
グループ名 活動内容 活動地域

1 1 フレンドシップ．．．ほほえみ 創作コント、銭太鼓、スコップ三味線、歌、ダンス、腹話術 市内

2 2 災害支援ボランティアネット丹 被災地での災害支援活動 市内・全国

3 3 丹波市防災会 地域防災や、市民の防災意識の向上を図る 市内

4 4
ボランティアグループ
ほのぼのカーボ

福祉体験学習指導（アイマスク、車イス、エルダートライ）
春日、氷上

青垣、市島、柏
原

5 5 スマイル８（人形劇・ハンドベル）
ハンドベル演奏、コント、歌、人形劇等による高齢者施設、学童施設等の訪
問

市内
県内

6 6
ビューティータッチセラピスト協
会

介護施設及びグループ訪問、個人在宅などでの健康寿命の延伸及び睡眠の質の向上
につながるタッチセラピーを中心に生活のクオリティの向上のお手伝いをします。
楽しいコミュニケーションも行います。

市内
県内
その他

7 7 傾聴ボランティア「虹」 心の触れ合いを求めている方の話し相手 市内

1 8
県立柏原病院ボランティア
“オオムラサキ”

病院玄関での活動・再診受付機・高齢者介助・車いす介助・車への乗り降り
の介助・院内案内・幼児の見守り・抱っこ・入院のお手伝い図書カートの１
階～５階への移動、病院フェスティバルのお手伝い、演芸等

柏原

2 9
柏原手話サークル
木の根

聴覚障がい者との交流、聴覚障がい者の生活向上のための活動、手話技術の
習得及び普及

県内

3 10 柏原点訳グループ 丹波市広報点訳、市内福祉学級等 市内

4 11
朗読ボランティア
やまゆり

目の不自由な方にﾃｰﾌﾟに吹き込み発送
（丹波新聞、丹波市広報、丹波市議会だより、社協広報、丹波昔ばなし）

柏原

5 12 リハビリ介助ボランティア デイサービスで話し相手や指体操、歌をうたったり、ゲーム等 柏原

6 13
柏原町婦人会
ボランティア　バラ

青少年健全育成、住みやすい環境整備と廃食用油の回収、まちづくり活性化 柏原

7 14
調理ボランティア
さくらんぼ

高齢者の人を対象に、年2回お昼のつどいを開催し、会員の手作りの料理とアトラク
ションで交流を深めていただく

柏原

8 15
料理ボランティア
ほくほく

施設へのおやつ作りと交流、イベントへの参加 柏原

9 16
お便りボランティア
くるみ

柏原町内のひとり暮らし高齢者の方へお便りの配信 柏原

10 17
人形劇グループ
ドリーム

人形劇、ペープサート、エプロンシアター等の製作及び講演活動
市内
県内

11 18 男性料理教室「ボタンの会」 男性料理教室開催、地域ボランティア活動 市内

12 19
ボランティア
ひまわり

環境美化、町ボランティアまつり、福祉バザーに参加。障害施設の行事と障害のあ
る方の介助と支援に参加し住みよい町づくりを行う。

柏原

13 20 琴伝流大正琴゛Kおぐら゛ 老人施設慰問演奏・柏原文化協会行事に於ける演奏 柏原

14 21 深尾須磨子歌う会コスモス
丹波市音楽祭、篠山丹波合唱祭、愛と平和の手作りコンサート、兵庫のうたごえ合唱発表
会、施設でのボランティア活動

市内

15 22 丹波の森公苑「里山倶楽部」 丹波の森公苑内の里山保全、整備など 柏原

16 23 あおぞら
養護老人ホーム、高齢者デイサービス、地域のいきいきサロンで絵本の読み
聞かせ、紙芝居、パネルシアターの上演、楽器と歌、腹話術などを利用者の
方と楽しむ

市内、篠山

17 24 たんばオカリナクラブ オカリナ練習、オカリナ演奏ボランティア、レクリエーション、ゲーム等 市内

18 25 丹波柏原ふるさとガイドクラブ 柏原への観光客のガイド 柏原

19 26
子育て一時預りボランティア
「プーさん」

子どもの預かり、遊び相手など 柏原、氷上

20 27 サマリー丹 パソコン要約筆記 市内

21 28 おひさま
月１回　第1（土）柏原子育てセンターでお話し会
月１回　第2（土）柏原図書館でお話し会　等

市内

22 29 みんなの脳活ゲームたんぽぽ
自治会サロン、敬老会、介護施設などで脳の活性化を図る認知症予防ゲーム
を行う

柏原（市内）

23 30 丹波シニアアンサンブル
楽器（ピアニカ、オカリナ、ハーモニカ、マンドリン、マリンバ、ギター、
サックス、ピアノ、パーカッション等）による演奏を行う

市内

24 31 エコアースオンリー 地球温暖化防止・３Rを啓発したく、ゴミ拾いを呼びかける 市内

25 32 おやこあんさんぶる　ピノキオ 器楽奏、手話歌、ダンス 市内
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グループ名 活動内容 活動地域

1 33
氷上手話サークル
まつぼっくり

手話の学習及び、聴覚障害者と手話でコミュニケーションを図ることによりその生活の様子
を学ぶ。また、手話通訳活動により聴覚障害者の積極的な社会参加を支援する。

氷上

2 34
氷上町朗読グループ
さわらび

広報たんば、丹波新聞、神戸新聞、議会だより、JAたんばひかみの録音(CD,テー
プ）、発送、老人ホーム青葉荘へ月1回訪問

氷上

3 35 ねんりん氷上
老人ホームでの行事の手伝い
障害者との会話ボランティア・行事の手伝い

柏原

4 36 白菊 松寿園での喫茶ボランティア 氷上

5 37 氷上のじぎく 施設の行事手伝い、付き添い、デイサービスの入浴利用者の見守り 氷上

6 38 プチトマト 高齢者、生きがいデイサービスおやつ作り 氷上

7 39 へたの会
ひとり暮らし高齢者へ春の便り、暑中見舞い、秋の便り、年賀状を届ける
町内の文化祭やボランティアまつりへの参加

氷上

8 40 氷上歌謡詩吟グループ 歌謡詩吟・詩吟を詠いボランティアをすること 市内

9 41
ボランティアグループ
新世紀

生バンド、社交ダンス、車イスダンスによるボランティア 市内

10 42 青葉カフェ 青葉荘入所の方へコーヒータイムのお手伝い 氷上

11 43 読み聞かせグループ「たからばこ」 絵本の読み聞かせ 市内

12 44 華すみれ 施設を訪問し童謡唱歌を歌う
氷上　山南

青垣

13 45
精神保健福祉ボランティアグループ

フレンド
精神障害者施設運営・企画する事業・イベント等への支援活動 柏原

14 46 みんなの脳活ゲームたんぽぽ
自治会サロン、敬老会、介護施設などで脳の活性化を図る認知症予防ゲーム
を行う

氷上（市内）

15 47
ひかみ日本語コミュニケーション
クラブ

在日外国人への日本語教授 氷上

16 48 オレンジねっと
認知症ケア専門士としての地域での認知症に関する活動、月1回の集い（自己
研鑽や職場での認知症の方への対応力向上）認知症カフェの開催等

市内

1 49 子育てサポートボランティア笑顔 地域内の親子を対象にしたサロン活動､及び読み聞かせ 青垣

2 50
ボランティア
あおぞら

国保青垣診療所リハビリ通所者支援 青垣

3 51
青垣手話サークル
もみじ

聴覚障がいi者の言語である手話を多くの人に理解してもらう 市内

4 52
朗読ボランティア
りんどう

視覚障害者の方に丹波市広報・丹波新聞等をＣＤに録音して届けている。年2
回交流会

青垣

5 53 まろんサークル 介護施設での利用者との交流及び行事手伝い 青垣

6 54 青垣ボランティア「かえで」 施設でふれあい喫茶 青垣

7 55
傾聴ボランティアグループ　わか
ば

地域高齢者見守り・おしゃべりサロン 青垣

8 56 遠阪お昼のつどい「お元気会」
高齢者を対象として食事をして頂き、アトラクションで楽しんで頂く。
お互いに助け合い、安否確認も兼ねている

青垣

9 57
佐治地区高齢者お昼のつどい
「すずらん」

年に2回ボランティアさんの手作り弁当で楽しく過ごしていただく 青垣

10 58 銭太鼓「双葉会」 銭太鼓を通じて人との交流を図る。　各イベントへ参加、施設訪問 市内

11 59 カザグルマの会 公共施設の植木剪定・歳末見舞品作り・門松作り 青垣

12 60 kani kani pua フラダンスを通して、地域の方との交流活動の活性化を図る 青垣

13 61 混声合唱団　フィオーレ 合唱を通して地域の方々との交流、文化活動の活性化を図っている 市内

14 62 ディスカバリー青垣 観光案内ガイド 青垣

15 63 みんなの脳活ゲームたんぽぽ
自治会サロン、敬老会、介護施設などで脳の活性化を図る認知症予防ゲーム
を行う

青垣（市内）

青
垣

氷
上



グループ名 活動内容 活動地域

1 64 スマイル 大正琴・新舞踊 市内

2 65 サマリーかすが 要約筆記
市内
県内

3 66
春日手話サークル
おやゆび姫

手話を学習することにより、聴覚障害者との交流を深め、情報提供や福祉学
習など普及、理解を深める。

春日　市内
県内

4 67
春日町朗読ボランティアグループ
ひまわり会

視覚障害者への広報、社協だより、丹波新聞への朗読録音を届ける 春日

5 68 てるてるさろん
きらめきワークのメンバーとの交流、イベントへの支援、リサイクルショッ
プの店番

柏原
春日

6 69 和楽 宅老所 春日

7 70 あじさい
高齢者介助ボランティア
おかの花、ひかり等にて

春日

8 71 ねんりん・かすが 東部デイサービス、特養おかの花の高齢者と交流、車イス介助等 春日

9 72 めだかの会 独居高齢者あて絵手紙、暑中見舞い、年賀状 春日

10 73 春日マジッククラブ
敬老会、老人会、いきいきサロン、子供会、アフタースクール、施設の催しなどや、地域の
お祭りなどの行事に出向き、交流や指導も行っている

市内
福知山　篠山

11 74 コーラスやまびこ
施設訪問、コーラス
（懐かしい歌を一緒に歌いながら交流を深める）

春日
その他

12 75 春日銭太鼓同好会 いきいきサロン、デイサービス他芸能発表（地域福祉施設訪問） 市内

13 76
語りべサークル
こんぺいとう

学校やサロン等での丹波の昔話や紙芝居を通しての交流 市内

14 77 琴和会 大正琴の演奏、歌あそび、脳トレーニング
市内
春日

15 78 循環型まちづくりをすすめる会 廃食油を再利用した石鹸作り及び環境学習指導 春日

16 79 緑花クラブ 緑化活動・環境保全・地域の方々とのふれあい 春日

17 80 花と緑の会 支援学校との交流、花の植え替え 春日

18 81 ねこバス 子育て支援 市内

19 82
かすがおもちゃライブラリー
どりいむ

おもちゃで遊ぶ、子育て支援、
親同士、子供同士のコミュニケーションの場

春日

20 83 シニアパソコン
お弁当用掛け紙作成、ふくサポカレンダー
依頼による文書作成

春日

21 84 氷上子育て親の会
不登校、ひきこもりの親または家族のセルフヘルプ活動。毎月３回の例会と
不定期の学習相談活動。居場所の運営

市内
その他

22 85 ボランティアこぶし 牛乳パックの再生加工 春日

23 86 風ごよみ 絵本の読み聞かせ 春日

24 87 みんなの脳活ゲームたんぽぽ 脳の活性化を図る認知症予防ゲームを行う 春日（市内）

1 88
朗読ボランティア
かけはし

丹波市の情報をデジタル録音しＣＤを作成、利用者に送付 山南

2 89 おはなしグループ お話し相手をする、歌をうたう、手品、紙芝居、腹話術　他 山南

3 90 喫茶しゃくなげ 喫茶、サービス、利用者との交流 山南

4 91
施設ボランティア
すぎなグループ

施設の方の介助 山南

5 92 あせび会 施設での毎月・イベント時の交流 山南

山
南

春
日



グループ名 活動内容 活動地域

6 93 上久下ボランティアグループ
友愛弁当作り、地域イベントの手伝い、地域づくりセンター・老人ホームの
窓ふき

山南

7 94
久下地区ボランティア
ささゆり

友愛弁当作り、山南ボランティア祭り参加、夏祭り手伝い（施設）、喫茶・
手芸・お話・施設ボランティア等

山南

8 95 小川地区ボランティア協議会
小川地区内で高齢者がふれあいを求めて楽しむ処の提供
小川ふれあいサロン、ふれあい弁当配布、施設入居者へのボランティア支援

山南

9 96 和田地区ボランティアグループ
友愛訪問、施設訪問、和田小・中・認定保育園等に雑巾配布、寒中見舞いハ
ガキ送付、夏祭参加

山南

10 97 四つ葉 市内小学校への福祉体験教室の実施等 市内

11 98 絵手紙グループ 絵手紙を通じて独居老人との交流 山南

12 99
山南おもちゃライブラリー
ぴょんぴょん

おもちゃライブラリーを開館し、おもちゃを通して遊びを豊かにし、コミュ
ニケーションを深め、温かい交流の場にする

氷上　山南
おもちゃ貸出対

象は県内

13 100 みんなの脳活ゲームたんぽぽ 脳の活性化を図る認知症予防ゲームを行う 山南（市内）

14 101 Ponte
野外、室内イベント等でのコーヒー、清涼飲料提供サービス（バザー等の実
施）

県内

1 102 さくらんぼの会 風船バレー、車椅子介助 市島

2 103 愛のささやき
生きがいデイサービス利用者・地域のおひとり暮らし高齢とお話をして交流
をはかる

市島

3 104 ねんりんの会 昼食介助、食器洗い、夏祭り手伝い 市島

4 105 ほほえみの会 丹寿荘 市島

5 106 ふれあいの会 高齢者に昼食を食べてもらう その他

6 107 つくしの会 高齢者昼食会 市島

7 108 仲良し会 おひとり暮らしの高齢者を対象に昼食会の実施 市島

8 109 福寿草の会 ひとり暮らしのお年寄りに、会員による手作りの昼食会、及び交流会をする 市島

9 110
ボランティアグループ
「あじさいの会」

独居高齢者の「お昼のつどい」及び友愛訪問 市島

10 111 南京玉すだれ若竹会 南京玉すだれ、腹話術、皿まわしなどの芸を披露して楽しんでいただく 市内

11 112 元気クラブ
こども園の各種行事への参加・手伝い
こども園の野菜栽培の指導・手伝い

市島

12 113 日本野外生活推進協会　市島支部 野外活動（幼児、小学生　対象） 市内

13 114 放送大学丹波市学友会 ボランティア活動他 市内

14 115 凸凹劇団 レクリエーション等 市島

15 116 丹波ギターフレンズ 公民館活動（敬老会等）での催し等 市内

16 117 ボランティアグループ　きずな 丹寿荘の車いす誘導、地域活動 市島

17 118 飛行機雲 デイサービスや福祉施設、サロンなどでの寸劇、手品、歌を通じての交流 市島

18 119 みんなの脳活ゲームたんぽぽ
自治会のサロン、敬老会、介護施設などで脳の活性化を図る
認知症予防ゲームを行う

市島（市内）

19 120 人形劇グループ　くれよん 人形劇、大型絵本の公演 市内

20 121 きどにぃ会 自助会、講演会、ヘルプマークの啓発、災害時ケアプラン啓発、Ｅ-スポーツ 県内

山
南

市
島


