｳｲﾁ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：不定期（1年に 1 回程度）／ところ：吉原町区事務所会議室、吉原町第 2 区民会館 

会員数（男/女） 16名（12 名/4名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ①子ども達に農業体験を通して植物の育つ過程を体験してもらい、その楽しさを学んでもらう。②中高年の健康増進と子ども達とのふれ

あいを大切にしてもらう。③良品な野菜作りで自立化をして地域の活性化を目指す。 

団体名 認知症予防支援グループ えんじょい♪（ﾆﾝﾁｼｮｳﾖﾎﾞｳｼｴﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾝｼﾞｮｲ♪） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 木曜 9時 30 分～12 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 8 名（1 名/7 名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 認知症予防の為の啓発活動を行う。認知症予防のために自主ゲームを使って楽しみながらゲームを通して予防支援を行う。認知症予防の

為の自主ゲームの開発及び普及。 

団体名 ＭａＴｓｕＲｉＤａ☆Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎｓ（ﾏﾂﾘﾀ☆ﾞﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ） 

活動地区 旧豊田市内、岡崎市 定例会 とき：随時／ところ：緑風台集会所（岡崎市滝町） 

会員数（男/女） 35名（16 名/19 名） 年代 10 代～40代 メンバー募集 募集中（学生を伴う家族単位で加入できる方） 

活動内容 小中高生メンバーが医療施設や老人ホーム、こども園等の施設に出向き、普段コンサートに足を運ぶことが困難な様々な世代の方々に歌

やエレクトーン演奏を通して癒しの時間をお届けする。手遊びや歌やリズム体操を取り入れた参加型コンサートを実施。 

団体名 昭和ミニバンド（ｼｮｳﾜﾐﾆﾊﾞﾝﾄﾞ） 

活動地区 豊田市全域、豊田市近隣 定例会 とき：不定期／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 2 名（2 名/0 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 昭和の時代を支えて来られた方々に昔なつかしい昭和の歌を歌って楽しんでいただくためにギター演奏を行います。主として老人会、老

人ホーム等で活動しています。 

団体名 清水団地お助け隊（ｼﾐｽﾞﾀﾞﾝﾁｵﾀｽｹﾀｲ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 3週 土曜 13 時～14 時 30 分／ところ：清水団地集会所 

会員数（男/女） 22名（22 名/0名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集中（清水団地住民） 

活動内容 65 歳以上のひとり暮らし者、65 歳以上の高齢者世帯、身体の不自由な世帯の困りごと等のお手伝いとしての活動。清水団地内の生活環

境と防犯・防火を目的に公園・空地の草刈り活動。土橋小学校の通学路の樹木の剪定活動。H29年度後半より不法投棄パトロール隊登録活動も併せ

て環境保全に取り組んでいる。 
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団体名 朝日丘ふれあいサービス オモチャ箱の会（ｱｻﾋｶﾞｵｶﾌﾚｱｲｻｰﾋﾞｽ ｵﾓﾁｬﾊﾞｺﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期／ところ：不定 

会員数（男/女） 33名（1 名/32名） 年代 70 代～80代 メンバー募集 募集中（朝日丘地区在住の方） 

活動内容 ひとり暮らし、昼間独居の方達を集め、日頃の淋しさを当日楽しんでいただけるよう計画実施する。月 1 回定例会食事会。軽い体力作り

とゲーム等、歌、踊りを楽しむ。 

団体名 ハートピア（ﾊｰﾄﾋﾟｱ） 

活動地区 旧豊田市 定例会 とき：第 2・4 週 月曜 15時～17 時／ところ：メグリアハートプラザ 

会員数（男/女） 9 名（0 名/9 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（カルスポオカリナ講座を受けられた人） 

活動内容 メグリアカルスポで定期的にオカリナを受講しています。高齢者施設で演奏。 

団体名 地域ふれあいサロン高美（ﾁｲｷﾌﾚｱｲｻﾛﾝﾀｶﾐ） 

活動地区 若林地区・高美地区  

定例会 とき：第 4 週 金曜 10時～12 時 30 分／ところ：高美町自治区会館（高美町 5-30） 

会員数（男/女） 44名（1 名/43名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（高美自治区の方のみ） 

活動内容 地域の方々のふれあいの場として「地域ふれあいサロン高美」を開催。歌を歌ったり、体を動かしたり、お茶を飲みながら雑談をしなが

ら、ゆったりとした雰囲気のなかで和やかに過ごしています。 

団体名 広瀬駅前ひろば産直部会（ﾋﾛｾｴｷﾏｴﾋﾛﾊﾞｻﾝﾁｮｸﾌﾞｶｲ） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：毎週 土・日曜 8 時 30 分～13 時 30 分※活動時期は 5 月～12 月までの間／ところ：旧名鉄電車三河広

瀬駅構内、豊田市東広瀬町神田 

会員数（男/女） 18名（15 名/3名） 年代 40 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高齢化が進行する地域において、高齢者が生きがいを持った生活の場づくりを整備し、高齢者の自立を促すとともに、地域交流の場とし

て世代を超えた住みよい地域づくりと地域の活性化を図る。地域の農産物等の販売と紹介。各種講演会の開催。世代間の交流の場づくり 

団体名 腹話術 にっこにこ（ﾌｸﾜｼﾞｭﾂ ﾆｯｺﾆｺ） 

活動地区 高齢者施設、こども園、交流館、区民会館、ふれあいサロン、敬老会、祭等 定例会 とき：第 2週 土曜 15 時～18 時、第 4 週 火

曜 15 時～18時／ところ：朝日丘交流館 22 会議室 

会員数（男/女） 8 名（1 名/7 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高齢者や子ども、地域の施設で、腹話術を中心にマジック・着ぐるみ・南京玉すだれ・エプロンシアター・歌ゲーム・踊り等を通して、

子どもから高齢者までの皆さんと楽しくふれあい交流することで、地域に貢献する。 
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団体名 スマイル９（ｽﾏｲﾙﾅｲﾝ） 

活動地区 崇化館、梅坪台、朝日丘、逢妻、豊南、高橋、美里、益富、上郷、竜神、末野原、若林、前林、若園、猿投台、井郷、石野、猿投、保見、

松平、藤岡南地区 定例会 とき：第 1 週 金曜 13 時 15 分～16時／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 24名（6 名/18名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 老人保健施設、光の家＆こども園等を訪問し「阿波踊り・紙芝居・皿廻し・手遊び指遊び・楽器演奏と合唱・ゲーム等」による交流ふれ

あいを行う。 

団体名 高橋おせんしょの会（ﾀｶﾊｼｵｾﾝｼｮﾉｶｲ） 

活動地区 高橋地区、美里地区 定例会 とき：第 1 週 土曜 9 時～11 時／ところ：高橋交流館 

会員数（男/女） 32名（29 名/3名） 年代 40 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 高橋地域内の障がい者、高齢者等の励ましと作業奉仕及び助け合いをモットーにしたボランティア組織。日向、日陰づくり。コンクリー

トの補修。火災警報機の取り付け。水道パッキンの交換。家具転倒防止。電球、蛍光灯の交換。庭の草刈り、清掃。 

団体名 上郷ゆうゆうクラブ（ｶﾐｺﾞｳﾕｳﾕｳｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：第 2・4 週 火曜 9時～15 時／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 31名（7 名/24名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 上郷地区の 65 歳以上のひとり暮らしの方、昼間独居の方を対象に給食ボランティアを行っている。その他に季節毎に地域の方と連携し

て活動している。 

❿ 子育て支援 

団体名 豊田市母子保健推進員の会（ﾄﾖﾀｼﾎﾞｼﾎｹﾝｽｲｼﾝｲﾝﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 月曜 10時～12 時（役員会）、第 2週 月曜 9 時 30 分～12 時（運営委員会）／ところ：豊

田市福祉センター、市役所、交流館、産業文化センター 

会員数（男/女） 206名（0 名/206 名） 年代 30 代～80代 メンバー募集 募集中（市主催の講座の修了者） 

活動内容 子どもたちが健やかに成長できる社会、子どもを安心して生み育てる環境づくりのために、他の組織の方々と連携を取りながら、援助者

として団体を目指す。乳幼児健診(受付補助・計測補助・見守りなど）、マタニティー・ベビー教室の受付、子育て支援センター育児健康相談日の手

伝い。おめでとう訪問（概ね生後 1～3 ヶ月の乳児を持つ子育て家庭への訪問）機関紙「とよたの母推さん」発行 
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団体名 子育て支援ボランティア たんぽぽ（ｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ） 

活動地区 旭地区 定例会 とき：随時／ところ：ぬくもりの里 

会員数（男/女） 5 名（0 名/5 名） 年代 30 代～40 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ぬくもりの里にて小学生を対象とした「てらこや」を運営。夏休み・冬休みに実施している。 

団体名 人形劇サークル ぐ・ちょき・ぱ（ﾆﾝｷﾞｮｳｹﾞｷｻｰｸﾙ ｸﾞ･ﾁｮｷ･ﾊﾟ） 

活動地区 豊田市全域、三河周辺 定例会 とき：随時／ところ：公演依頼先 

会員数（男/女） 12名（0 名/12名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 人形劇を通して親子共に楽しみ触れ合いを深める機会を作り、子育てを支援する。 

団体名 ぽれぽれ・スマイル☆リノ（ﾎﾟﾚﾎﾟﾚ･ｽﾏｲﾙ ﾘﾉ） 

活動地区 逢妻地区、福祉センター 定例会 とき：第 1～4週 火曜 10 時 30 分～11 時 30 分 随時／ところ：福祉センター、会員宅 

会員数（男/女） 3 名（0 名/3 名） 年代 30 代～40 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 子育て中のお母さんが、不安や悩みを共有し、話をするなかで、子育ての不安や悩みを解消し楽しめるようにする。親子で触れ合い、遊

べる催しや場所を提供。主に、製作や手遊び、ふれあい遊び、歌など 

団体名 うめつぼファミリークラブ（ｳﾒﾂﾎﾞﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：第 3 週 日曜 15時～19 時／ところ：梅坪台交流館 

会員数（男/女） 17名（3 名/14名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 子ども食堂の開催。「食」をテーマに高齢者や子どもが地域で集まれる場所を作り、気薄になりやすい住民同士の関係性をつなぎ、挨拶で

きる関係作りをしていきます。 

団体名 キッズプランナー（ｷｯｽﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：第 2週 金曜 10 時 30分～11 時 30 分／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 15名（0 名/15名） 年代 40 代～50代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 子育て支援・親支援・小学生の健全育成を目的に、おはなし会、親子ふれあい遊びの会や親子で楽しめるイベント（人形劇・コンサート・

親子遊びの会）、地域とのつながり世代間交流の開催等。 

団体名 梅坪台子育て支援グループ（ｳﾒﾂﾎﾞﾀﾞｲｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：随時／ところ：梅坪台交流館 

会員数（男/女） 8 名（0 名/8 名） 年代 40 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 講演会の企画、運営。読み聞かせ、手遊び等。母親の補助、子どもの見守り。 
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団体名 ボランティア人形劇団 ころりん座（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾆﾝｷﾞｮｳｹﾞｷﾀﾞﾝ ｺﾛﾘﾝｻﾞ） 

活動地区 豊田市全域、刈谷市 定例会 とき：毎週 水曜 9 時 30分～12 時／ところ：若林交流館 

会員数（男/女） 11名（1 名/10名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 人形劇と影絵の制作と公演活動。8 月にころりんまつりを開催。お母さんの人形劇フェスティバルに参加。高齢者の方も対象。 

団体名 豊田市こども発達センター こどもひろば託児ボランティア（ﾄﾖﾀｼｺﾄﾞﾓﾊｯﾀﾂｾﾝﾀｰ ｺﾄﾞﾓﾋﾛﾊﾞﾀｸｼﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 なし 会員数（男/女） 38名（1 名/37 名） 年代 10 代～60 代 メンバー募集 募集中（中学生以上） 

活動内容 こども発達センターを利用している障がい児の兄弟姉妹の託児。 

団体名 おもちゃシューリーズ（ｵﾓﾁｬｼｭｰﾘｰｽﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1週 土曜 10時～14 時 30 分、第 3 週 土曜 9 時～12 時／ところ：第 1 土曜：子育て支援セン

ター、第 3土曜：地域文化広場 

会員数（男/女） 18名（18 名/0名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 とよた子育て支援センターの活動室をお借りして毎月 1 回の定例おもちゃ病院と、年 5 回程度の出張おもちゃ病院を開院し、子どもさ

んたちから持ち込まれたおもちゃを修理する。修理は基本的に無料ですが、モーターやスピーカー等、製品として売られている商品については実費

をお願いしています。 

団体名 豊田おもちゃの図書館とよちゃんライブラリー（ﾄﾖﾀｵﾓﾁｬﾉﾄｼｮｶﾝﾄﾖﾁｬﾝﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ） 

活動地区 崇化館、梅坪台地区 定例会 とき：第 1 週 水曜 13 時 30 分～15 時／ところ：豊田市産業文化センター2 階 

会員数（男/女） 20名（0 名/20名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 おもちゃ図書館開館により、おもちゃの貸与、絵本の貸与で親子で楽しく遊んでもらう。人形劇の練習、紙芝居の練習。手作りおもちゃ

の開発。イベント参加。 

団体名 子育て支援ボランティアはじめのいっぽ（ｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊｼﾞﾒﾉｲｯﾎﾟ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 4週 木曜 11 時 30分～15 時／ところ：竜神交流館 

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 40 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 未就園児親子や子育てサークルの支援（親子のふれあい遊びを提供）。 
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団体名 ゆうがく会（ﾕｳｶﾞｸｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 4 週 水曜 13時～17 時の内 2 時間位／ところ：福祉センター、市民活動センター等 

会員数（男/女） 21名（11 名/10 名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 園児や高齢者の人達を対象に交流術（紙芝居、もの作り、風船遊び）の勉強会、交流館、こども園、高齢者施設でのふれあい、会員相互

の親睦行事を開催。 

⓫ 子どもの健全育成 

団体名 あぐり本町（ｱｸﾞﾘﾎﾝﾏﾁ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：随時／ところ：豊田市本町地域内 

会員数（男/女） 24名（24 名/0名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（本町地域） 

活動内容 地域のコミュニケーション作りと子どもの健全育成を目的に、さつまいも作り、野菜、コスモス栽培などの植付け収穫を行う。物づくり

体験、農地保全を通じて環境美化等を向上。 

団体名 浄水小学校地域学校共働本部（ｼﾞｮｳｽｲｼｮｳｶﾞｯｺｳﾁｲｷｶﾞｯｺｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾌﾞ） 

活動地区 浄水地区 定例会 とき：不定期／ところ：浄水小学校内 

会員数（男/女） 120名（54 名/66 名） 年代 10 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 子ども達の教育環境の充実と子ども達の教養力の育成のため、読みきかせやスクールガード、環境ボランティアなどを行う。 

団体名 飯野小学校地域学校共働本部（ｲｲﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳﾁｲｷｶﾞｯｺｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾌﾞ） 

活動地区 藤岡地区 定例会 とき：随時／ところ：飯野小学校 

会員数（男/女） 77名（20 名/57 名） 年代 20 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 教育活動の充実。交通安全ボランティア、読み聞かせ・図書館ボランティア、花ボランティア、学習支援、学芸会、行事支援、ボランテ

ィア 

団体名 五ヶ丘小学校 地域学校共働本部（ｲﾂﾂｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾁｲｷｶﾞｯｺｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾌﾞ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：不定期（1ヶ月に 1 回程度）／ところ：五ヶ丘小学校 

会員数（男/女） 31名（12 名/19 名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 学校生活、教育活動の充実と発展のための支援（読み語り、本の修繕、英語ボランティア、米作りボランティア、環境保全、椎茸栽培指

導） 
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団体名 ＫＤＳ（ｹｲﾃﾞｨｴｽ） 

活動地区 末野原地区 定例会 とき：第 1 週 火曜 10時～12 時／ところ：末野原交流館 

会員数（男/女） 15名（7 名/8名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高年大学 OBが末野原交流館を拠点としてボランティア活動 

団体名 平井小学校地域学校共働本部（ﾋﾗｲｼｮｳｶﾞｯｺｳﾁｲｷｶﾞｯｺｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾌﾞ） 

活動地区 平井小学校区内 定例会 とき：最終週 水曜 14 時～／ところ：平井小学校 

会員数（男/女） 45名（6 名/39名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 学校、子ども、地域支援のための活動。学校支援ボランティア。子どもの居場所。土曜学習。 

団体名 豊田市ＢＢＳ会（ﾄﾖﾀｼﾋﾞｰﾋﾞｰｴｽｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 年に 2～3 回程度）／ところ：市民活動センター、福祉センター等 

会員数（男/女） 5 名（2 名/3 名） 年代 20 代～40 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 保護観察中の少年少女に兄・姉のような立場で接し、更生を助ける。青少年の健全育成。 

団体名 きらりん（ｷﾗﾘﾝ） 

活動地区 逢妻地区 定例会 とき：不定期（1年に 4 回程度）／ところ：深田山第二公会堂 

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（居住地を限定） 

活動内容 生きづらく孤立しがちな子どもたちと親の見える地域住民との関係作りをする中で、安心安全な居場所を提供し子ども同士や大人との異

年齢交流関係を築き健全な子育てを地域で支え合う。 

団体名 中京大学準硬式野球部（ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｼﾞｭﾝｺｳｼｷﾔｷｭｳﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：大学授業、試合、練習時間を優先、その他の空き日等／ところ：中京大学校内 

会員数（男/女） 83名（81 名/2名） 年代 10 代～20代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 中京大学準硬式野球部員によるボランティア活動団体。特に次世代を担う子どもの支援、その支援を実践する地域の方々と活動を共にし

たい。様々な事情を抱えた子ども達の心に寄り添い、サポートしていく。また、子どもだけではなく、高齢者、障がい者・児にも目を向け、地域福

祉の実践、福祉のまちづくりに貢献する。 
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団体名 野菜ひろば竹下（ﾔｻｲﾋﾛﾊﾞﾀｹｼﾓ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 4週 日曜 8 時～12 時 ふれあい 5 回/年／ところ：田畑 

会員数（男/女） 14名（14 名/0名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 野菜作りを通して、子ども達に「植物を育てる大切さ、自分が育てた野菜を美味しく食べることの楽しさ」を学んでもらう。野菜作りを

通して、世代間の協力や地域社会との交流を進める。活動を通して、地域活動を担う人材を育成する。 

団体名 小清水ふれあい朝市 おもちゃひろば（ｺｼﾐｽﾞﾌﾚｱｲｱｻｲﾁ ｵﾓﾁｬﾋﾛﾊﾞ） 

活動地区 逢妻地区 定例会 とき：小清水ふれあい朝市の開催に合わせ月１回／ところ：活動者自宅等 

会員数（男/女） 5 名（1 名/4 名） 年代 20 代～30 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域のつながりづくり。おもちゃ広場の開催。多世代交流。 

団体名 平和小学校 はとぽっぽ（ﾍｲﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾊﾄﾎﾟｯﾎﾟ） 

活動地区 豊南地区 定例会 とき：1 年に 1回程度／ところ：平和小学校 地域支援室 

会員数（男/女） 159名（43 名/116 名） 年代 20 代～80 代 メンバー募集 募集中（問い合わせください） 

活動内容 学校と地域が連携・共働して子どもたちの成長を応援したい。 

団体名 シャボン玉みっきーさん（ｼｬﾎﾞﾝﾀﾞﾏﾐｯｷｰｻﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：依頼のあった場所 

会員数（男/女） 2 名（1 名/1 名） 年代 30 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 こども園、子ども会、小学校、福祉施設へ出向きシャボン玉を使ってともに楽しむ。シャボン玉ショーを行います。シャボン玉の作り方

の授業をします。 

団体名 Jack ＆ Jill（ｼﾞｬｯｸ ｱﾝﾄﾞ ｼﾞﾙ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：活動日と同じ／ところ：会長または副会長宅 

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 30 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 交流館で毎月１～２回、英語の絵本の読み聞かせや Nursery Rhymes 等を行う。聴覚の鋭い年齢の子どもたちに、正しく美しい英語に

触れてもらう。 
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団体名 サイエンスコミュニティ 三河牡丹（ｻｲｴﾝｽｺﾐｭﾆﾃｨ ﾐｶﾜﾎﾞﾀﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期：１年に５～１０回程度／ところ：豊田市高橋交流館 

会員数（男/女） 9 名（6 名/3 名） 年代 20 代～30 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 公立学校の教職員のボランティアで集まったグループです。子どもたちが学校の理科の授業が楽しみになったり、少しでも科学が好きな

子どもたちが増えるよう「三河牡丹わくわく科学教室」と銘打って、地域で行う科学教室を行い、主に未就学児から小学校中学年ぐらいの子どもた

ちを対象に簡単な工作と科学あそびを通した体験教室を行う。 

団体名 ゆるっとかふぇの会（ﾕﾙｯﾄｶﾌｪﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 日曜 13時～16 時／ところ：末野原交流館 

会員数（男/女） 8 名（0 名/8 名） 年代 50 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 子ども食堂～食の自立支援、学習支援、子どもの居場所づくり～。子ども達が相談する、声をあげやすい居場所を作り、顔の見える地域

の身近な大人として支援する。毎月第３日曜日 13 時より一品を子ども達と作り、試食、学習支援など実施。 

団体名 中京大学児童福祉活動部（ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸｼﾞﾄﾞｳﾌｸｼｶﾂﾄﾞｳﾌﾞ） 

活動地区 朝日丘、保見地区 定例会 とき：毎週 月曜 17 時～19時／ところ：中京大学 

会員数（男/女） 20名（7 名/13名） 年代 10 代～20代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 大学周辺の子ども会への参加。土、日に大学周辺の子ども会へ行き、子ども達とゲームをして遊んでいます。長期休暇には学童保育へボ

ランティアにも行きます。11 月に行われる大学祭では、人形劇やお店、企画（ミニアトラクション）をしています。 

団体名 バルーンアート いしの（ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ ｲｼﾉ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：活動日と同じ／ところ：石野交流館 

会員数（男/女） 16名（2 名/14名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 こども園、小学校放課後クラブでのバルーン教室。石野交流館のイベントへの協力。地元以外からの要望への対応。 

団体名 杜若高校保育・児童教育ボランティアサークル（ﾄｼﾞｬｸｺｳｺｳﾎｲｸ･ｼﾞﾄﾞｳｷｮｳｲｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ） 

活動地区 猿投台地区 定例会 とき：随時／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 18名（1 名/17名） 年代 10 代～50代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 近隣の幼稚園等で保育のお手伝いを行う。これにより地域の子どもの健全育成に寄与する。 
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団体名 花みずき（ﾊﾅﾐｽﾞｷ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1･3週 金曜 13 時 30 分～16 時／ところ：梅ヶ丘学園 

会員数（男/女） 15名（2 名/13名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 「捨てればゴミ・集めれば宝」を合言葉にベルマークの整理、集計を梅ヶ丘学園で行っています。ベルマークは 1 点 1 円換算で預金化さ

れ、子どもたちの教材備品購入に役立てています。 

団体名 豊田猿投台おもちゃ図書館（ﾄﾖﾀｻﾅｹﾞﾀﾞｲｵﾓﾁｬﾄｼｮｶﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 土曜 10時～12 時／ところ：猿投台交流館 

会員数（男/女） 21名（0 名/21名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 おもちゃを通じて遊びながら、母子、子ども同士の交流を図り、健全な育成のお手伝いをする。手作りおもちゃの作成や、伝承行事を中

心に楽しい集いを行う。 

団体名 こども図書室ボランティア（ｺﾄﾞﾓﾄｼｮｼﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 金曜 10時～12 時／ところ：豊田市こども図書室 

会員数（男/女） 120名（8 名/112 名） 年代 30 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 絵本の読み語り、本の紹介。ボランティアのための講習会、皆さんに喜んでもらえるような講習会の企画。市内のこども園、小学校、中

学校、母親教室への出前お話し会。こども図書室を気持ちよく利用できるようにするための活動。 

団体名 The Sun Seeds Circle（ｻﾞ ｻﾝ ｼｰｽﾞ ｻｰｸﾙ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3週 金曜 10 時 30分～12 時 30 分 （その他不定期で 1 年に 5 回程度）／ところ：とよた市民活

動センター 他 

会員数（男/女） 11名（0 名/11名） 年代 10 代～60代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 英語絵本に親しみ、おひさまのように輝く子どもたちのために、英語絵本の読み聞かせを行う。いろいろな英語絵本を楽しく読んだり聴

いたりしながら、読み聞かせの基礎を身につける。図書館、交流館、学校等で、子どもたちに英語の読み聞かせを行う。日英両方のことばで読んで、

気持ちのこめ方を学んだりもしている。 

団体名 豊田腹話術（ﾄﾖﾀﾌｸﾜｼﾞｭﾂ） 

活動地区 豊田市全域、豊田市外可 定例会 とき：第 4 週 土曜 10時～12 時／ところ：豊田市福祉センター、とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 10名（2 名/8名） 年代 60 代～80 代 メンバー募集 募集中（意欲のある方） 

活動内容 腹話術を使って、交通安全、歯磨き、消防安全指導、寺院では宗教的な心情の啓発をすると同時に、高齢者の慰問、人権啓発活動（幼・

保・児童・生徒）、寺、教会、子ども会、子育て支援、自治区の活動、障がい者への慰問などの奉仕活動をする。 
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団体名 手づくり遊びを楽しむ会（ﾃﾂﾞｸﾘｱｿﾋﾞｦﾀﾉｼﾑｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 金曜 13時 30 分～15 時／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 25名（9 名/16名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 紙芝居や手作りオモチャ等、昔遊びを中心に交流館、こども園、障がい者、児福祉施設、高齢者福祉施設などで活躍しています。 

団体名 リキ・リョク・チカラ（ﾘｷ･ﾘｮｸ･ﾁｶﾗ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 ヶ月 1 回程度）／ところ：市民活動センター 

会員数（男/女） 7 名（2 名/5 名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集中（運営委員での審議あり） 

活動内容 この会は、教育に関する研究を行うとともに、各人が自信をつけ持っている力を活かしあい、人々と協力尊重し合いながら、主体的に生

きていく力や創造する力をじっくり育んでいく場として、プログラムの作成やワークショップ等の開催、その普及促進を図り、公益増進に寄与する

事を目的とする。 

団体名 わくわくセブン（ﾜｸﾜｸｾﾌﾞﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 水曜 10時～12 時／ところ：とよた市民活動センターor 豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 5 名（2 名/3 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ①こども園、集会所、交流館への出前活動。②紙芝居、絵本の読み聞かせ、マジック、ゲーム、風船遊び、手作りおもちゃ作り。 

団体名 人形劇 ゆめ（ﾆﾝｷﾞｮｳｹﾞｷ ﾕﾒ） 

活動地区 朝日丘、井郷、保見、藤岡地区 定例会 とき：毎週 水曜／ところ：保見交流館 

会員数（男/女） 7 名（1 名/6 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 人形劇を通して親子のふれあいを深める。高齢者の慰問。人形劇・パネルシアター・エプロンシアター・大型紙芝居・手遊び等。 

団体名 森と本を楽しむ会「ねっこぼっこ」（ﾓﾘﾄﾎﾝｦﾀﾉｼﾑｶｲ｢ﾈｯｺﾎﾞｯｺ｣） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2 週 金曜 13時 30 分～15 時／ところ：豊田市自然観察の森 

会員数（男/女） 10名（2 名/8名） 年代 30 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 自然に関する絵本の読み聞かせ。と自然観察 
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団体名 バルーンアート「キュート 12」（ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ｢ｷｭｰﾄｼﾞｭｳﾆ｣） 

活動地区 豊田市全域、岡崎市、長久手市、みよし市 定例会 とき：①第 3 週 日曜 10 時～16 時②第 4 週 木曜 10 時 30 分～12 時、

13 時 30 分～15 時 30 分（バルーン講座）／ところ：①②ともに豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 40名（9 名/32名） 年代 40 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 バルーンを使って、交流館祭や子育て支援、こども園、子ども会、自治区のイベントの支援活動、活動を通し、地域の人たちとの交流を

図る。 

団体名 とよたプレパークの会（ﾄﾖﾀﾌﾟﾚﾊﾟｰｸﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域、鞍ヶ池公園（プレパーク会場） 定例会 とき：第 1・3 週 水曜 10時～14 時／ところ：主にメンバー宅（時々変更あ

り） 

会員数（男/女） 15名（3 名/12名） 年代 30 代～40代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 豊田市内にてプレパーク（冒険遊び場）を運営。子どもの豊かな遊び環境を考える輪を拡大するため、講演会などを開催。現在、鞍ヶ池

公園にてプレパークを開催している。 

団体名 英語を歌おう A・B・C！（ｴｲｺﾞｦｳﾀｵｳｴｰ･ﾋﾞｰ･ｼｰ!） 

活動地区 豊田市全域  活動が市内外に広がりをみせている 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 4 回程度）／ところ：る・こっくデイサービス石

黒と各施設 

会員数（男/女） 5 名（0 名/5 名） 年代 30 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 上郷地区の小・中学校・こども園・子育て支援センター・コミュニティ（大ホール）等において、子ども達が英語に触れ楽しむうちに自

然習得することを目指している。言葉だけでなく季節にあった国内外の行事・文化・風習・伝統などを学びながら心を育てる教育を目指している。

絵本（世界中の言語）を読む。 

団体名 ジュニアもりレンジャーボランティアの会（ｼﾞｭﾆｱﾓﾘﾚﾝｼﾞｬｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域、岐阜県 定例会 とき：定期（第 2週 日曜 10 時～15 時）、随時／ところ：豊田市自然観察の森  

会員数（男/女） 8 名（5 名/3 名） 年代 10 代～40 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 自然体験、環境学習活動を行う。「ジュニアもりレンジャー」のサポート活動。 

団体名 梅坪小学校地域学校共働本部（ｳﾒﾂﾎﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳﾁｲｷｶﾞｯｺｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾌﾞ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：随時／ところ：梅坪小学校 校区内 

会員数（男/女） 86名（29 名/57 名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 梅坪小学校児童の登下校時の見守り、学習補助、読み聞かせなど。 
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団体名 ペットボトル工作「ＤＩＹ」（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｺｳｻｸ｢ﾃﾞｨｰｱｲﾜｲ｣） 

活動地区 豊田市全域、日進市、東郷町、名古屋市 他 定例会 とき：随時／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 2 名（2 名/0 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ①ペットボトルを利用した自動車や風車でイベントを盛り上げる。②こども園、子育て支援センターなどでのペットボトル工作、おもち

ゃづくりの指導。リサイクルペットボトルで自動車、風車などの工作準備を実施。 

⓬ まちづくり 

団体名 クレマチスの会（ｸﾚﾏﾁｽﾉｶｲ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：第 3週 金曜 9 時 30分～12時 30 分／ところ：若園交流館 

会員数（男/女） 11名（2 名/9名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（若園地区の方） 

活動内容 花作りを通して地域交流。花壇つくり、花の植栽、手入れを通して地域交流。 

団体名 フォーク・グループ “かすみ草”（ﾌｫｰｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ“ｶｽﾐｿｳ”） 

活動地区 豊田市全域、みよし市、日進市、尾張旭市、岡崎市、名古屋市、と他半島 5 市 5 町村 定例会 とき：第 2・4 週 土曜 13 時～16

時（ボランティア（外）に伺う時はそのつど応）／ところ：交流館、福祉センター、又は自宅 

会員数（男/女） 4 名（3 名/1 名） 年代 10 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高齢者、障がい者、老人クラブ、各自治区、子ども会等でのギターひき語り、ハーモニカ、漫談等の演芸活動を行う。季節を題材にした

おもしろ小話やおしゃべり等。 

団体名 若林お助け隊（ﾜｶﾊﾞﾔｼｵﾀｽｹﾀｲ） 

活動地区 若林自治区限定 定例会 とき：第 2 週 水曜 16 時～17 時／ところ：若林公会堂 

会員数（男/女） 38名（31 名/7名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（若林自治区の人） 

活動内容 若林自治区内の高齢者世帯などを対象とした生活支援、孤独感の解消等の地域住民への社会貢献を通じ、会員及び地域住民が安心して住

みやすい地域を作ることを目的とする。 
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団体名 鴛鴨 23年会（ｵｼｶﾓﾆｼﾞｭｳｻﾝﾈﾝｶｲ） 

活動地区 上郷、末野原地区 定例会 とき：不定期（1 年間に 3 回程度）／ところ：鴛鴨自治区 会議室 

会員数（男/女） 14名（11 名/3名） 年代 70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 鴛鴨自治区のボランティア団体として、自治区の盆踊り大会、ワイワイ祭り（ふれあい祭）、例大祭などの行事に、焼きそば 200 円、ア

メリカンドック 100 円などを廉価で販売し、大いに盛り上げています。また、上郷のマイタウンおいでん、豊栄 2 区の盆踊り大会、末野原交流館

ふれあい祭りにも参加。 

団体名 豊田 地域猫の会（ﾄﾖﾀ ﾁｲｷﾈｺﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2 週 日曜 13時～15 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 20名（5 名/15名） 年代 20 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 住民が地域の野良猫を適正に管理して不幸な野良猫を減らしながら命を尊ぶ動物愛護と生活環境の改善を図る「地域猫活動」の普及と定

着を支援しています。 

団体名 五ヶ丘そば倶楽部（ｲﾂﾂｶﾞｵｶｿﾊﾞｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：第 4週 日曜 9 時～12 時／ところ：五ヶ丘第 3自治区集会所 

会員数（男/女） 19名（18 名/1名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 そば打ちを通じた地域内老若男女ふれあいの場づくりをしていく 

団体名 宝来そば倶楽部（ﾎｳﾗｲｿﾊﾞｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 4 週 日曜 9時～／ところ：自治区区民会館（交友館）第 2 宝来 

会員数（男/女） 25名（22 名/3名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 そば打ちを通した地域住民同士の交流。 

団体名 駒豊会（ｺﾏﾎｳｶｲ） 

活動地区 前林地区 定例会 とき：随時／ところ：それぞれの活動場所にて 

会員数（男/女） 18名（16 名/2名） 年代 10 代～70代 メンバー募集 募集中（駒場自治区の方） 

活動内容 地域への奉仕活動と会員相互の親睦。環境美化活動として、空き缶拾いに始まり、地域の公園の除草や樹木の剪定などの清掃作業を実施。

その他、明るいまちづくりの一環として、駒場自治区内で実施される地域の盆踊り大会、地元神社の祭礼余興行事、区民体育館、親子ふれあいまつ

り等、各種行事にも協力・参加して活動している。 
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団体名 伊保原団地公園愛護会（ｲﾎﾞﾊﾞﾗﾀﾞﾝﾁｺｳｴﾝｱｲｺﾞｶｲ） 

活動地区 浄水町地区 定例会 とき：随時／ところ：区民会館 

会員数（男/女） 8 名（8 名/0 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 団地公園を市民の憩いの場、イベント等の活動の場として利用できるように整理し、草刈り、草取りなどを行う。新しい公園のあり方を

市役所公園課に提案する。将来的にはボランティアの枠を広げる。 

団体名 クリーン志賀ニュー（ｸﾘｰﾝｼｶﾞﾆｭｰ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：不定期（1年に 4 回程度）／ところ：志賀町（市道志賀団地 1 号・歩道） 

会員数（男/女） 46 名（16 名/30 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（原則、志賀ニュータウンに住む人かつ歩道沿いに住む

人） 

活動内容 志賀ニュータウンの旧バス通り（志賀ニュータウンバス停～香九札交差点）の歩道をきれいにし、住民に潤いを与える。街路樹の根本の

空き地に花を咲かせる。歩道上の落葉等の清掃。歩道上の雑草除去。他 

団体名 豊田 happy brain CLUB（ﾄﾖﾀﾊｯﾋﾟｰﾌﾞﾚｲﾝｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 週間に 1～2回程度）／ところ：イルチブレインヨガ豊田スタジオ 

会員数（男/女） 12名（3 名/9名） 年代 10 代～70 代 メンバー募集 募集中（ブレイントレーナー準 1 級の資格を取る） 

活動内容 ブレイン体操、ブレイン瞑想、又、セミナーやイベントでの気功、ダンスの披露、オーラ撮影による健康相談などします。 

団体名 地域のつどいの家作り実行委員会（ﾁｲｷﾉﾂﾄﾞｲﾉｲｴﾂﾞｸﾘｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ） 

活動地区 末野原地区 定例会 とき：第１・３週 月曜 10 時～15時）／ところ：豊栄町 

会員数（男/女） 5 名（0 名/5 名） 年代 30 代～40 代 メンバー募集 募集中（末野原地区の方を希望） 

活動内容 空き家を活用して多世代での交流の場作りを目的として月に２回今年度は会場となる家を開放して地域住民、その周辺地域の住民の交流

を図る。 

団体名 Toyotaまるごとおせっかい（ﾄﾖﾀﾏﾙｺﾞﾄｵｾｯｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：市民活動センター 

会員数（男/女） 28名（9 名/19名） 年代 20 代～70代 メンバー募集 募集中（英語が話せる方または話したい方） 

活動内容 2019 ラグビーワールドカップ時に、豊田市に訪れる外国人と交流する。①外国人に豊田市の良い所や楽しい所を案内する②豊田市で困

っている外国人に声を掛ける③外国人にお節介をする 
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団体名 若園おせんしょの会（ﾜｶｿﾞﾉｵｾﾝｼｮﾉｶｲ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：不定期（1ヶ月に 1 回程度）／ところ：若園交流館 

会員数（男/女） 3 名（3 名/0 名） 年代 70 代 メンバー募集 募集中（花園町在住の方） 

活動内容 花園町に住む高齢者に暮らしやすい地域となるよう活動する。花園町に住む高齢者のひとり暮らしやご夫婦宅の草刈りや剪定をしながら

交流を深める。 

団体名 石野再生会議（ｲｼﾉｻｲｾｲｶｲｷﾞ） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：随時／ところ：石野地区 

会員数（男/女） 5 名（4 名/1 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 住みよい町づくりをテーマに、環境整備、伝統の継承、安全安心で魅力ある町を目指し、その現状を検討し、よりよい対策をすることに

より、住民が楽しくできるようにすることを目的とする。 

団体名 畝部まちづくりの会（ｳﾈﾍﾞﾏﾁﾂﾞｸﾘﾉｶｲ） 

活動地区 畝部地区が主 定例会 とき：第 1週 土曜 19 時～21時／ところ：畝部ロッジ 

会員数（男/女） 44名（38 名/6名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（畝部地区在住の方） 

活動内容 畝部地域を「安全・安心」で「明るく住みよい町」にするための活動を推進継続する。①生活環境の改善、景観づくり、自然環境の保全

を図る事業。②防災・防犯の啓発活動の推進。③三世代を対象とした交流事業。(マレットゴルフ大会、他）等 

団体名 まねき本舗（ﾏﾈｷﾎﾝﾎﾟ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2 週 土曜、第 4 週 日曜 13 時 30 分～15 時（その他不定期の 11 時～13 時に飲食店調査後、～

15 時に会合）／ところ：あすて 

会員数（男/女） 8 名（5 名/3 名） 年代 30 代～50 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 障がい者とともにバリアフリーの街づくり。ノーマライゼーション促進。車椅子での外出情報（飲食店や交通手段等）の紹介、体験ボラ

ンティア講座など。HPによる情報公開も行っています。 

団体名 のっぽの会（ﾉｯﾎﾟﾉｶｲ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：不定期／ところ：若園交流館、自治区集会所 

会員数（男/女） 13名（5 名/8名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ①地域の文化向上と地域活性化を図る。②地域のボランティア活動の支援、助成する。ボランティアニーズにあった活動の展開、チョボ

ラ活動。③地域の人々が生きがいの持てる場所を提供する。④地域の子どもたちが心身ともに健やかに成長できるために、地域活動へ参加できる場

を提供する。映画会および交流会の開催。 
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団体名 松嶺ささゆり保存会（ﾏﾂﾐﾈｻｻﾕﾘﾎｿﾞﾝｶｲ） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：1 年に 1回程度（5月）／ところ：松嶺公民館 

会員数（男/女） 42名（33 名/9名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ささゆりの保存と地域の活性に関する事業。ささゆりの保護と育成環境作り（草刈、間伐）。遊歩道作り、道路整備、観花者対応。 

団体名 桝塚東町福寿会（ﾏｽﾂﾞｶﾋｶﾞｼﾏﾁﾌｸｼﾞｭｶｲ） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：1 ヶ月に 1 回程度／ところ：桝塚東町憩の家 

会員数（男/女） 21名（15 名/6名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 地域の環境美化及び河川景観の維持管理（樹木等を含む）並びに福祉事業に対する奉仕活動。①家下川堤の草刈り、樹木の消毒による環

境保全活動②区民会館前のプランターに四季の花の植栽及び「憩いの家」の樹木の消毒 等 

団体名 川田まちづくり（ｶﾜﾀﾞﾏﾁﾂﾞｸﾘ） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：第 2・4 週 日曜 9時～／ところ：川田地区 

会員数（男/女） 22名（9 名/13名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 緑道の美化を向上させて潤いのある安全で安心なまちづくり①緑道周囲の草刈・除草②花壇の花の手入れ、樹木剪定③芝サクラロード整

備④緑道土砂の道路流出防止対策 等 

団体名 とよた学生プロジェクト（ﾄﾖﾀｶﾞｸｾｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：その時に応じて 

会員数（男/女） 18名（1 名/17名） 年代 10 代～20代 メンバー募集 募集中（豊田市内に在住、在学の学生（高校生不可）） 

活動内容 地域の皆様と一緒に「とよた」を盛り上げたいと思い、いろいろ開催されるイベントの 1 コーナーとして、ときには裏方スタッフとし

て、または学プロが主催のイベントやキャンペーンを企画するなど、枠にとらわれない幅広い活動を行っている。詳しくは、学プロ公式サイトもご

参照ください。（http://gakupro.jp/) 

団体名 特定非営利活動法人 Ｅａｒｔｈ as Ｍｏｔｈｅｒ（ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ｱ-ｽ ｱｽﾞ ﾏｻﾞ-） 

活動地区 名古屋市、豊田市、日進市 定例会 とき：随時／ところ：猿投町当会研修施設など 

会員数（男/女） 96名（40 名/56 名） 年代 10 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 豊田市内外の遊休耕作地などを活用し農業の実践やものづくり、活動障がい児支援、生活困窮・生活保護者の就労訓練、食育活動などを

行っています。 
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団体名 若林地域猫の会（ﾜｶﾊﾞﾔｼﾁｲｷﾈｺﾉｶｲ） 

活動地区 若林地区 定例会 とき：第 4週 木曜 19 時～21 時／ところ：若林交流館 

会員数（男/女） 17名（1 名/16名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域ぐるみで今地域にいるノラネコ（飼い主のいない猫）に避妊去勢手術を行い、飼養しながら徐々に頭数を減らし、トラブルの解決を

目指す活動です。 

団体名 ゆるり（ﾕﾙﾘ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：市民活動センター他 

会員数（男/女） 6 名（2 名/4 名） 年代 30 代～50 代 メンバー募集 募集中（一緒に活動できる人） 

活動内容 障がいのあるお子さんをお持ちの親御さんの会の目的であるグループホーム作りのための事業のプロデュース。豊田市のお茶を活かした”

利き茶”の講座。メンバーの資格（司会業、音楽、日本茶インストラクター、ハーブインストラクターデザイン）を生かした活動。 

団体名 フラワーガーデン かんぱち（ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ ｶﾝﾊﾟﾁ） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：随時／ところ：不特定 

会員数（男/女） 5 名（5 名/0 名） 年代 20 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 町内の環境美化とふれあい活動 

団体名 旭もくもく会（ｱｻﾋﾓｸﾓｸｶｲ） 

活動地区 旭地区 定例会 とき：随時／ところ：未定 

会員数（男/女） 9 名（8 名/1 名） 年代 50 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 街中の木質化（町の木を使い地域の PR を図る） 

団体名 砥ぐ蔵（ﾄｸﾞｿﾞｳ） 

活動地区 前林地区（前林地区以外は要相談） 定例会 とき：第 3 週 水曜 9時～12 時／ところ：前林交流館 工芸室 

会員数（男/女） 8 名（8 名/0 名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 前林地域の方々で自分の持っている知意識や技術を教えたり、仲間づくりを広げたい方や自ら講師として企画して実施していく。教える

のではなく一緒に覚えて技術・技能の向上を目指す。刃物の砥ぎ方の基礎を覚えてもらう。 
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⓭ 地域安全活動 

団体名 松平地区区長会（ﾏﾂﾀﾞｲﾗﾁｸｸﾁｮｳｶｲ） 

活動地区 松平地区 定例会 とき：第 1週 金曜 18 時～19 時 30 分／ところ：松平地区内 

会員数（男/女） 221名（211 名/10 名） 年代 40 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 松平地域の安全を保持するため、地域内の青色防犯パトロール活動を実施する。 

団体名 花園町自治区防犯隊（ﾊﾅｿﾞﾉﾁｮｳｼﾞﾁｸﾎﾞｳﾊﾝﾀｲ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：随時／ところ：花園町区民会館 

会員数（男/女） 235名（165 名/70 名） 年代 30 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 不審者、人の侵入抑止。小、中生徒の登下校時の災害防止。公園、駅での犯罪防止。青パト車によるパトロール（365 日）。徒歩による

パトロール（全日）。自転車によるパトロール（公園、駅）。情報の提供(防犯だより、犯罪情報等）。自転車の盗難防止(無施錠車の点検、警告）。 

団体名 吉原町自治区防犯・防災隊（ﾖｼﾜﾗﾁｮｳｼﾞﾁｸﾎﾞｳﾊﾝ･ﾎﾞｳｻｲﾀｲ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：第 2週 日曜 18 時～19 時／ところ：吉原町第二区民会館 

会員数（男/女） 102名（77 名/25 名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 区民の連帯感が高まり犯罪抑止と意識の向上。防犯カメラ設置推進による不審者・車両の事前進入防止を図る。青パト・徒歩パト巡回の

強化活動実施。「交通安全・防犯まちあるき」区民全員の連帯感及び意識向上。付き添いパトロールで子どもに対する声かけ・つきまとい犯罪事前防

止。 

団体名 逢妻地区防犯パトロール「あいづままもる隊」（ｱｲﾂﾞﾏﾁｸﾎﾞｳﾊﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙ｢ｱｲﾂﾞﾏﾏﾓﾙﾀｲ｣） 

活動地区 逢妻地区 定例会 とき：不定期（2ヶ月に 1 回程度）／ところ：逢妻交流館 

会員数（男/女） 96名（91 名/5名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（逢妻地区の方） 

活動内容 逢妻地区の防犯パトロール。（青色防犯パトロール活動） 

団体名 青木自治区防犯パトロール隊（ｱｵｷｼﾞﾁｸﾎﾞｳﾊﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙﾀｲ） 

活動地区 猿投台地区 定例会 とき：第 1 週 土曜 19時～21 時／ところ：青木 5ふれあい会館 

会員数（男/女） 44名（42 名/2名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 自治区の防犯・事故・災害を未然に防止する。地域の安全に対する関心を高める。参加により地域の連帯感を図る。 
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団体名 蜂の巣駆除奉仕グループ（ﾊﾁﾉｽｸｼﾞｮﾎｳｼｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 4 週 木曜 10時 30 分～11 時 30 分／ところ：不定 

会員数（男/女） 13名（11 名/2名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 蜂の巣駆除活動。受付は、一軒家（自宅、借家、店舗併用住宅など）で、日常の居住用に使用しているものです。 

団体名 弁慶 パトロール隊（ﾍﾞﾝｹｲ ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾀｲ） 

活動地区 末野原地区 定例会 とき：3ヶ月に 1 回 19 時～21 時／ところ：豊栄町 2 区弥栄児童館 2 階和室 

会員数（男/女） 25名（24 名/1名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 豊栄二区内を自転車でパトロールする。巡回防犯活動を中心とした、ゴミ不法投棄の防止と回収、危険箇所、要修繕箇所の点検、簡単な

修繕等の環境美化活動を行う。 

団体名 力石安全ボランティアグループ（ﾁｶﾗｲｼｱﾝｾﾞﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

活動地区 石野地区 定例会 なし 

会員数（男/女） 12名（7 名/5名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 東広瀬小学校児童の下校時における交通安全指導。 

⓮ 防災・災害支援活動 

団体名 とよた防災まちづくりプロジェクト（ﾄﾖﾀﾎﾞｳｻｲﾏﾁﾂﾞｸﾘﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 水曜 18時～19 時／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 23名（23 名/0名） 年代 20 代～60代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 東海地震などの自然災害に備えるために、防災に関する講習などの事業を行い、各種団体と連携を図ることによって、災害に強いまちづ

くりを目指す。 

団体名 豊田市赤十字奉仕団（ﾄﾖﾀｼｾｷｼﾞｭｳｼﾞﾎｳｼﾀﾞﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 年に 1 回程度、8 月頃）／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 110名（0 名/110 名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域救急活動。 
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団体名 豊田災害ボランティアコーディネーター連絡会（ﾄﾖﾀｻｲｶﾞｲﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾚﾝﾗｸｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 土曜 9時～12 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 60名（36 名/24 名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（社協主催の災害 Vco 養成講座修了者） 

活動内容 災害時のボランティアをコーディネートして依頼者（被災者）に派遣する。 

⓯ 環境の保全 

団体名 花の輪西山（ﾊﾅﾉﾜﾆｼﾔﾏ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 火・金曜 10時～12 時／ところ：豊田市西山公園 

会員数（男/女） 24名（2 名/22名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集中（市民に限る） 

活動内容 西山公園の来園者の方々に楽しんで頂けるよう花壇や観賞温室内の植物の維持管理をしています。また、イベント開催時の講座での指導

により来場者の方々に花と緑に親しんでいただくことを目的に活動しています。要望があれば市内各地域での寄せ植え講習会等の講師として活動し

ています。 

団体名 高美町桜並木保存会（ﾀｶﾐﾁｮｳｻｸﾗﾅﾐｷﾎｿﾞﾝｶｲ） 

活動地区 若林地区 定例会 とき：不定期（1年に 5 回程度）／ところ：高美町自治区会館 

会員数（男/女） 36名（33 名/3名） 年代 40 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高美町の南側道路約 1Kｍにわたって約 140 本の桜が並び、その桜並木および遊歩道の環境美化、保全維持のために一年を通して活動

している。 

団体名 火俱野姫（ｶｸﾞﾔﾋﾒ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎月 10日／ところ：あすて 

会員数（男/女） 15名（11 名/4名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 竹薮の環境保全。①竹の間伐（孟宗竹、真竹等）②竹炭作り③竹細工④竹炭及び竹細工の販売、売り上げ一部の寄付 

団体名 あすて森のプレゼント（ｱｽﾃﾓﾘﾉﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 2週 木曜 10 時～12 時／ところ：あすて 

会員数（男/女） 18名（9 名/9名） 年代 70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 山を健康にするために、間伐して人工林を利用して木工製品を作り、施設やこども園等へ寄贈する。相互研修によって木工の技術向上を

目指す。 
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団体名 ラブ＆アース駒場の会（ﾗﾌﾞｱﾝﾄﾞｱｰｽｺﾏﾊﾞﾉｶｲ） 

活動地区 前林地区 定例会 とき：毎週 日曜 9 時～16 時／ところ：駒場町 

会員数（男/女） 11名（9 名/2名） 年代 60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 最大イベントとして、駒場こども園付近でコスモス畑を作り、小学校・区民一体で親子ふれあいまつりを開催する。駒場小学校稲作教室

を行う。通勤・通学路沿いの遊休地にパンジー・チューリップ菜花等の花畑を作る。駒場学区の要所に、季節の花を植えたプランターを置き環境美

化に務める。 

団体名 藤沢水神ロード愛護会（ﾌｼﾞｻﾜｽｲｼﾞﾝﾛｰﾄﾞｱｲｺﾞｶｲ） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：第 3週 日曜 8 時～11 時／ところ：藤沢町～富田町の矢作川右岸 

会員数（男/女） 69名（30 名/39 名） 年代 10 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 矢作川右岸（藤沢町～富田町）の草刈、竹林の伐採、ゴミ拾いによる環境の保全。（矢作川の見える風景を保全するとともに、冬期、県道

豊田明智線の雪対策も兼ねる。） 

団体名 矢作川水族館（ﾔﾊｷﾞｶﾞﾜｽｲｿﾞｸｶﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：不定期（1ヶ月に 1 回程度） 

会員数（男/女） 13名（12 名/1名） 年代 20 代～50代 メンバー募集 募集中（会の目的に賛同できる人） 

活動内容 生き物の住める環境づくりに取り組む。川遊びイベントの企画開催。矢作川流域の魅力を発信したり広めるためのイベント出店。矢作川

の生き物展示「軽トラ水族館」「ミニ水族館」。 

団体名 緑野の会（ﾐﾄﾞﾘﾉﾉｶｲ） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：毎年 2 月末 土曜（緑野の会総会）／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 23名（17 名/6名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 三河上郷駅前広場を四季の花で飾り、除草や清掃活動を通した美化活動をする。里山の美観を維持するために継続して保全・整備活動を

行う。 

団体名 梅坪枝下広場の会（ｳﾒﾂﾎﾞｼﾀﾞﾚﾋﾛﾊﾞﾉｶｲ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：不定期（年 6 回程度）／ところ：梅坪枝下広場周辺 

会員数（男/女） 27名（25 名/2名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 梅坪町 4 丁目にある枝下広場の環境保全活動を年 6 回程度行う。 



2019 年度 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター 登録ボランティア一覧 

- 32 - 

団体名 家下川リバーキーパーズ（ﾔｼﾀｶﾞﾜﾘﾊﾞｰｷｰﾊﾟｰｽﾞ） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：不定期（年 1 回程度、8 月頃）／ところ：上郷コミュニティーセンター他 

会員数（男/女） 8 名（7 名/1 名） 年代 20 代～50 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 生物のための具体的な川作りの方法を河川管理者に提案し、住民と共に家下川流域の水辺環境の保全を行う。親子を対象とした川遊びイ

ベントを通し、自然と親しみ「ふるさと意識」の芽を育てる。魚類等の生息調査を定期的に実施し、水辺の環境状態を正しく調べる。等 

団体名 環境を守る会（ｶﾝｷｮｳｦﾏﾓﾙｶｲ） 

活動地区 藤岡中学校、藤の里、木瀬、飯野 定例会 とき：年に 3 回程度／ところ：藤岡中学校、藤の里 

会員数（男/女） 10名（2 名/8名） 年代 50 代～60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ラベンダーの手入れ、花壇の花植え・手入れ、中学生や地域の人達との交流。藤岡中学校の生徒と一緒にラベンダーづくりをし、ポプリ

を作ります。 

団体名 梅坪水辺愛護会（ｳﾒﾂﾎﾞﾐｽﾞﾍﾞｱｲｺﾞｶｲ） 

活動地区 崇化館、梅坪台、旭、稲武地区 定例会 とき：第 2・4週 日曜 7 時～11 時／ところ：荒井橋下 

会員数（男/女） 33名（33 名/0名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 矢作川流域と籠川の合流点右岸側の清掃奉仕活動を月 2回程度行う。地域社会の発展に関する活動。 

団体名 琴平ふくろう谷の会（ｺﾄﾋﾗﾌｸﾛｳﾀﾞﾆﾉｶｲ） 

活動地区 豊南地区 定例会 とき：第 1週 日曜 9 時～15 時／ところ：琴平町ふくろう谷ビオトープ 

会員数（男/女） 19名（16 名/3名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 地域の子どもたちが自然とふれ合える場所になるよう子ども会と一緒に活動しています。再びフクロウが暮らせる谷をめざして毎月 1

回、草刈りや池の整備をしています。 

団体名 はじめの一歩(鴛鴨）（ﾊｼﾞﾒﾉｲｯﾎﾟ(ｵｼｶﾓ)） 

活動地区 末野原地区、その他 定例会 とき：第 2・4 週 木曜 9時～11 時／ところ：町内(活動しながら） 

会員数（男/女） 6 名（0 名/6 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 町内の道路の清掃活動（ゴミ拾い）。清掃工場より「不法投棄パトロール団体」に登録され、ゴミ拾いをしながら気づいたことを清掃工場

へ通報したり、粗大ゴミの片付け等、デジカメを使い連絡を取っています。 



2019 年度 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター 登録ボランティア一覧 

- 33 - 

団体名 法雲寺ボランティア（ﾎｳｳﾝｼﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：不定期（1年に 37 回程度）／ところ：法雲寺 

会員数（男/女） 11名（4 名/7名） 年代 20 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 仏教精神の「共生き」と「報恩」の心をボランティア活動で表したい。清掃活動・作業奉仕・花壇整備・収集活動。 

団体名 市木ふれあい花の会（ｲﾁｷﾞﾌﾚｱｲﾊﾅﾉｶｲ） 

活動地区 高橋地区 定例会 とき：不定期（1ヶ月に 1 回程度）／ところ：市木町 6 丁目花畑 

会員数（男/女） 12名（7 名/5名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（市木町自治区の方） 

活動内容 市木町 6 丁目地内の豊田市有地の空地に雑草が生い茂り見通しが悪く交通事故が多発した。この土地を 26 年前の平成 5 年に借用し花

畑にした。季節の花を年 4 回植える。毎月 1回全員で草取りする。草の状況によって随時作業する。 

団体名 宮前の森林倶楽部（ﾐﾔﾏｴﾉﾓﾘｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：年に 1 回程度／ところ：宮前の森林 

会員数（男/女） 19名（15 名/4名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 豊田市宮前町の市有林を都市近郊の「里山」として整備・維持管理するとともに、地域住民の観察や交流の場としても活用し、この地域

の森林（もり）として育てることを目指す。 

団体名 アド清流愛護会（ｱﾄﾞｾｲﾘｭｳｱｲｺﾞｶｲ） 

活動地区 猿投台地区 定例会 とき：不定期（1 年に 2 回程度）／ところ：不定 

会員数（男/女） 23名（23 名/0名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 矢作川及び籠川合流点の水辺公園の清掃等愛護活動。矢作川からゴミを無くして、清流をとりもどそうを合言葉に水辺公園の管理と公園

造りを主活動として行っている。 

団体名 豊田市自然愛護協会（ﾄﾖﾀｼｼｾﾞﾝｱｲｺﾞｷｮｳｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：8つの構成団体毎に定期、不定期あり／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 450名（250 名/200 名） 年代 50代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 豊田市域の自然環境の保全、保護にかかる活動および自然情報収集のための調査活動を行う。市内重要湿地の巡視と保全作業。 

団体名 ＮＰＯ法人 矢作川と三河武士フォーラム（ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝ ﾔﾊｷﾞｶﾞﾜﾄﾐｶﾜﾌﾞｼﾌｫｰﾗﾑ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2・4週 月曜 13 時～15時 30 分／ところ：代表者宅 

会員数（男/女） 200名（100 名/100 名） 年代 20代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 矢作川流域の歴史と伝統文化圏作り、環境に優しい自然との共生の地域活動。青少年の健全育成・活動。 
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団体名 Wisley 前林（ｳｨｽﾞﾘｰ ﾏｴﾊﾞﾔｼ） 

活動地区 前林地区 定例会 とき：第 3週 金曜 9 時～12 時、不定期（1 年に 12 回程度）／ところ：前林交流館 

会員数（男/女） 13名（3 名/10名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（前林学区在住の方） 

活動内容 地域の方が集まる前林交流館を花のある憩いの場となるよう四季を通じて楽しめる花壇づくり 

団体名 市木川美化ボランティアの会（ｲﾁｷﾞｶﾞﾜﾋﾞｶﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾉｶｲ） 

活動地区 高橋地区 定例会 とき：第 3週 水曜 8 時～12 時／ところ：市木町自治区区民館 

会員数（男/女） 33名（29 名/4名） 年代 50 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 町内市木川約 1.7 ㎞の水辺に植樹を中心とした日常的な環境整備を行う。 

団体名 特定非営利活動法人 矢作川森林塾（ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾔﾊｷﾞｶﾞﾜｼﾝﾘﾝｼﾞｭｸ） 

活動地区 高橋地区 定例会 とき：毎週 土曜 6 時 30 分～9時 30分／ところ：千石公園 

会員数（男/女） 51名（37 名/14 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 矢作川流域の健全な生態系の保護と、文化を象徴する川の風景を想像し、豊かな自然環境を後世に残すことを目的とする。 

団体名 益富蛍友会（ﾏｽﾄﾐｹｲﾕｳｶｲ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：第 2・4 週 土曜 8時 30 分～12 時／ところ：豊田市泉町 

会員数（男/女） 17名（17 名/0名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 益富地区の「ゲンジボタルを守り育てる」ための活動。ゲンジボタルの幼虫飼育・放流。ゲンジボタルの上陸・飛翔観察。東海環状線工

事後の再生河川(古瀬間町）へのカワニナとゲンジボタルの復活。カワニナ飼育水路での生態研究・増殖。 

⓰ 社会教育 

団体名 ＮＰＯ日本語教室「ともだち」（ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾆﾎﾝｺﾞｷｮｳｼﾂ｢ﾄﾓﾀﾞﾁ｣） 

活動地区 逢妻、高橋、竜神地区 定例会 とき：不定期（1 年に 6回程度）／ところ：不定 

会員数（男/女） 18名（4 名/14名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 日本語が分からないために苦労している外国人の人たちや、日本に来て就学が困難な児童生徒と一緒に、日本語学習や文化交流などを行

う。活動時間は、逢妻交流館が日曜日 10 時～12 時、高橋交流館が日曜日 13 時～15 時。 
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団体名 Facilitation Center 「テラ」（ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ ｾﾝﾀｰ ｢ﾃﾗ｣） 

活動地区 拠点を豊田市とし、活動区域は特に定めない 定例会 とき：第 3 週 土曜 13 時 30 分～15 時 30 分 その他 必要に応じて／と

ころ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 2 名（2 名/0 名） 年代 40 代～50 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ①参加型ファシリテーションの実施。②ESD ファシリテーターが共につながり成長できる場の提供及び次世代リーダーの育成。 

団体名 フリースペースＫ（ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽｹｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 月～金曜 10時～13 時 30 分／ところ：豊田市久保町（フリースペースＫ） 

会員数（男/女） 20名（1 名/19名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 各種講座、講演会、教室、サロン開催。多様な人達との交流・居場所作り。いろいろな学びを通して、誰もが生き心地の良い地域社会を

作る。 

団体名 とよた歴史マイスター（ﾄﾖﾀﾚｷｼﾏｲｽﾀｰ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 年に 1 回程度）／ところ：郷土資料館 

会員数（男/女） 83名（58 名/25 名） 年代 20 代～80代 メンバー募集 募集中（講座受講された方） 

活動内容 豊田市の歴史や文化財について学び、伝える活動を行う。郷土資料館での展示案内、講座手伝い、史跡案内、史跡の清掃、講師など。 

⓱ 国際協力 

団体名 特定非営利活動法人 トルシーダ（ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾄﾙｼｰﾀﾞ） 

活動地区 崇化館・保見地区、その他（みよし市） 定例会 とき：不定期（1 週間に 1 回程度）／ところ：小坂町 1-4-12 

会員数（男/女） 10名（0 名/10名） 年代 40 代～60代 メンバー募集 募集中（会の主旨に賛同） 

活動内容 ①外国籍の青少年への居場所提供事業②日本語教育事業③情報提供事業④ネットワーク事業 

団体名 Ｇlocal Toyota（ｸﾞﾛｰｶﾙ ﾄﾖﾀ） 

活動地区 崇化館地区 定例会 とき：１ヶ月に１回程度／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 6 名（3 名/3 名） 年代 30 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 豊田市に住む外国人自身がより楽しく市民として生活するヒントとなる場の提供。外国人ボランティアの活動場所。 
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⓲ 相談・交流 

団体名 サロンふじなん（ｻﾛﾝﾌｼﾞﾅﾝ） 

活動地区 藤岡南地区 定例会 とき：第 1 週 木曜、イベント日／ところ：藤岡南交流館 

会員数（男/女） 14名（4 名/10名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域住民の居場所作り。地域住民の芸達者の出演のチャンス作り。毎月 1回以上サロン開催。演奏会、ものづくり（折り紙、クリスマス

リース、門松）、抹茶提供など。 

団体名 ひと育てプロジェクトあすか（ﾋﾄｿﾀﾞﾃﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱｽｶ） 

活動地区 竜神・末野原地区 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 1 回程度）／ところ：大林区民会館 

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 50 代～60 代 メンバー募集 募集中（要相談） 

活動内容 地域の方の特技や社会経験を生かした活動を行って、地域や社会のために必要な人材を育てていくことを目指す。ものづくりや健康体操

等を通して、生きがいや健康づくりの促進や交流を深めていく活動をします。 

団体名 つぶやきを形に『有言実行本舗』（ﾂﾌﾞﾔｷｦｶﾀﾁﾆ『ﾕｳｹﾞﾝｼﾞｯｺｳﾎﾝﾎﾟ』） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第３週 水曜 10 時～12 時）／ところ：豊田市福祉センター 3F 交流コーナー 

会員数（男/女） 4 名（1 名/3 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 みんなで語らいの場を作って参加者の思い、考えについて意見交換を行い、自分なりに感じて吸収していく。 

団体名 サロンますとみ（ｻﾛﾝﾏｽﾄﾐ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：毎週 水曜 9 時～12 時 30分／ところ：益富交流館 

会員数（男/女） 9 名（4 名/5 名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 交流館等において地域住民の交流の場を提供することを通じて、この活動に関わる人たちが活性化し、地域社会の絆に寄与する。 

団体名 カフェくさぶえ（ｶﾌｪｸｻﾌﾞｴ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：第 2・4 週 月曜 9時～13 時／ところ：五ケ丘 1丁目集会所 

会員数（男/女） 14名（3 名/11名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 『くさぶえハウス』（五ケ丘 1丁目集会所）において『カフェくさぶえ』を開催し、地域住民の交流の場を提供する。 
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団体名 楽しく歌おう のぶ＆じゅん（ﾀﾉｼｸｳﾀｵｳ ﾉﾌﾞｱﾝﾄﾞｼﾞｭﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：１週間に１回程度／ところ：自宅 

会員数（男/女） 2 名（1 名/1 名） 年代 70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 童謡、唱歌をアコースティックギターの伴奏で合唱。エレキギターの演奏。 

⓳ 文化・芸術・スポーツの振興 

団体名 かがやき１３（ｶｶﾞﾔｷｻｰﾃｨｰﾝ） 

活動地区 豊田市全域・近隣市町村（30 分くらいで行ける所） 定例会 とき：第 2 週 金曜 9 時～16 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 19名（6 名/13名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 高齢者施設や、幼児・学童・障がい者施設などでのボランティア活動。地域交流に関する活動全般。具体的には芸能ボランティアとして

紙芝居、歌、踊り、物づくり、手遊び、手品等実施。 

団体名 喜楽会（豊田グループ）（ｷﾗｸｶｲ(ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ)） 

活動地区 豊田市全域、西尾市、安城市、碧南市、高浜市、刈谷市、岡崎市 定例会 とき：第 2 週 水曜 13 時～15 時 30 分、第 4 週 水曜 

18 時～21 時／ところ：安城市南部公民館 

会員数（男/女） 11名（5 名/6名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 落語を通じて「笑い」を届け、各所で社会貢献活動の一環として落語を聴いて頂き、又は依頼があれば文化講座としての落語教室の指導

を行い落語普及に努めています。自治体の高齢者教室の講座、敬老会、老人会の催し、福祉施設での余興、お寺の縁日での興行等で活動しています。 

団体名 ヒデとメイ風（ﾋﾃﾞﾄﾒｲﾌｳ） 

活動地区 稲武地区、その他要相談 定例会 とき：随時／ところ：稲武地区 

会員数（男/女） 3 名（2 名/1 名） 年代 40 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ギター、尺八、篠笛のコラボ。日本の懐かしい唱歌。昭和の演奏。 

団体名 紅花会（ﾍﾞﾆﾊﾅｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 9 名（2 名/7 名） 年代 10 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 日本舞踊の素晴らしさを多くの方に知っていただくため古典（長唄等）から端唄・小唄や懐かしいメロディーに合わせた日本舞踊を披露

します。日舞の動きを取り入れた体操の指導やお好みの曲への簡単な振付と指導も行います。 
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団体名 優花（ﾕｳｶ） 

活動地区 旧豊田地区 定例会 とき：不定期／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 2 名（0 名/2 名） 年代 50 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 キーボード・ギターの弾き語りとおしゃべり。その場に合わせて、Ｊ－ＰＯＰから演歌、アニソンまで何でも歌います。（童謡・唱歌も）

福祉施設を中心に、公共施設や町内会などで芸能訪問しています。 

団体名 民芸の森倶楽部（ﾐﾝｹﾞｲﾉﾓﾘｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 猿投台地区 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 2 回程度）／ところ：豊田市民芸の森（豊田市平戸橋町） 

会員数（男/女） 22名（15 名/7名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 豊田市「民芸の森」を拠点にして、「市民による豊田らしい身近な民芸の展開」を目指して活動に取り組む。 

団体名 ひまわりダンスサークル（ﾋﾏﾜﾘﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：美里交流館 

会員数（男/女） 14名（7 名/7名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 高齢者施設のフロアー大小問わず、モダン・ラテン種目を踊り、最後には利用者の皆さんの手を取り一緒に踊ります。 

団体名 一般社団法人 寄せ植え華道協会 愛知県支部（ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾖｾｳｴｶﾄﾞｳｷｮｳｶｲ ｱｲﾁｹﾝｼﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域、岐阜県 定例会 とき：不定期（1ヶ月に２回程度）／ところ：愛知県内 

会員数（男/女） 30名（0 名/30名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 寄せ植えの講座、実習等により和の花の文化の知識・技術の継承を図る。依頼時に指導・展示を実施する。 

団体名 オカリーナ梅坪（ｵｶﾘｰﾅｳﾒﾂﾎﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 土曜 13 時～15時／ところ：梅坪台交流館 

会員数（男/女） 13名（1 名/12名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 オカリナ愛好者が、技術の習得と向上を目指し、オカリナを通して生きがいづくり、仲間づくり、地域奉仕等を目的とする。練習の成果

を交流館祭で発表、地域の高齢者施設や小学校・こども園などでオカリナ演奏をして楽しんでいただく。 

団体名 Niccorina（ﾆｯｺﾘｰﾅ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 2 回程度）／ところ：自宅 

会員数（男/女） 4 名（0 名/4 名） 年代 50 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 楽器（二胡・オカリナ等）演奏を通して楽しいひと時を過ごしていただけるよう、皆様に笑顔を届けられるよう貢献したい。 



2019 年度 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター 登録ボランティア一覧 

- 39 - 

団体名 宮新太鼓クラブ（ﾐﾔｼﾝﾀｲｺｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 月曜 16 時～17時、毎週 土曜 16 時～17時（時間は都合のよい時）／ところ：宮口新田公会

堂 

会員数（男/女） 21名（9 名/12名） 年代 10 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 主に平太鼓での和太鼓演奏活動を行っています。デイサービスへ慰問演奏。 

団体名 美里・挙母音頭保存会（ﾐｻﾄ･ｺﾛﾓｵﾝﾄﾞﾎｿﾞﾝｶｲ） 

活動地区 美里地区を主に、豊田市内 定例会 とき：練習日（第 3 週 日曜 13 時～15時）の前週木曜／ところ：美里交流館 会員数（男/女） 

35 名（9 名/26名） 年代 60 代～80 代 メンバー募集 募集中（豊田市民） 

活動内容 各種イベント参加や施設訪問において、地域住民を巻き込んだ活動を実施することにより、住民相互の協力や、交流を促進し、明るい元

気な地域を作る。 

団体名 タケちゃんマン’S（ﾀｹﾁｬﾝﾏﾝ'S） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：基本は土日、平日は要相談／ところ：訪問施設等 

会員数（男/女） 2 名（1 名/1 名） 年代 50 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 老人施設等の慰問や、地域のイベントにて、ギターを使って歌謡曲や懐メロを弾き語りして、途中途中で、ものまねや簡単なマジックや

おもしろい話を披露。（通称：ギターものまね漫談） 

団体名 琴幸会（ｷﾝｺｳｶｲ） 

活動地区 竜神地区、西尾全域 定例会 とき：随時／ところ：不特定 

会員数（男/女） 11名（2 名/9名） 年代 20 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 大正琴の演奏。音楽を通して人と人の繋がりを広める。 

団体名 白ゆり・お楽しみグループ（ｼﾗﾕﾘ･ｵﾀﾉｼﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

活動地区 豊田市全域・東郷町・鳴海・豊明・刈谷・長野県・東栄・設楽 定例会 とき：随時／ところ：不特定 

会員数（男/女） 15名（5 名/10名） 年代 30 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 踊り、音楽、歌、アコーディオン、大正琴、ギターの演奏。福祉施設への訪問。 

団体名 ポコ ア ポコ（ﾎﾟｺ ｱ ﾎﾟｺ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 か月に 1 回）／ところ：代表者宅 

会員数（男/女） 4 名（0 名/4 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 こども園、高齢者施設、地域の老人会等、依頼のあった所へ出向き、オカリナ演奏、脳トレを行う。 
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団体名 Ｓｏｅｌ（ｿｴﾙ） 

活動地区 豊田市全域、名古屋、安城、浜松、豊橋 定例会 とき：随時／ところ：不特定 

会員数（男/女） 2 名（0 名/2 名） 年代 40 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ゴスペルを女性 2 人で歌っています。場所問わず、どこへでも賛美に伺っています。 

団体名 鴛鴨文化財保護委員会（ｵｼｶﾓﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｺﾞｲｲﾝｶｲ） 

活動地区 末野原地区 定例会 とき：随時／ところ：不特定 

会員数（男/女） 22名（20 名/2名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 鴛鴨自治区内にある文化財の維持保全、環境整備。 

団体名 ショーワ・サウンズ（ｼｮｰﾜ･ｻｳﾝｽﾞ） 

活動地区 崇化館、梅坪台、浄水、朝日丘、逢妻、豊南、高橋、美里、猿投台、井郷、猿投、保見地区 定例会 とき：第 1 週 木曜 12 時～15

時／ところ：崇化館交流館 

会員数（男/女） 8 名（4 名/4 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（楽器演奏出来る方） 

活動内容 昭和の歌謡曲、童謡、唱歌を専門とし、ギター・ウクレレ・ハーモニカ等の楽器演奏で、月当たり 8～9 ヶ所の施設訪問を行う。 

団体名 （伊保原さくら会）あすなる（(ｲﾎﾞﾊﾞﾗｻｸﾗｶｲ)ｱｽﾅﾙ） 

活動地区 崇化館、浄水地区 定例会 とき：第 1・3 週 月曜 10時～13 時／ところ：浄水町伊保原区民会館 

会員数（男/女） 6 名（6 名/0 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 日本の楽器、尺八を子ども（小学、中学生）に知ってもらう。竹を工作して（採寸、穴あけ）尺八を作れるように指導する。また、老人

クラブ、自治区行事で依頼が来れば演奏している。 

団体名 いきいき会（ｲｷｲｷｶｲ） 

活動地区 豊田市内（藤岡・藤岡南中心） 定例会 とき：毎週 水曜／ところ：西中山南部集会場 

会員数（男/女） 12名（1 名/11名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 銭太鼓演技を多くの皆さんに見ていただき、日本文化の楽しさをを知ってもらう。 

団体名 フラ・マハロ・フジオカ（ﾌﾗ･ﾏﾊﾛ･ﾌｼﾞｵｶ） 

活動地区 藤岡地区および周辺地域 定例会 とき：第 1・3週 金曜 9 時 30 分～11時 30分／ところ：藤岡交流館または猿投北交流館 

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 フラダンスを通して生きがいづくり、仲間づくり、地域奉仕などを目指す。フラダンスによる芸能ボランティア、行事参加等。 
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団体名 市木伝統芸能 ふれあい七福神おどり（ｲﾁｷﾞﾃﾞﾝﾄｳｹﾞｲﾉｳ ﾌﾚｱｲｼﾁﾌｸｼﾞﾝｵﾄﾞﾘ） 

活動地区 高橋地区 定例会 とき：5・7・9・11 月 土曜 18 時～21 時／ところ：市木町第 1 区民会館 

会員数（男/女） 13名（7 名/6名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（市木町自治区の方） 

活動内容 お正月だけの七福神おどり（原則として）元旦（午前 0時）神社で奉納おどり、正月 2日町内で依頼のあった家庭へ訪問踊りを行う（お

めでたい事があった家庭へ）。市木小学校七福神クラブへ月 2 回おどり指導（正月 2 日各家庭へ大人七福神と一緒におどり訪問する）。市有地の花畑

の整備をしている。 

団体名 あやめの会（ｱﾔﾒﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（１ヶ月に 3回程度）／ところ：代表者自宅 

会員数（男/女） 4 名（0 名/4 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（三味線経験者） 

活動内容 福祉施設で三味線演奏。（童謡、小唄、長唄、民謡等） 

団体名 豊田市役所 奇術クラブ（ﾄﾖﾀｼﾔｸｼｮ ｷｼﾞｭﾂｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域、市外 定例会 とき：毎週 月曜 18 時～21時／ところ：豊田市役所職員会館 

会員数（男/女） 31名（20 名/11 名） 年代 20 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 奇術に依る慰問が主な活動です。対象は子どもからご高齢者まで幅広い年齢層。 

団体名 クルマづくり究めるプロジェクト（ｸﾙﾏﾂﾞｸﾘｷﾜﾒﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

活動地区 竜神地区、長久手市、名古屋市 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 3 回程度）／ところ：公益財団法人あすて 

会員数（男/女） 309名（293 名/16 名） 年代 20 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 子どもを対象に、クルマづくりの様々な活動を通じて、ものづくりの難しさ、人と協力してつくりあげる喜び、やりがい、達成感などの

「ものをつくる心」を子ども達が育む。また、ものづくり人材の育成につなげることを目指す。 

団体名 ふくろうの会（ﾌｸﾛｳﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：月 2 回 土曜 10 時～12 時／ところ：平戸橋いこいの広場 

会員数（男/女） 7 名（2 名/5 名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 オカリナ、クラリネット、ギターなどによる演奏活動。 
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団体名 広久手町太鼓クラブ あいづまっ鼓（ﾋﾛｸﾃﾁｮｳﾀｲｺｸﾗﾌﾞ ｱｲﾂﾞﾏｯｺ） 

活動地区 崇化館、梅坪台、朝日丘、逢妻、豊南、高橋、美里、上郷、竜神、末野原、若林、前林、若園地区 定例会 とき：不定期（1年に 1回

程度）／ところ：広久手町自治区 区民館 

会員数（男/女） 32名（21 名/11 名） 年代 10 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 子ども達を対象に地域の和太鼓（組太鼓、やぐら太鼓）、笛、お囃子、みこ舞を伝承するため、後継者の育成に努めるとともに、自治区住

民に寄与することを目的とする。 

団体名 いしの梅一座（なつメロ踊りの会）（ｲｼﾉｳﾒｲﾁｻﾞ(ﾅﾂﾒﾛｵﾄﾞﾘﾉｶｲ)） 

活動地区 井郷、石野、猿投、保見、藤岡地区 定例会 とき：毎週 金曜 9 時 30 分～12 時／ところ：福祉施設 

会員数（男/女） 5 名（1 名/4 名） 年代 70 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 自分達の趣味（懐メロ舞踊）をボランティア活動に活かし、施設訪問する。 

団体名 若園太楽鼓の会（ﾜｶｿﾉﾀﾗｺﾉｶｲ） 

活動地区 崇化館、梅坪台、逢妻、豊南、美里、益富、上郷、竜神、末野原、若林、前林、若園地区,,みよし市、岡崎市、高浜市、安城市、知立市 定

例会 とき：毎週 土曜 13 時～16 時／ところ：若園交流館 

会員数（男/女） 35名（10 名/25 名） 年代 10 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 練習により習得した技術を社会福祉施設にて訪問演奏し、施設を利用される方々に楽しんでいただけたらとそれを励みに活動をする。 

団体名 ＦＯＲ-ＹＯＵ（ﾌｫｰﾕｰ） 

活動地区 崇化館、梅坪台、浄水、朝日丘、逢妻、豊南、高橋、美里、益富、上郷、竜神、末野原、若林、前林、若園、猿投台、井郷、猿投、保見

地区 定例会 とき：第 1・3 週 水曜 10時～11 時 30 分／ところ：崇化館交流館 

会員数（男/女） 27名（7 名/20名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 楽器演奏（トーンチャイム、ミュージックベル）や合唱などの音楽を通じて楽しみながら、健康づくりと生きがい作りを目的とする。社

会貢献の精神で、ボランティア活動を行う。 

団体名 輝動あい楽（ｷﾄﾞｳｱｲﾗｸ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1･2･4 週 金曜／ところ：朝日丘交流館 

会員数（男/女） 25名（0 名/25名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（練習会 600 円/回、月によって平均 3 回） 

活動内容 フラダンスで施設訪問（芸能発表）。 
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団体名 ますづか大正琴愛好会（ﾏｽﾂﾞｶﾀｲｼｮｳｺﾞﾄｱｲｺｳｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 金曜 19 時 30 分～21 時／ところ：桝塚西町の児童館 

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 大正琴、唄、舞踊などの趣味を生かし、生きがい作りと社会へ奉仕する。 

団体名 オールドアート会（ｵｰﾙﾄﾞｱｰﾄｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 木曜 10 時～12時 30 分／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 27名（17 名/10 名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 絵画制作を通じてその技術を活かし、福祉や医療施設等への絵画展示をする。 

団体名 NPOとよた天翔福祉フォーラム（ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾄﾖﾀﾃﾝｼｮｳﾌｸｼﾌｫｰﾗﾑ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 週間に 1 回程度）／ところ：豊田市内福祉施設 

会員数（男/女） 17名（2 名/15名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 歌唱、コーラス、手遊び、フラダンス、踊り、剣舞等を毎月 4～5 回、豊田市全域の高齢者・障がい者等の福祉施設等に慰問をする。 

団体名 わいわい劇団（ﾜｲﾜｲｹﾞｷﾀﾞﾝ） 

活動地区 旧豊田市内 定例会 とき：毎週 土曜 13 時～15時／ところ：朝日丘交流館 

会員数（男/女） 13名（4 名/9名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 演劇の好きな仲間で、昔話、お伽話を中心に公演依頼を受け、披露する。 

団体名 NPOとよた羽ばたけ天翔（ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾄﾖﾀﾊﾊﾞﾀｹﾃﾝｼｮｳ） 

活動地区 豊田市全域 岡崎市一部、みよし市一部 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 1 回程度）／ところ：崇化館交流館 

会員数（男/女） 21名（7 名/14名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 歌謡、舞踊、演芸、音楽などを通じて社会福祉施設及び地域の福祉活動に貢献することを目的とする。「共に歌い、共に楽しみ、共に喜

ぶ」を理念とし、福祉施設の慰問活動を行っています。 

団体名 オカリーナふるさと（ｵｶﾘｰﾅﾌﾙｻﾄ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2・4週 土曜 10 時～12時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 18名（4 名/14名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 オカリナの演奏会（区、町の催し、デイサービス、こども園、小学校でのイベントなど） 
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団体名 AVL豊田（ｴｲﾌﾞｲｴﾙﾄﾖﾀ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 火曜 9時 30 分～正午／ところ：視聴覚ライブラリー 

会員数（男/女） 9 名（5 名/4 名） 年代 40 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 映像制作ボランティア。市内小・中学校、幼稚園、こども園、交流館、社会教育団体の活動記録。ビデオの撮影・編集の指導、助言等。

依頼による活動ビデオ制作。ビデオ講座の講師。 

団体名 のの花（ﾉﾉﾊﾅ） 

活動地区 豊田市全域（病院、地域の老人ホーム、地域の行事等） 定例会 なし 

会員数（男/女） 2 名（1 名/1 名） 年代 70 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ギター、ハーモニカ演奏活動を行っています。デイサービスの利用者さんの歌の伴奏。童謡・唱歌・懐メロフォーク＆民謡等（一緒に唄

も）。 

団体名 祭り火（ﾏﾂﾘﾋﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 土曜 19 時～21時／ところ：高橋交流館 

会員数（男/女） 11名（5 名/6名） 年代 40 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 和太鼓の演奏と指導を通して、地域との交流とボランティア活動を行う。 

団体名 衣の里 吟と舞 紅凛会（ｺﾛﾓﾉｻﾄ ｷﾞﾝﾄﾏｲ ｺｳﾘﾝｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 なし 

会員数（男/女） 20名（1 名/19名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 吟、剣、舞の三部作を楽しく練習し、披露する。 

団体名 卓友ファミリー（ﾀｸﾕｳﾌｧﾐﾘｰ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：毎週 土・日曜 10 時～12 時／ところ：豊田市五ヶ丘 五ヶ丘三丁目区民集会所 

会員数（男/女） 9 名（4 名/5 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 生涯スポーツとしての卓球を通して、地域の高齢者の健康と体力の向上をめざし同時に学童や生徒に卓球の練習機会を提供する事によ

り、地域の異世代の交流を押し進める。 

団体名 Mアラカルト（ｴﾑｱﾗｶﾙﾄ） 

活動地区 稲武地区・名古屋市 定例会 とき：随時／ところ：名古屋市内とその近隣 

会員数（男/女） 2 名（0 名/2 名） 年代 50 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 親しみやすい曲の楽器演奏や歌唱で楽しいひとときを過ごしていただく。歌詞カードを見ながら参加者と一緒に楽しく歌っていただく。 
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団体名 日本字てがみ協会 豊田支部（ﾆﾎﾝｼﾞﾃｶﾞﾐｷｮｳｶｲ ﾄﾖﾀｼﾌﾞ） 

活動地区 旧豊田市内 定例会 とき：第 3 週 火曜 13時 30 分～15 時 30 分／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 35名（4 名/31名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 字てがみ技術の習得を通じて会員の教養を高め、相互の親睦を深めることにより地域社会の文化の振興に寄与することを目的に、字てが

みの普及活動を行っています。 

団体名 旭扇会（ｷｮｸｾﾝｶｲ） 

活動地区 足助・旭・稲武地区 定例会 とき：1 年に９回程度／ところ：旭交流館。ぬくもりの里 

会員数（男/女） 11名（0 名/11名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 日本舞踊を通して大勢の人々との交流を図ることが出来る 

団体名 上郷すみれ会（ｶﾐｺﾞｳｽﾐﾚｶｲ） 

活動地区 豊田市全域、みよし市 定例会 とき：第 1・3 週 金曜 19 時 30 分～20時 30分／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 11名（0 名/11名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 レクリエーション活動の一環として、手遊びしながら、民踊（民舞）を身近なものとして一緒に楽しむ。ストレッチ体操、手遊び歌（童

謡）、盆踊りを楽しむ 

団体名 扇の会（ｵｵｷﾞﾉｶｲ） 

活動地区 高橋、美里、益富地区 定例会 とき：毎週 水曜 12時 30 分～14 時 30 分／ところ：益富交流館 

会員数（男/女） 14名（1 名/13名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 太極拳、カンフー扇を活かした慰問活動。 

団体名 高橋ハーモニカフレンズ（ﾀｶﾊｼﾊｰﾓﾆｶﾌﾚﾝｽﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 土曜 15 時～18時／ところ：高橋交流館 

会員数（男/女） 13名（7 名/6名） 年代 50 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ：地域活動、施設訪問、ハーモニカの演奏と歌詞カードを持参して皆さんに歌っていただく、又こども園等は曲に合わせた手作りの紙芝

居とハーモニカ演奏も行っています。 
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⓴ 行事ボランティア 

団体名 コールコスモス（ｺｰﾙｺｽﾓｽ） 

活動地区 足助・旭・稲武地区、設楽町・根羽村 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 2・3 回）／ところ：不定 

会員数（男/女） 14名（0 名/14名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 定期的なコーラス練習を通じ、仲間作りと会員の健康推進を図り、その結果を介護等福祉施設への慰問。地域行事での発表、小中学校で

の発表等を実施し、社会との繋がりを持ちながら地域貢献の一助となる事を目的とする。 

団体名 稲武Ｎａｐｕａ（ｲﾅﾌﾞﾅﾌﾟｱ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週 日曜 11時～14 時／ところ：稲武交流館 

会員数（男/女） 17名（0 名/17名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 行事においてのフラダンス。福祉施設への訪問発表。 

団体名 おひさま（ｵﾋｻﾏ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 土曜 9時～12 時／ところ：(公財)あすて 

会員数（男/女） 5 名（2 名/3 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 手作り楽器（オカリナ、篠笛等)販売し、収益金寄付。オカリナ、篠笛（手作り含む）演奏及びお客様演奏体験。合唱（ピアノ、キーボー

ド伴奏）。ハンドベル演奏体験。 

団体名 美里 扇の会（ﾐｻﾄ ｵｵｷﾞﾉｶｲ） 

活動地区 高橋、美里、益富地区 定例会 とき：第 2 週 金曜 15～17 時／ところ：美里交流館 

会員数（男/女） 19名（3 名/16名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 ①太極拳の普及活動と健康づくり。②功夫扇、ボール太極拳等余興の紹介。 

団体名 豊田クリエイティブクラブ（ﾄﾖﾀｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2・4週 土曜 13 時 30 分～15 時／ところ：産業文化センター第 3工作室 

会員数（男/女） 24名（22 名/2名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 豊田市及び近郊在住の高校生以上の学生及び一般市民を対象にクリエイティブ精神の啓発活動と創造的な作品の創作活動の活性化に貢

献するとともに、創造性啓発の行事などへの積極的参加支援を行う。 
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団体名 マジックゼロ（ﾏｼﾞｯｸｾﾞﾛ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 金曜 18 時～20時／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 14名（8 名/6名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 マジックの活動を通して、子どもや地域への貢献しています。 

団体名 チームおいでん（ﾁｰﾑｵｲﾃﾞﾝ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 日曜 18時～20 時／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 17名（11 名/6名） 年代 10 代～50代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 よりよいおいでんまつりを作り上げていくための、市民による様々な盛り上げの活動を行う。 

団体名 竹まごころ会（ﾀｹﾏｺﾞｺﾛｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 4 週 日曜 8時～16 時の内 4 時間／ところ：竹下区民会館 

会員数（男/女） 28名（11 名/17 名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 地域に役立つ社会奉仕グル―プとして、バザーの手伝い（綿菓子、ポップコーン手作り無料 配布）、竹下区民会館大二集会場の清掃(年

6 回）、地域ふれあいイベントのお手伝い(年 5回）、その他公園の空き缶、ゴミ拾い、草刈作業（年 2 回）。 

団体名 だんらん皿廻し友の会（ﾀﾞﾝﾗﾝｻﾗﾏﾜｼﾄﾓﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 2 名（2 名/0 名） 年代 60 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 皿廻しを通じて地域の皆さんと交流します。皿廻しをします。皆さんも皿廻しを体験できます。 

団体名 秋桜会（ｺｽﾓｽｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 練習日と同じ／ところ：不定 

会員数（男/女） 9 名（0 名/9 名） 年代 60 代～80 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 大正琴の演奏 

㉑ 移送・運転 

団体名 大型車運転友の会（ｵｵｶﾞﾀｼｬｳﾝﾃﾝﾄﾓﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：会社内 

会員数（男/女） 28名（28 名/0名） 年代 20 代～60代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 トヨタ自動車㈱トヨタボランティアセンターより依頼を受け活動。社内外のイベントでのバス、トラック等の運転。 
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㉒ 保険・医療 

団体名 トヨタ記念病院 病院ボランティア「みつわ会」（ﾄﾖﾀｷﾈﾝﾋﾞｮｳｲﾝ ﾋﾞｮｳｲﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｢ﾐﾂﾜｶｲ｣） 

活動地区 トヨタ記念病院 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 1 回程度）／ところ：トヨタ記念病院 

会員数（男/女） 75名（4 名/71名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 外来ボランティア、ソーイング、移動図書、園芸、生け花、バスケット作り、傾聴ボランティア。トヨタ記念病院内でのボランティア活

動。 

団体名 豊田厚生病院ボランティア かもボランテ（ﾄﾖﾀｺｳｾｲﾋﾞｮｳｲﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ｶﾓﾎﾞﾗﾝﾃ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：随時／ところ：院内会議室 

会員数（男/女） 20名（2 名/18名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 新患、再来受診手続き、再来受付機の操作の補助。入院患者さま、面会者の案内及び介助。車椅子等、歩行困難な方への案内誘導、車の

乗降介助。入院患者さまの話し相手、車椅子散歩。さすりボランティア。医療環境を整える支援（花の手入れ、車椅子の掃除など） 

団体名 とよたミュージックケアの会（ﾄﾖﾀﾐｭｰｼﾞｯｸｹｱﾉｶｲ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 1 回程度）／ところ：代表者宅 

会員数（男/女） 5 名（0 名/5 名） 年代 40 代～50 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 介護予防のための講座（音楽と体操を組み合わせ、体と脳を刺激し、活性させる。回想法、発声法、コグニサイズも取り入れる。）歌声サ

ロン。介護予防、音楽療法の研究、啓発活動。 

団体名 フラワーズ（愛言葉・音楽療法）（ﾌﾗﾜｰｽﾞ(ｱｲｺﾄﾊﾞ･ｵﾝｶﾞｸﾘｮｳﾎｳ)） 

活動地区 崇化館、梅坪台、朝日丘、高橋、美里、益富、上郷、竜神地区、その他 定例会 とき：随時／ところ：不定 

会員数（男/女） 5 名（1 名/4 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 アンチエイジングダンス＝昭和青春歌謡ダンス。昭和青春歌謡曲で一緒に踊ったり歌ったり、座ったまま指先を動かすダンスをしたり、

リズム楽器をもってもらってリズムを取ったりしてもらっています。 
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㉓ 中間支援 

団体名 ボランティアぽけっと（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｹｯﾄ） 

活動地区 井郷地区 定例会 とき：第 1週 月曜 10 時～12 時／ところ：豊田福寿園 

会員数（男/女） 16名（0 名/16名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 豊田福寿園でガーゼたたみ、雑巾、マットづくり、つくろいもの、掃除、車椅子の清掃など事業所の手伝い。不定期で、大きな行事(運動

会・盆踊りなど）にて入所の方のお世話の手伝い、バザーなどの補助を行う。 

㉔ その他 

団体名 ＪＡあいち豊田助け合いの会 ふれあいの輪（ｼﾞｪｰｴｰｱｲﾁﾄﾖﾀﾀｽｹｱｲﾉｶｲ ﾌﾚｱｲﾉﾜ） 

活動地区 豊田市全域、みよし市 定例会 とき：随時／ところ：ＪＡあいち豊田保見支店隣 保見多目的ホール 

会員数（男/女） 246名（0 名/246 名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 厚生病院、足助病院にてボランティア活動をしています。施設ボランティア活動等、高齢者の生活支援のための活動をしています。地域

の方の居場所作りとして足助病院にて JA カフェをオープン。竹多目的ホールにて「ふれあいサロン竹」をオープン。 

団体名 紙芝居「ころころ座」（ｶﾐｼﾊﾞｲ｢ｺﾛｺﾛｻﾞ｣） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：第 2・3 週 火曜 10時～12 時／ところ：益富交流館 

会員数（男/女） 5 名（0 名/5 名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 紙芝居を演じることを通して、地域の人達との交流を図る。月 3 回（第 2・3・4 火曜日）の活動・月 1回こども支援センター「ゆうゆ

う」、2 ヵ月に 1回とよた苑にてボランティア講演。紙芝居の他に手遊び、歌を入れ交流を広める。（要望があれば、絵本の読み聞かせ、笑いヨガ等

もできます） 

団体名 豊田自然調査の会 虫めがね（ﾄﾖﾀｼｾﾞﾝﾁｮｳｻﾉｶｲ ﾑｼﾒｶﾞﾈ） 

活動地区 豊田市自然観察の森とその周辺地域  

定例会 とき：第 4 週 土曜 9時 30 分～11 時 30 分／ところ：豊田市自然観察の森 

会員数（男/女） 21名（15 名/6名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 豊田市自然観察の森とその周辺地域を主な活動地域とし、自然環境や生物にどのような種類等がみられるのかなどの調査を実施。あわせ

て調査報告などで必要な標本や写真等資料の収集、作成、整理、保管等を行い調査内容の発表を行う。 



2019 年度 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター 登録ボランティア一覧 

- 50 - 

団体名 若林東小学校地域学校共働本部（ﾜｶﾊﾞﾔｼﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳﾁｲｷｶﾞｯｺｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾌﾞ） 

活動地区 若林東小学校 定例会 とき：不定期（1 年に 1 回程度、8月頃）／ところ：若林交流館 

会員数（男/女） 37名（6 名/31名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 校内にて学習サポーター。クラブ、部活サポーター。専門サポーター（図書館整備、園芸サポート、読み聞かせ）。臨時サポーター（校外

学習、家庭科実習）。 

団体名 東山小学校地域学校共働本部（ﾋｶﾞｼﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳﾁｲｷｶﾞｯｺｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾝﾌﾞ） 

活動地区 東山小学校内及び通学路 定例会 とき：不定期（1 年に 3回程度）／ところ：東山小学校 

会員数（男/女） 91名（52 名/39 名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 学校の教育活動・授業の支援・環境整備。クラブ活動の講師。行事のサポート。 

団体名 ぬくもり♡ネット（ﾇｸﾓﾘ ﾈｯﾄ） 

活動地区 崇化館地区 定例会 とき：第 3 週 土曜 10時～15 時／ところ：崇化館交流館 

会員数（男/女） 11名（2 名/9名） 年代 30 代～70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 拳母小学校区に住んでいる児童（主に 4～6 年生対象）と地域の者が崇化館交流館の調理室で一緒に料理を作って会話しながら楽しく会

食し、子どもたちが安心して過ごせる居場所作りを目指して活動します。 

団体名 のんきくらぶ（ﾉﾝｷｸﾗﾌﾞ） 

活動地区 浄水・逢妻・高橋・足助・下山地区 定例会 とき：毎週 月曜 17 時～19時／ところ：矢並町集会場 

会員数（男/女） 3 名（2 名/1 名） 年代 70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 民踊り、安来節（ドジョウすくい）を高齢者施設などで披露する 

 



ボランティア募集情報を掲載！
 子ども学習支援事業でのボランティア募集

 認知症カフェでのボランティア募集

 高齢者施設でのボランティア募集

 社協主催の事業について

などを随時ご紹介していきます！

ぜひ、

いいね！してね♪

『ボラメ情報サービス』も行っています！

ボランティアセンターから、登録した携帯電話ア

ドレスにボランティア情報をメール配信します。

★ 宛先：vc@toyota-shakyo.jp

★ 件名：ボラメ情報希望

★ 本文：氏名、性別、生年月日、住所、電話番号

メールを送ってください！

「Facebook」の友達登録は

ＱＲコードを読み取って

ください！

mailto:vc@toyota-shakyo.jp

