
【ボランティア・市民活動等分科会ボランティアグループ】 （2014年10月現在）

No グループ名 活動内容 活動日時 活動範囲 活動場所 内　　容

【登録ボランティアグループ】

No グループ名 活動内容 活動日時 活動範囲 活動場所 内　　容

9 子どもの成長を考える会まどか 子育て支援 毎週火曜日、第1･3金曜日

(9時半～13時）
区内 地域活動ﾎｰﾑくさぶえ

10 子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「あっぷりけ」 子育て支援 毎週水曜日
(10時～12時）

区内 都筑地区ｾﾝﾀｰ
サロン、手遊び
絵本の読み聞かせなど

11 子育て支援グループドリーム 子育て支援 火曜日～金曜日
（9時～13時半）

区内
横浜国際ﾌﾟｰﾙ、
都筑ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　他 保育

12 ２ひきのさかな文庫 子育て支援 第1・3木曜日
(10時半～12時)

区内・区外 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ聖書ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 お話し会、読み聞かせ

13 佐江戸会館ふれあいサロン 子育て支援 第3月曜日
(10時～15時)

区内 佐江戸会館
親子の居場所づくり、
軽食、本の読み聞かせ

14 飛び出せ園バス隊 子育て支援
障がい児支援

月2回
(10時～14時）

区内・区外 都筑区内
人形劇、絵本読み聞かせ
、音楽演奏

15 ピノキオ 子育て支援
高齢者支援

第1,2,3,5金曜日
(10時～15時)

区内・区外 都筑地区ｾﾝﾀｰ 木のおもちゃ製作･貸出

16 ヴォイス・パレット
子育て支援
高齢者支援

不定期 区内 依頼に応じて 朗読と音楽のコラボ

17 ぐるーぷ・あじさい 子育て･高齢者支援
障がい児者支援 月1.2.3.5回金曜日 区内 都筑地区ｾﾝﾀｰ 布おもちゃ・絵本製作･貸出

18 グループすこやか 子育て･高齢者支援
障がい児者支援 9時半～12時半 区内 区役所　他 保育及び老人施設での話し相手

19 つづき音声訳グループあかり 障がい者支援 毎週金曜日
(10時～12時半）

区内・区外 かけはし都筑 テープ雑誌作成、対面朗読

20 ボランティアグループ　いっしょ 障がい者支援
第1土曜日
(13時～16時半)

区内 かけはし都筑
精神障害者とその家族の
ためのﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

21 手話サークル　モア 障がい者支援
月4回土曜日
(9時～12時）

区内 かけはし都筑 手話勉強会

22 手話サークル　さくらんぼ 障がい者支援 月3回日曜日
(10時～11時半）

地区限定 葛が谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 手話勉強会

23 手話サークル　せせらぎ 障がい者支援 月3回金曜日
(19時～20時45分)

区内・区外 仲町台地区センター 手話勉強会

24 点字グループ「つくし」 障がい者支援 第2・4木曜日
(10時～12時)

その他 ふれあい青葉 点字

25 傾聴ボランティアグループＹｏｕ＆Ｍｅ 障がい者支援 第2木曜日
(12時半～16時半)

区内 中川地域ケアプラザ サロン・傾聴

26 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ荏田南支え合い 高齢者支援 第4火曜日
(10時～12時)

地区限定 葛が谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ サロン

27 さわらび会 高齢者支援 毎週火,金
(10時～14時)

区内 都筑地区センター
おしゃべりサロン、
お楽しみ会

28 ふれあい昼食会せせらぎ 高齢者支援 第3土曜日
(8時30分～15時30分)

地区限定 勝田団地第１集会所 会食会

29 風とたんぽぽの会 高齢者支援 第2火曜日
(9時半～13時半)

地区限定 葛が谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 配食

30 渋沢ふれあい会 高齢者支援 第2・4火曜日 区内 渋沢自治会館 会食会・配食

31 ボランティアふきのとう 高齢者支援
第2・4水曜日
(9時～15時）

地区限定 東山田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 会食会

32 ボランティアかがはら 高齢者支援 第3火曜日
(12時半～15時半）

地区限定 加賀原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの手伝い

33 ミニ・デイサービス　ゆうゆう東山田 高齢者支援 第2・4土曜日
(8時半～16時半)

地区限定 東山田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ実施

34 生き活きクラブ 高齢者支援 随時 地区限定 東山田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 日常生活支援

35 東山田地域ケアプラ談話室 高齢者支援 第1・3木曜日
(13時15分～15時15分)

地区限定 東山田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 歌(楽器)茶話会など

36 ささえ愛つづき 高齢者支援 随時 区内・その他 都筑区民活動センター、かけはし都筑 傾聴

37 川和地区リハビリ教室
高齢者支援

障がい者支援
第1木曜日 地区限定 川和地区福祉会館 ﾘﾊﾋﾞﾘ活動

38 いきいきサロン
高齢者支援

障がい者支援
第4月曜日 地区限定 勝田団地第1集会所 創作切り絵制作・披露

39 健康リーブくらぶ
高齢者支援

障がい者支援
第1.2.4.3木曜日
(9時～16時)

区内
町内会館
地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 健康づくり支援

40 かばさんの絵画教室
障がい者支援
高齢者支援

第2・4土曜日午前 区内・区外 葛が谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 絵画教室開催

41 ハンナの会 外国人支援 毎週金曜日
(10時～13時)

区内 つづきMYプラザ 日本語教室

5
アーモンドの会
～心を聴くｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ勉強会～

高齢者・外国人
その他

月1回（火曜日）
(10時～12時半)

区内・区外 かけはし都筑 高齢者・障害者支援

かけはし都筑　他 カウンセリング勉強会区内･区外

6
横浜つづき
ﾜｲｽﾞﾒﾝ＆ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ

まちづくり
第2火曜日、第4金曜日

（18時半～20時半）

東山田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 配食および訪問

都筑区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グループ一覧

2 配食グループ　たけのこ会 高齢者支援
第3木曜日
(8時55分～13時）

地区限定

手話勉強会

勝田団地第3集会所 会食及び配食

3 ボランティアグループ華の会 高齢者支援
第1金曜日
(9時～15時)

地区限定 見花山自治会館 会食

4

お弁当の調理と配食

8 ネットワーク1・2・3 外国人支援 毎週水、金、土、日曜日 区内
つづきMYプラザ、北山田地区セン
ター、川和小コミュニティハウス
他

日本語教室

7 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　はまゆう 高齢者支援 第1･2･3水曜日 地区限定

1 手話サークルつづき 障がい者支援
毎週火曜日
（10時～11時半)

区内 かけはし都筑

葛が谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ
加賀原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

ゆうあい昼食会 高齢者支援
第1土曜日
(11時半～14時）

地区限定

7-
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42 チャルラス都筑 外国人支援 月1回火曜日
(10時～13時）

区内 かけはし都筑 外国人支援・交流

43 シニアジャズバンド・ハッピーじゃむ 音楽
毎週月曜日
(13時～16時半）

区内 かけはし都筑 ｼﾆｱｼﾞｬｽﾞ演奏　他

44 ＬＯＳＳＡＲＩＲＩＳ(ロスサリリス) 音楽
月4回
(9時半～13時）

区内 かけはし都筑 ﾌｫﾙｸﾛｰﾚ演奏

45 都筑しの笛の会 音楽
毎週土曜日
(10時～11時半）

区内・区外 都筑区民家園 しの笛演奏　他

46 カラオケ歌樂会 音楽 月５回(12時～15時) 区内・区外 みすずが丘地区ｾﾝﾀｰ 歌を歌う

47 シンフォニエッタ・トゥッティ 音楽 要問合せ 区内
地区ｾﾝﾀｰ、つづきの丘小ｺﾐｭﾆ
ﾃｨﾊｳｽ、かけはし都筑他 弦楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ披露

48 都筑三曲協会 音楽 不定期 区内 かけはし都筑 三味線、尺八、箏を演奏

49 ハモックスつづき 音楽 第2月曜日
(12時～15時）

区内・区外 都筑地区ｾﾝﾀｰ ﾊｰﾓﾆｶ披露

50 アレグロ・モデラート 音楽 毎週木曜日
(9時半～12時)

区内・区外 代表者自宅 楽器ｺﾝｻｰﾄ披露

51 大平会 音楽 月3回
(13時～15時）

区内 港北ﾌｧﾐｰﾙﾊｲﾂ集会室 民謡披露

52 手話&ステップ(でんでんむし) 音楽 第1･3月曜日
(13時～15時)

区内 加賀原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 手話歌

53 ママゴスペル隊　詩音(しおん) 音楽
毎週火曜日
(10時～12時）

区内
かけはし都筑、
つづきが丘ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ等 ママゴスペル隊

54 ルアナ　ココオルア 音楽 月3回水曜日
(10時～11時半)

区内・区外 あざみ野ﾌｫｰﾗﾑ ﾊﾜｲｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞとﾌﾗﾀﾞﾝｽ

55 都筑フラサークル　アロハプアナニ 音楽 第2,4水曜日
(12時半～15時)

区内 かけはし都筑 フラダンス披露

56 アスカ　フラメンコ 音楽
第１・３木曜日（１３時～
１４時１５分） 区内 ふれあいの丘地区センター フラメンコ

57 ボランティアひまわり会 音楽 奇数月の第1火曜日　他 区内 佐江戸町内会館 ﾌﾗ・ｶﾗｵｹ･日舞･大正琴　他

58 ふらさろんハイビスカス 音楽 毎週火・金
(10時～11時半)

区内 代表者自宅 フラダンス

59 祐美津会(すけみつかい) 音楽
月4回水曜日
(9時半～12時半） 区内・区外 川和小ｺﾐﾊ 演歌･日本舞踊

60 都筑民謡　友の会 音楽
第２,４月曜
(12時～16時）

区内 東山田地域ケアプラザ 民謡

61 オカリナ・サクラソウ 音楽
第２,４木」曜
(13時～15時）

区内 都筑地区センター オカリナの演奏

62 横浜どじょう踊りの会 音楽 月3回 区内・区外 西区地区センター どじょう掬い踊り　他

63 ソレイユ　オカリナ 音楽 第2水曜日
(13時～15時)

区内・区外 都筑センター
オカリナやギターの
アンサンブル演奏

64 アロハ・ウェーブ 音楽 月1回
(11時～15時)

区内 都筑区
ウクレレ・唄・ギター・フラ・
ベース

65 ランサンブルミューズ 音楽 毎週月曜日
(10時～12時半)

区内・区外 川和小ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ ｸﾜｲﾔﾁｬｲﾑ披露

66 ムジカ・パストラーレ 音楽 毎週土曜日
(10時～13時)

区内 かけはし都筑　他 ｵｰｹｽﾄﾗ演奏

67 夢スタジオ　舞の会 音楽 毎週火曜日
(13時半～16時)

区内 都筑の文化夢スタジオ 日本舞踊・民謡の踊り

68 唱幸会 音楽 第2.4日曜日
(12時～15時)

区内 地区センター 演歌や歌謡曲

69 緑弦楽合奏団 音楽 月３回土曜日
(18時～21時)

市内 かけはし都筑、ビオラ市が尾 ｱﾏﾁｭｱ弦楽合奏団

70 若洲会 音楽 月3回火・水・木・金
19:00～22:00

市内 都筑区内 日本民謡

71 クリサンセマム 音楽 月2回(9時～12時) 区内 北山田地区センター ウクレレ

72 アスカーズ 音楽 毎週　金曜日 区内 中川地区センター、都筑センター
フラダンス及びバンド演
奏

73 フォークアンサンブル 音楽 第2日曜日
(13時～16時）

区内・区外 かけはし都筑　他 ﾌｫｰｸｿﾝｸﾞ等を演奏

74 都筑区詩吟協会 音楽 第1,2,3　月,火,水
(10時～15時)

区内
都筑地区センター、
ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ　等 詩吟

75 ブレーメン 音楽 第1,3月曜日
(13時～18時)

区内・区外 都筑地区センター、あゆみ荘
視覚障害者による
ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ

76 奏美会（そうびかい） 音楽 月1回　不定期 区内 都筑地区センター 三味線、歌

77 ハーモニーベル 音楽 第1木,第3火
(10時～12時)

区内 中川（ﾏﾝｼｮﾝ集会場） トーンチャイム

78 緑交響楽団 音楽 毎週日曜日
(13時～18時)

区内・区外
かけはし都筑、
もえぎ野地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ｵｰｹｽﾄﾗ演奏

79 たまご座 その他 毎週金曜日
(10時～16時)

区内・区外 加賀原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 人形劇

80 つづきマジッククラブ その他 月2回第1,3水曜
（9時～12時）

区内 中川西地区ｾﾝﾀｰ マジック披露

81 吉川マジック愛好会 その他 第1金曜日 区内 つづきの丘ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ マジック

82 ネットカフェかがはら その他
第2火曜日
(9時～17時）

地区限定 加賀原地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 地域のいこいの場の提供

83 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ荏田南小見守り隊 その他 下校時 地区限定 荏田南小学校通学路 下校の見守り

84 送迎ボランティアさくら会 その他 8時～18時 区内・区外 かしの木台ﾊｲﾂ集会所 サロン活動、送迎

85 都筑をガイドする会 その他
月2～3回第１土曜日他
(10時～12時) 区内 都筑区区民活動支援センター 区内のガイド付き散策会

86 しいの木台ハイツオレンジポコ福祉会 その他
月曜日（８時～９時３０
分・１７時～１９時） 地区限定 しいの木台ハイツ 地域の資源ゴミ回収

87 花みずきの会 その他 月２回 区内 中川地域ケアプラザ
イベントの手伝い・そ
の他
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