
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月２１日 現在 

お問合せはこちらへ  

社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンタ－ 

〒４７１－０８７７ 豊田市錦町１―１－１ （豊田市福祉センター１階） 

電話（0565）31-1294 ＦＡＸ（0565）32-6011 

メール vc@toyota-shakyo.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ｢とよたぼらんてぃあ広場｣ http://toyota-shakyo.jp/volunteer/   
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◆愛知環状鉄道「新豊田」駅または名鉄「豊

田市」駅より徒歩 20分ほどです。 

 「豊田市」駅からは西口の５番バス乗り場

より「豊田市福祉センター行き」おいでん

バスが運行しております。 
 

◆名鉄「上挙母」駅より徒歩 10分ほどです。 
 

◆愛知環状鉄道「新上挙母」駅より徒歩 15分 

ほどです。 
 

◆駐車場は建物北側にございます。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。 

址 



【１団体】 【３団体】

さわやか豊田・ひまわり １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

手話サークル　ハンドる ３ページ

【４団体】

想い出し隊 １ページ

傾聴ボランティアグループ「みんみ」 １ページ 【２団体】

傾聴ボランティアとよたピアの会 １ページ ＯＨＰとよた ４ページ

「じっくり傾聴」チーム ２ページ 要約筆記サークル　ダンボ ４ページ

【４団体】 【２団体】

朝日丘ふれあいサービス　オモチャ箱の会 ２ページ 点訳サークルT&T ４ページ

井郷ふれあいサロン ２ページ 豊田点友会 ４ページ

上郷ゆうゆうクラブ ２ページ

宝来にんじんクラブ ２ページ

【１団体】

音訳ボランティアグループ　銀河の会 ４ページ

【１団体】

ＮＰＯ－がいどボランティアとよたネットワーク ３ページ

※活動分野別に50音順にしています。 

※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。 

（　もくじ　1 ページ　）



【１０団体】 【２５団体】

オカリーナふるさと ５ページ 飯野小学校支援地域本部 １０ページ

くろ～ば～ ５ページ 英語を歌おうＡ・Ｂ・Ｃ！ １０ページ

個性の強いこどもを地域で支える会 ５ページ ＮＴＴ　ＯＢ　花みずき １０ページ

さくらの杜ボランティア ５ページ 追分小学校　学校支援地域本部　カワセミクラブボランティア １１ページ

豊田市こども発達センター　こどもひろば託児ぼらんてぃあ ５ページ おはなしポケット １１ページ

豊田市こども発達センター　たんぽぽ療育ボランティア ６ページ おむすびころりん愛知 １１ページ

豊田ボランティア ６ページ おもちゃシューリーズ １２ページ

発達障がい児支援　くらっぷ ６ページ 衣台ボランティアクラブ １２ページ

東山グリーンエコー ６ページ The　Sun　Seeds　Circle １２ページ

ユートピア若宮の会ボランティアグループ ６ページ 浄水小学校支援地域本部 １２ページ

竹まごころ会 １３ページ

【１３団体】 手づくり遊びを楽しむ会 １３ページ

梅坪台子育て支援グループ ７ページ 豊田大谷高校ボランティア １３ページ

きしゃぽっぽ ７ページ 豊田市地域学習サポーター １３ページ

キッズプランナー ７ページ 豊田腹話術 １４ページ

きらめき１０ ７ページ とよたプレパークの会 １４ページ

子育て支援ボランティア　はじめのいっぽ ７ページ バルーンアート「キュート１２」 １４ページ

中京大学児童福祉活動部 ８ページ ペットボトル工作「ＤＩＹ」 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 ８ページ 前林地域講師の会「女川はてなの会」 １５ページ

豊田猿投台おもちゃ図書館 ８ページ マジックゼロ １５ページ

豊田市母子保健推進委員の会 ９ページ 森と本を楽しむ会「ねこぼっこ」 １５ページ

人形劇　ゆめ ９ページ 野菜ひろば竹下 １５ページ

フリースペースＫ ９ページ 夢育プロジェクト １５ページ

ボランティア人形劇団「ころりん座」 ９ページ 吉原ファーム２１ １６ページ

わくわくセブン １０ページ リキ・リョク・チカラ １６ページ

※活動分野別に50音順にしています。 

※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。 

（　もくじ　2 ページ　）



【１８団体】 【２３団体】

石野再生会議 １６ページ 市木川美化ボランティアの会 ２１ページ

伊保原団地公園愛護会 １６ページ 市木ふれあい花の会 ２１ページ

Ｗisley　前林 １７ページ 甍同好会 ２１ページ

畝部まちづくりの会 １７ページ 火倶野姫 ２１ページ

大沼ボランティアーズ １７ページ 上郷地区「家下川を美しくする会」 ２２ページ

おひさま １７ページ ガムトリビト ２２ページ

ガーデニング花くらぶ １８ページ 環境を守る会 ２２ページ

かすみ草 １８ページ 琴平ふくろう谷の会 ２２ページ

クレマチスの会 １８ページ 駒ヶ原クラブ ２３ページ

高橋おせんしょボランティアの会 １８ページ 駒豊会 ２３ページ

チームおいでん １８ページ ＴＡＩＳＨＩＮ「大心」 ２３ページ

トヨタ自動車労働組合ＴＵＶ（トヨタ・ユニオン・ボランティア） １９ページ 特定非営利活動法人　矢作川森林塾 ２３ページ

広瀬駅前ひろば産直部会 １９ページ 豊田市自然愛護協会 ２４ページ

宝来そば倶楽部（そばの会） １９ページ はじめの一歩（鴛鴨） ２４ページ

松嶺ささゆりの里保存会 １９ページ ひと育てプロジェクトあすか ２４ページ

まねき本舗 ２０ページ 法雲寺ボランティア ２４ページ

御船「花みずき」ファミリークラブ ２０ページ 桝塚東町福寿会 ２５ページ

若園おせんしょの会 ２０ページ 益富蛍友会 ２５ページ

丸根山ビオトープボランティア隊 ２５ページ

緑野の会 ２５ページ

【３団体】 宮前の森林倶楽部 ２６ページ

あすて森のプレゼント ２０ページ 家下川リバーキーパーズ ２６ページ

アド清流愛護会 ２０ページ ラブ＆アース駒場の会 ２６ページ

有間竹林愛護会 ２１ページ

※活動分野別に50音順にしています。 

※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。 

（　もくじ　3 ページ　）



【３団体】 【２団体】

豊田災害ボランティアコーディネーター連絡会 ２６ページ ＮＰＯ日本語教室「ともだち」 ２９ページ

豊田市赤十字奉仕団 ２７ページ とよた歴史マイスター ３０ページ

とよた防災まちづくりプロジェクト ２７ページ

【１団体】

【９団体】 Ｇｌｏｃａｌ　Ｔｏｙｏｔａ ３０ページ

逢妻地区防犯パトロール「あいづままもる隊」 ２７ページ

青木自治区自主防犯パトロール隊 ２７ページ

力石安全ボランティアグループ ２７ページ 【１団体】

蜂の巣駆除グループ ２８ページ 大型車運転友の会 ３０ページ

花園町自治区防犯隊 ２８ページ

弁慶　パトロール隊 ２８ページ

松平地区区長会 ２８ページ 【２団体】

見守りパトロールグリーンレンジャー ２９ページ フリーポート（自由港） ３０ページ

吉原町自治区防犯・防災隊 ２９ページ ボランティアぽけっと ３０ページ

【１団体】 【６団体】

第3期文化工芸学科クラス会 ２９ページ いしの梅一座（なつメロ踊りの会） ３１ページ

とよた観光交流サポート隊 ３１ページ

豊田クリエイティブクラブ ３１ページ

豊田市健康づくり協議会　下山地区 ３１ページ

豊田市青少年センター　学生ボランティア ３１ページ

フラ・マハロ・フジオカ ３２ページ

※活動分野別に50音順にしています。 

※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。 

（　もくじ　4 ページ　）



【４６団体】

あおなぎ ３２ページ 豊田障がい者スイミングクラブ ３７ページ

市木伝統芸能　ふれあい七福神おどり ３２ページ Ｎｉｃｃｏｒｉｎａ ３７ページ

ＮＰＯとよた羽ばたけ天翔 ３２ページ 日本字てがみ協会　豊田支部 ３７ページ

ＮＰＯ法人　矢作川と三河武士フォーラム ３２ページ のの花 ３８ページ

オールドアート会 ３３ページ ヒデとメイ風 ３８ページ

オカリーナ梅坪 ３３ページ ひまわりダンスサークル ３８ページ

音楽の会「心音」 ３３ページ 広久手町太鼓クラブ　あいづまっ鼓 ３８ページ

上郷すみれ会 ３３ページ フォーク・グループ“かすみ草” ３８ページ

紙芝居「ころころ座」 ３４ページ ＦＯＲ－ＹＯＵ ３９ページ

輝動あい楽 ３４ページ ふくろうの会 ３９ページ

喜楽会（豊田グループ） ３４ページ 紅花会 ３９ページ

クルマづくり究めるプロジェクト ３４ページ 豊寿会大正琴サークル ３９ページ

こども図書室ボランティア ３５ページ ポコ　ア　ポコ ４０ページ

こもれ日 ３５ページ ますづか大正琴愛好会 ４０ページ

猿投フォーク村 ３５ページ 祭り火 ４０ページ

Ｇくれふ ３５ページ 美里・挙母音頭保存会 ４０ページ

昭和ミニバンド ３５ページ 宮新太鼓クラブ ４０ページ

白ゆりグループ ３６ページ ミュージックベルグループ　愛音 ４１ページ

だんらん皿廻し友の会 ３６ページ 民芸の森クラブ ４１ページ

テルの会 ３６ページ 優花 ４１ページ

豊栄会 ３６ページ よつば会 ４１ページ

豊田ゴスペルクワイア ３６ページ わいわい劇団 ４２ページ

豊田市役所　奇術クラブ ３７ページ 若園太楽鼓の会 ４２ページ

※活動分野別に50音順にしています。 

※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。 

（　もくじ　5 ページ　）



【３団体】 【１２団体】

トヨタ記念病院　病院ボランティア「みつわ会」 ４２ページ ＮＰＯとよた天翔福祉フォーラム ４６ページ

腹話術　にっこにこ ４２ページ エンジェルの会 ４６ページ

豊南げんきかい！！ ４３ページ おいでん中根っこ ４６ページ

おはなし会「モッくん」 ４７ページ

【１６団体】 かがやき１３ ４７ページ

五ヶ丘そば倶楽部 ４３ページ ＪＡあいち豊田助け合いの会　ふれあいの輪 ４７ページ

ヴィオリラアンドフルートアンサンブルＴ ４３ページ 豊田市自然調査の会　虫めがね ４７ページ

ＡＪＢ４０クラブ ４３ページ 認知症予防支援グループ　えんじょい♪ ４８ページ

ＳＫＧー１２ ４３ページ 布遊の会 ４８ページ

扇の会 ４４ページ ぽっぽの会 ４８ページ

Ｏｒａｎｇｅ　ＭａＭａ ４４ページ 美里扇の会 ４８ページ

下山ルネッサンス ４４ページ 朗読と回想の四つ葉のクローバー ４８ページ

スマイル９ ４４ページ

楽しく歌おう　のぶ＆じゅん ４４ページ

地域ふれあいサロン高美 ４５ページ

「つぶやきを形に」有言実行本舗 ４５ページ

Toyotaまるごとおせっかい ４５ページ

なでしこの会 ４５ページ

ぬくもりの会 ４５ページ

ひまわりグループ ４６ページ

フラワーズ ４６ページ

 今年度、豊田市社会福祉協議会ボランティアセンター

に登録されたボランティアグループの内、一覧表冊子に

掲載希望グループのみなさんのボランティア活動を紹介

します！ 

 平成２８年９月２１日現在、この冊子に掲載されてい

るボランティアグループ数は・・・ 

２１２グループです！ 

★この冊子を見て、「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。 

※活動分野別に50音順にしています。 

※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。 

（　もくじ　6 ページ　）



平成 28 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 

- 1 - 

在宅介護 

団体名 さわやか豊田・ひまわり（さわやかとよた・ひまわり） 

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、

保見、松平地区 定例会 とき：第 2 週 土曜 19 時～21 時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 100名（10 名/90 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 高齢社会の中、出来る人が出来ない人を支えていく住みよい社会を作る。家事支援、子育て支援、趣味の支援、

教育支援、介助・介助支援を行っています。 

傾聴 

団体名 想い出し隊（おもいだしたい） 

活動地区 下山地区 定例会 とき：第 4週 火曜 13 時 30分～15 時／ところ：下山福祉保健センター 

会員数（男/女） 5 名（1 名/4 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 認知症の進行を遅らせたり、改善に効果のある回想法を学習し、回想法を活用して高齢者との楽しい対話をした

いとの思いから活動しています。月 1 回のミーティングと認知症高齢者に対する実践及び評価を行っています。また地域か

らの依頼に応じて体験会を行っています。 

傾聴 

団体名 傾聴ボランティアグループ「みんみ」（けいちょうぼらんてぃあぐるーぷ「みんみ」） 

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） 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 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。 

傾聴 

団体名 傾聴ボランティアとよたピアの会（けいちょうぼらんてぃあとよたぴあのかい） 

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） 20名（2 名/18名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集していない 

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。 



平成 28 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 
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傾聴 

団体名 「じっくり傾聴」チーム（「じっくり」けいちょうちーむ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：「傾聴カフェ」（1ヶ月に 1 回 木曜もしくは土曜 10 時～12 時）終了後／ところ：豊田市内  

会員数（男/女） 10名（2 名/8名） 年代 40 代～60 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 傾聴に関する各種ボランティアの情報交換、活動の連携などコーディネート活動を行う。豊田市ボランティア連

絡協議会の「傾聴カフェ」の下支えと傾聴ボランティア活動を行う。 

給食・配食 

団体名 朝日丘ふれあいサービス オモチャ箱の会（あさひがおかふれあいさーびすおもちゃばこのかい） 

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 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 回定例会

食事会。軽い体力作りとゲーム等、歌、踊りを楽しむ。 

給食・配食 

団体名 井郷ふれあいサロン（いさとふれあいさろん） 

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） 28名（0 名/28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 回定例会

食事会。軽い体力作りとゲーム等、歌、踊りを楽しむ。 

給食・配食 

団体名 上郷ゆうゆうクラブ（かみごうゆうゆうくらぶ） 

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 上郷ふれあい給食サービスの交流会、ふれあい給食の勉強会、定例会・上郷地区の 65歳以上の一人暮らしの方、

昼間独居の方を対象に給食ボランティアを行っている。5 月は花くらぶとの交流会でアレンジフラワー製作、12月はボーイ

スカウトとの交流会でクリスマス会、２月はおこしもの作り等、その他に季節毎に地域の方と連携して活動している。 

給食・配食 

団体名 宝来にんじんクラブ（ほうらいにんじんくらぶ） 

活動地区 美里地区 定例会 とき：第 1週 火曜 8 時 30分～16時／ところ：自治区集会所 

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（第 2 宝来地区在住の方） 

活動内容 月 1 度、地域の高齢者を招いて昼食を食べ（300円）交流を図っています。 
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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（えぬぴーおーがいどぼらんてぃあとよたねっとわーく） 

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。 

手話 

団体名 手話サークルとんとん（しゅわさーくるとんとん） 

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） 25名（6 名/19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 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） 

手話 

団体名 手話サークル虹（しゅわさーくるにじ） 

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） 12名（5 名/7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。 

手話 

団体名 手話サークル ハンドる（しゅわさーくる はんどる） 

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：若林交流館 

会員数（男/女） 23名（5 名/18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。 
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要約筆記 

団体名 OHPとよた（おーえいちぴーとよた） 

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） 11名（2 名/9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 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。 

要約筆記 

団体名 要約筆記サークル ダンボ（ようやくひっきさーくる だんぼ） 

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、又はとよた市民活動センター  

会員数（男/女） 12名（2 名/10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 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。 

点訳 

団体名 点訳サークル T&T（てんやくさーくるてぃーあんどてぃー） 

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） 12名（1 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 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。学校の点字クラブの講師・お手伝い。 

点訳 

団体名 豊田点友会（とよたてんゆうかい） 

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） 39名（5 名/34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 視覚障がい者支援、点訳活動。 

音訳 

団体名 音訳ボランティアグループ 銀河の会（おんやくぼらんてぃあぐるーぷ ぎんがのかい） 

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） 38名（2 名/36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 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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障がい児・者 

支援 

団体名 オカリーナふるさと（おかりーなふるさと） 

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） 16名（1 名/15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 オカリナの演奏を通じて、市民の音楽への関心を喚起するとともに、癒しの音色で平和な社会作りに寄与する。・

オカリナの演奏会、・オカリナ演奏技術の向上、関係団体との交流。 

障がい児・者 

支援 

団体名 くろ～ば～（くろーばー） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（2 ヶ月に 1 回） 木曜 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。 

障がい児・者 

支援 

団体名 個性の強いこどもを地域で支える会（こせいのつよいこどもをちいきでささえるかい） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 木曜 10 時 30 分～12 時 30 分／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 37名（2 名/35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）個性の強いこども達への理解を深め、支援をすることで、彼らだけでな

く、彼らに関わる全ての人の支援となり、より良い社会の構築を目指す。 

障がい児・者 

支援 

団体名 さくらの杜ボランティア（さくらのもりぼらんてぃあ） 

活動地区 崇化館、朝日丘地区 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 30 代～40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。 

障がい児・者 

支援 

団体名 豊田市こども発達センター こどもひろば託児ぼらんてぃあ（とよたしこどもはったつせんたー こどもひろばたくじぼらんてぃあ） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：なし／ところ：なし 

会員数（男/女） 67名（6 名/61名） 年代 20 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。 
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障がい児・者 

支援 

団体名 豊田市こども発達センター たんぽぽ療育ボランティア（とよたしこどもはったつせんたー たんぽぽりょういくぼらんてぃあ）  

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：なし／ところ：なし 

会員数（男/女） 30名（0 名/30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 肢体不自由児（4 歳から 5歳）の日常生活と療育の介助（日常生活の着脱、手洗い、排泄、療育介助）。 

障がい児・者 

支援 

団体名 豊田ボランティア（とよたぼらんてぃあ） 

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 豊田市こども発達センターでの障がい児とのふれあい活動。 

障がい児・者 

支援 

団体名 発達障がい児支援 くらっぷ（はったつしょうがいじしえん くらっぷ） 

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（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。 

障がい児・者 

支援 

団体名 東山グリーンエコー（ひがしやまぐりーんえこー） 

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（0 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 福祉施設訪問及び作業手伝い。障がい者の住みよい社会作り。福祉施設の訪問ならびにイベント参加。障がい者

の社会参加に協力ならびに作業の補助。 

障がい児・者 

支援 

団体名 ユートピア若宮の会ボランティアグループ（ゆーとぴあわかみやのかいぼらんてぃあぐるーぷ） 

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。 
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子育て支援 

団体名 梅坪台子育て支援グループ（うめつぼだいこそだてしえんぐるーぷ） 

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。 

子育て支援 

団体名 きしゃぽっぽ（きしゃぽっぽ） 

活動地区 前林地区 定例会 とき：第 3週 水曜 10 時～11 時 30 分の活動の前後／ところ：前林交流館 

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 未就学児を対象とした子育て支援サークル。 

子育て支援 

団体名 キッズプランナー（きっずぷらんなー） 

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 ①親子がふれあい、仲間づくりができる環境づくり。②遊びを通したこどもの健全育成、おはなし会、親子ふれ

あいあそびの会の開催。親子で楽しめるイベント開催。地元の川を活かした遊び場の提供（自然探検）。 

子育て支援 

団体名 きらめき 10（きらめきてん） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・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） 16名（8 名/8名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中 

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。 

子育て支援 

団体名 子育て支援ボランティアはじめのいっぽ（こそだてしえんぼらんてぃあはじめのいっぽ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 4週 木曜 10 時 30分～11 時 30 分／ところ：竜神交流館 

会員数（男/女） 8 名（0 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 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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子育て支援 

団体名 中京大学児童福祉活動部（ちゅうきょうだいがくじどうふくしかつどうぶ） 

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：大学 

会員数（男/女） 24名（11 名/13 名） 年代 10 代～20代 メンバー募集 募集していない 

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。 

子育て支援 

団体名 豊田おもちゃの図書館とよちゃんライブラリー（とよたおもちゃのとしょかんとよちゃんらいぶらりー） 

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） 21名（0 名/21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 おもちゃを通して幼児・障がい児のへだたりなく接して児童の情操教育、核家族が増加している現代社会の中で

子育てをしている母親の相談役、母親相互の交流の場となることを目的とする。おもちゃ図書館会館により、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。 

子育て支援 

団体名 豊田猿投台おもちゃ図書館（とよたさなげだいおもちゃとしょかん） 

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 募集していない 

活動内容 おもちゃを通じて遊びながら、母子、こ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。猿投台交流館の多目的ホール、その他を会場として、月 2 回活動していま

す。おもちゃを使って遊ぶ事を通して親子のふれあいを深め、又仲間どうしの情報交換の場としても利用しています。月 1

回第 4 土曜日には、身の回りにあるいろいろなものを使って、手づくりのおもちゃづくりを親子で行っています。 
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子育て支援 

団体名 豊田市母子保健推進員の会（とよたしぼしほけんすいしんいんのかい） 

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） 219名（0 名/219 名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（市主催の講座の修了者） 

活動内容 ①乳幼児健診（受付補助・計測補助・見守りなど）。②マタニティー・ベビー教室の受付、母推タイム、グループ

ワーク補助。③子育て支援センター育児健康相談日の受付補助、計測補助、見守り。④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全出生児訪問、子育て支援事業の紹介やお役立ち情報の配布、簡単な子育てアドバイスなど）。

⑤機関紙「とよたの母推さん」発行。 

子育て支援 

団体名 人形劇 ゆめ（にんぎょうげき ゆめ） 

活動地区 朝日丘、前林、井郷、保見、藤岡地区 定例会 とき：随時／ところ：依頼のあった場所 

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 人形劇を通して親子のふれあいを深める。高齢者施設への慰問。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。 

子育て支援 

団体名 フリースペースＫ（ふりーすぺーすけい） 

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） 13名（1 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 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。 

子育て支援 

団体名 ボランティア人形劇団 ころりん座（ぼらんてぃあにんぎょうげきだん ころりんざ） 

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） 10名（1 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 ボランティアの心を基調とし、人形劇を通して、夢や想像力を育てながらお互いが向上し合い、社会貢献します。

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。高齢者支援もＯ

Ｋです。夏休みこども博覧会に参加。 



平成 28 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 

- 10 - 

子育て支援 

団体名 わくわくセブン（わくわくせぶん） 

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） 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 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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 飯野小学校支援地域本部（いいのしょうがっこうしえんちいきほんぶ） 

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） 72名（13 名/59 名） 年代 20 代～70代 メンバー募集 募集していない 

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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 英語を歌おう A・B・C！（えいごをうたおうえー・びー・しー！） 

活動地区 豊田市全域 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） 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 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。美しい絵と簡単だけれども奥の深い意義深

い言葉で人として大切なことを学ぶ。その国の文化・行事・考え方を楽しく学ぶ。 

子どもの 

健全育成 

団体名 ＮＴＴ ＯＢ花みずき（えぬてぃーてぃー おーびーはなみずき） 

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～70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、こどもたちの教材備品購入に役立てています。 
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子どもの 

健全育成 

団体名 追分小学校 学校支援地域本部 カワセミクラブボランティア（おいわけしょうがっこう がっこうちいきしえんほん

ぶ かわせみくらぶぼらんてぃあ） 

活動地区 追分小学校区 定例会 とき：毎週 月～金曜 学校授業日の放課後～午後 6 時／ところ：追分小学校 

会員数（男/女） 32名（14 名/18 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 追分小学校の子どもの居場所づくりを支援するため、放課後の子どもの活動（遊びや学習）の様子を見守る（月

～金曜日）。児童への読み聞かせ（毎月 3 回程度）。図書館の環境整備など（年 6 回程度）。交通安全立哨。学習サーポータ

ーとして棒の手の指導と地域学習の講師。環境整備作業の手伝い。 

子どもの 

健全育成 

団体名 おはなしポケット（おはなしぽけっと） 

活動地区 崇化館、梅坪台、朝日丘、逢妻、豊南、高橋、美里、益富、猿投台、井郷、石野、猿投、保見地区  

定例会 とき：第 1 週 木曜 9時 30 分～12 時／ところ：崇化館交流館 

会員数（男/女） 10名（2 名/8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 絵本や紙芝居等の読み聞かせを通じて、子育てや子どもの育成・高齢者施設での活動をしています。毎月第 1・3

木曜日崇化館交流館内子育てサロンにて、絵本の読み聞かせや手遊びなどの活動をしています。特に地域の活動として、高

齢者施設での読み聞かせを行っています。 

子どもの 

健全育成 

団体名 おむすびころりん愛知（おむすびころりんあいち） 

活動地区 豊田市全域・三重県 定例会 とき：随時／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 7 名（1 名/6 名） 年代 40 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 日本語教育に携わる人が協働し、①外国をルーツに持つ子どもと親に、絵本を用いて読書活動に親しむ事業を行

い、言語学習および書物への興味・関心を喚起すること。②外国をルーツに持つ子どもと親の読書活動を通じて、家庭内・

地域社会におけるコミュ二ケーション行動の動機付けに貢献することを目的とする。その目的の実現のため、絵本を用いて

読書の楽しさを伝える活動、およびその事業に関わる研修、情報交換の場を設ける。 
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子どもの 

健全育成 

団体名 おもちゃシューリーズ（おもちゃしゅーりーず） 

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：子育て支援センター  

会員数（男/女） 24名（24 名/0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 壊れたおもちゃの修理を通じて、子どもさんたちに『モノを大切にする心』を伝えたい。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しています。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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 衣台ボランティアクラブ（ころもだいぼらんてぃあくらぶ） 

活動地区 逢妻地区 定例会 とき：不定期（1ヶ月に 1 回程度）／ところ：衣台高校内 

会員数（男/女） 9 名（4 名/5 名） 年代 10 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 こども園にて、遊ぶ事を中心に軽作業などをする。 

子どもの 

健全育成 

団体名 The Sun Seeds Circle（ざ さん しーず さーくる） 

活動地区 豊田市全域  

定例会 とき：第 3週 火曜 10 時～12 時（その他不定期で 1年に 5 回程度）／ところ：サン・アビリティーズ豊田 他 

会員数（男/女） 10名（0 名/10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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 浄水小学校支援地域本部（じょうすいしょうがっこうしえんちいきほんぶ） 

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） 135名（52 名/83 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 スクールガイド、地域子どもの居場所づくり、園芸ボランティア、校内整備、子どもの体力作り「元気っこクラ

ブ」、土曜学習、クラブ活動支援、読み聞かせなど。 
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子どもの 

健全育成 

団体名 竹まごころ会（たけまごころかい） 

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） 26名（12 名/14 名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 バザーの手伝い（綿菓子、ポップコーン手作り無料配布）、柿の収穫祭手伝い（各園、小学校、中学校、養護学校

へ柿の配布）、竹下区民会館大二集会場の清掃、地域ふれあいイベントのお手伝い、柿狩り収穫祭、その他公園の空き缶、ゴ

ミ拾い、草刈作業。 

子どもの 

健全育成 

団体名 手づくり遊びを楽しむ会（てづくりあそびをたのしむかい） 

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（会の活動に賛同する方） 

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、障害者、児福祉施設、高齢者福祉施設などで活

躍しています。 

子どもの 

健全育成 

団体名 豊田大谷高校ボランティア（とよたおおたにこうこうぼらんてぃあ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 火曜 16 時～17時／ところ：豊田大谷高校 

会員数（男/女） 14名（11 名/3名） 年代 10 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 小学校で行う土曜講座への参加、フェスティバルなどの手伝い、模擬店への参加、地域清掃、募金活動。 

子どもの 

健全育成 

団体名 豊田市地域学習サポーター（とよたしちいきがくしゅうさぽーたー） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：豊田市郷土資料館 

会員数（男/女） 41名（29 名/12 名） 年代 30 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 市内小中学校等の地域学習のサポートなどを行う。地域の遺跡や遺物、民具を使って、より具体的により体験的

に学ぶ機会を設ける。地域学習の機会を通して自らも学ぶ。また、一般の方が地域を学ぶ講座などの機会を提供する。小中

学校で実施されている地域学習（郷土の伝統と文化を尊重する）に対して、地域の方が学習支援を行う。 
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子どもの 

健全育成 

団体名 豊田腹話術（とよたふくわじゅつ） 

活動地区 豊田市全域 他  

定例会 とき：第 4 週 土曜 13時 30 分～15 時 30 分／ところ：とよた市民活動センター、豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 7 名（2 名/5 名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（意欲のある方） 

活動内容 腹話術の技術向上と各種団体からの要請に応じて、出前公演の奉仕活動をする。腹話術の技術向上と人間性の向

上に努める。腹話術を使って、交通安全、歯磨き、消防安全指導をすると同時に、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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 とよたプレパークの会（とよたぷれぱーくのかい） 

活動地区 豊田市全域 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 20 代～40代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 毎月１回開催準備のための会合。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、鞍ヶ池公園にて年 45回プレパークを開催している。 

子どもの 

健全育成 

団体名 バルーンアート「キュート 12」（ばるーんあーと「きゅーとじゅうに」） 

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 13 時～16 時 ②第 4 週 木曜 

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（①会議室 ②交流コーナー） 

会員数（男/女） 25名（10 名/15 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 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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 ペットボトル工作「ＤＩＹ」（ぺっとぼとるこうさく「でぃーあいわい」） 

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。依頼があれば、

必要数を持っていき現地では組み付け、シール貼りのお手伝いです。 
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子どもの 

健全育成 

団体名 前林地域講師の会「女川はてなの会」（まえばやしちいきこうしのかい「めがわはてなのかい」） 

活動地区 竜神、若林、前林、若園地区 定例会 とき：随時／ところ：主に前林交流館 

会員数（男/女） 31名（8 名/23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 ①地域の子ども達の社会性や豊かな人間性を育むため、地域講師としてもてる力を活かし、協力しあって体験と

交流の場を提供する。②地域についての情報交換や、研修を実施し、地域講師としての資質向上を目指す。地域の小学校で

授業や行事の講師又は、お手伝いとして依頼を受け、内容に即した活動を提供。地域の交流館で、会員の特技を生かした「わ

ら、竹、料理」などの内容の講座に協力、講師として活動。 

子どもの 

健全育成 

団体名 マジックゼロ（まじっくぜろ） 

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、こどもや地域への貢献しています。 

子どもの 

健全育成 

団体名 森と本を楽しむ会「ねっこぼっこ」（もりとほんをたのしむかい 「ねっこぼっこ」） 

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（1 名/9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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 野菜ひろば竹下（やさいひろばたけしも） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 4週 日曜 8 時～12 時（その他ふれあい年 5回）／ところ：田畑 

会員数（男/女） 12名（12 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 ①計画的な野菜の栽培と管理（さつま芋・大根・大豆・落花生・玉ねぎ等、主として根菜類）。②こども園とのイ

ベント調整及び実施。③地域行事への活動協力。 

子どもの 

健全育成 

団体名 夢育プロジェクト（ゆめいくぷろじぇくと） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2 週 木曜 １8 時～20時／ところ：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 11名（5 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 外国人の若者が将来に夢を持てるように、就労活動の支援に関する事業を行い、地域の国際理解と外国人の若者

の健全育成に寄与することを目的に活動しています。 
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子どもの 

健全育成 

団体名 吉原ファーム 21（よしはらふぁーむにじゅういち） 

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） 17名（14 名/3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こ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。本年度も特に種

を播く過程を増やす。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。 

子どもの 

健全育成 

団体名 リキ・リョク・チカラ（りき・りょく・ちから） 

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：とよた市民活動センター 

会員数（男/女） 5 名（2 名/3 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、主体的に生きていき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。 

まちづくり 

団体名 石野再生会議（いしのさいせいかいぎ） 

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。 

まちづくり 

団体名 伊保原団地公園愛護会（いぼばらだんちこうえんあいごかい） 

活動地区 梅坪台地区 定例会 とき：随時／ところ：区民会館 

会員数（男/女） 10名（10 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。 



平成 28 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 

- 17 - 

まちづくり 

団体名 Ｗisley 前林（うぃずりーまえばやし） 

活動地区 前林地区 定例会 とき：不定期（1年に 2 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（前林地区在住の方） 

活動内容 前林交流館の玄関等にある花壇の整備。 

まちづくり 

団体名 畝部まちづくりの会（うねべまちづくりのかい） 

活動地区 畝部地区が主 定例会 とき：第 3週 金曜 9 時 30 分～正午／ところ：畝部ロッジ 

会員数（男/女） 66名（59 名/7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）④高齢者を中心とした「緑友会」の主催。福祉施設の見学会等の開催。⑤畝部フェスタ in 柳川瀬の開催。⑥畝部こ

ども園児を対象に「手作り作品をたのしむ会」開催。 

まちづくり 

団体名 大沼ボランティアーズ（おおぬまぼらんてぃあーず） 

活動地区 下山地区 定例会 とき：随時／ところ：各種団体からの要請された場所、下山地区内のイベント会場 

会員数（男/女） 49名（45 名/4名） 年代 10 代～60代 メンバー募集 募集中（大沼町在住の方） 

活動内容 地域の高齢化、少子化による数年後に起こりうる問題の対応策のひとつとして地域ボランティアが活動すること

により助け合いや団結、並びに地域の交流につながり、明るく住みやすく元気なまちづくりを目的としています。地域の草

刈り、環境整備、地域行事開催時のボランティア等。 

まちづくり 

団体名 おひさま（おひさま） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 土曜日 9 時～12時／ところ：公益財団法人あすて 

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 ①手作り楽器（オカリナ、篠笛等）の販売をし、収益全寄付。②演奏及び付帯活動（お客参加型）、オカリナ、篠

笛（手作り含む）演奏及び演奏体験、合唱（ピアノ、キーボード伴奏）、ハンドベル演奏体験。 
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まちづくり 

団体名 ガーデニング花くらぶ（がーでにんぐはなくらぶ） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：第 2週 土曜 9 時～12 時／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 15名（1 名/14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 上郷交流館の花壇の整備管理し、地域の人々の憩いの場となるようにすること。 

まちづくり 

団体名 かすみ草（かすみそう） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：なし／ところ：なし 

会員数（男/女） 10名（2 名/8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。生活の場として知的障がい者のお泊り体験の家を設立しました。 

まちづくり 

団体名 クレマチスの会（くれまちすのかい） 

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） 10名（2 名/8名） 年代 50 代～70 代 メンバー募集 募集中（若園地区在住の方） 

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。 

まちづくり 

団体名 高橋おせんしょボランティアの会（たかはしおせんしょぼらんあてぃあのかい） 

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） 39名（34 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 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。①日向、

日陰づくり②コンクリートの補修③火災警報機の取り付け④水道パッキンの交換⑤家具転倒防止⑥電球、蛍光灯の交換⑦庭

の草刈り、清掃。 

まちづくり 

団体名 チームおいでん（ちーむおいでん） 

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） 18名（11 名/7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 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あげの活動を行う。 
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まちづくり 

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）（とよたじどうしゃろうどうくみあい てぃーゆーぶい）  

活動地区 地域、施設 定例会 とき：①JOY（手話サークル）：不定期（月 1 回） 金曜 19時 30 分～21 時②スマイ

ル（施設支援サークル）：第 3 週 日曜③エンドレス（収集サークル）：第 3 週 土曜 12 時～14 時④どこでもギバー隊

（地域支援サークル）：第 2 週 日曜 9 時～12 時／ところ：①JOY（手話サークル）：カバハウス②スマイル（施設支援

サークル）：岡崎米山寮③エンドレス（収集サークル）：カバハウス④どこでもギバー隊（地域支援サークル）：児ノ口公園 

会員数（男/女） 200名（150 名/50 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 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。 

まちづくり 

団体名 広瀬駅前ひろば産直部会（ひろせえきまえひろばさんちょくぶかい） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：毎週 土曜・日曜 8時 30 分～13 時 30 分（活動時期は 5 月～12 月）／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） 20名（17 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 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。 

まちづくり 

団体名 宝来そば倶楽部（そばの会）（ほうらいそばくらぶ（そばのかい）） 

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（交友会）第 2 宝来 

会員数（男/女） 24名（21 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 そば打ちを通した地域住民同士の交流。 

まちづくり 

団体名 松嶺ささゆりの里保存会（まつみねささゆりのさとほぞんかい） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：1 年に 1回程度／ところ：松嶺公民館 

会員数（男/女） 42名（32 名/10 名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ささゆりの群生地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。 
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まちづくり 

団体名 まねき本舗（まねきほんぽ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第１・4 週 土曜日 11 時～13 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：公益財団法人あすて 

会員数（男/女） 9 名（6 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。 

まちづくり 

団体名 御船「花みずき」ファミリークラブ（みふね「はなみずき」ふぁみりーくらぶ） 

活動地区 御船自治区内 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） 15名（0 名/15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 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。 

まちづくり 

団体名 若園おせんしょの会（わかぞのおせんしょのかい） 

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の一人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。 

環境の保全 

団体名 あすて森のプレゼント（あすてもりのぷれぜんと） 

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：公益財団法人あすて 

会員数（男/女） 18名（9 名/9名） 年代 60 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、施設や保育園等へ寄贈する。相互研修によ

って木工の技術向上を目指す。 

環境の保全 

団体名 アド清流愛護会（あどせいりゅうあいごかい） 

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） 24名（24 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、整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。水辺公園利用者（バーべキュー等）のマナーの指導を行い「川に

子供の姿と声を求めて」が最大の目標である。 
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環境の保全 

団体名 有間竹林愛護会（ありまちくりんあいごかい） 

活動地区 旭地区 定例会 とき：不定期（1 年に 2 回程度）／ところ：有間町地内 

会員数（男/女） 34名（19 名/15 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 有間町竹の下地内の矢作川河畔の竹林を整備し（竹林内の間伐、遊歩道の設置等）、景観と散策歩道により住民お

よび来町者に安らぎと癒しの場を提供することを目的とする。 

環境の保全 

団体名 市木川美化ボランティアの会（いちぎがわびかぼらんてぃあのかい） 

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） 41名（34 名/7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 地域住民が安全で安心して暮らせ、また子ども達が誇れるふるさとづくりの一環として豊田加茂建設事務所及び

豊田市の指導のもと会員の奉仕活動により、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。 

環境の保全 

団体名 市木ふれあい花の会（いちぎふれあいはなのかい） 

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

会員数（男/女） 10名（5 名/5名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集中（市木町自治区在住の方） 

活動内容 ①季節の花を年 2 回植える。②毎月 1 回全員で草取りをする。③草の生え状況によって随時作業する。 

環境の保全 

団体名 甍同好会（いらかどうこうかい） 

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） 5 名（5 名/0 名） 年代 40 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 技能を生かした社会貢献。ひとり暮らし高齢者宅等の瓦葺屋根雨漏り修理をメインとし、点検、補修もしており

ます。 

環境の保全 

団体名 火倶野姫（かぐやひめ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎月 10日／ところ：公益財団法人あすて 

会員数（男/女） 14名（10 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。 
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環境の保全 

団体名 上郷地区「家下川を美しくする会」（かみごうちく「やしたがわをうつくしくするかい」） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：随時／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 22名（20 名/2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子供達のための安心・安全な水辺空間づくり。②水と緑が一本化した子供のための遊び場づくり。③家下川の

遊歩道の確保・美化、水辺の土壌・水質浄化清掃活動。④野鳥・メダカ・フナ・「蛍」昆虫など、生き物のための活動。⑤不

法投棄物の回収と不法投棄防止活動など。 

環境の保全 

団体名 ガムトリビト（がむとりびと） 

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：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 6 名（5 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 道路や歩道にポイ捨てされ固まった、チューインガムの除去清掃活動。活動を通じ地域の方々との交流を図り、

皆が気持ちよく過ごせる、きれいな町づくりを行っていきます。 

環境の保全 

団体名 環境を守る会（かんきょうをまもるかい） 

活動地区 藤岡地区 定例会 とき：随時／ところ：ふじのさと 

会員数（男/女） 14名（4 名/10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。 

環境の保全 

団体名 琴平ふくろう谷の会（ことひらふくろうだにのかい） 

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 20 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 東海環状道の建設に伴い失われてしまう予定だった谷を自然保全対策としてビオトープとして残すことになり、

工事前に棲んでいたフクロウをはじめとするたくさんの生物が再び棲めるように活動しています。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。 
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環境の保全 

団体名 駒ヶ原クラブ（こまがはらくらぶ） 

活動地区 設楽町内、知立市内、豊田市内 定例会 とき：第 3 週土曜 9 時～15 時 30 分／ところ：設楽町、知立市内、豊田市内  

会員数（男/女） 5 名（5 名/0 名） 年代 60 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 森林保護を目的として、①立木枝打ち下草刈り。②旧家、空家の草刈り。③農道の草刈り。 

環境の保全 

団体名 駒豊会（こまほうかい） 

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） 32名（18 名/14 名） 年代 10 代～70代 メンバー募集 募集中（駒場自治区在住の方） 

活動内容 地域の公園の除草や樹木の剪定などの清掃作業を実施。市の「不法投棄パトロール隊」に登録して毎月 1 回不法

投棄されたゴミ拾いのパトロールを実施。市の「違反広告物追放パトロール隊」の認定を受け、違反立看板、電柱等への張

り紙の撤去活動を実施。市地域会議の「わくわく事業」において、環境美化・周辺住民の憩いの場づくりとして花壇の設置・

整備、花の植え替え、除草作業などを実施。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・参加して活動しております。 

環境の保全 

団体名 ＴＡＩＳＨＩＮ「大心」（たいしん） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期／ところ：代表者宅 

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 町清掃。草刈り、ゴミ拾い。 

環境の保全 

団体名 特定非営利活動法人 矢作川森林塾（とくていひえいりかつどうほうじん やはぎがわしんりんじゅく） 

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 10 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。 
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環境の保全 

団体名 豊田市自然愛護協会（とよたししぜんあいごきょうかい） 

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。8 つの構成団体毎

の調査研究、観察会の実施。市内重要湿地の巡視と保全作業。 

環境の保全 

団体名 はじめの一歩(鴛鴨）（はじめのいっぽ（おしかも）） 

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

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

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

気の付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。 

環境の保全 

団体名 ひと育てプロジェクトあすか（ひとそだてぷろじぇくとあすか） 

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） 8 名（0 名/8 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。 

環境の保全 

団体名 法雲寺ボランティア（ほううんじぼらんてぃあ） 

活動地区 竜神地区 定例会 とき：第 1土曜 8 時～10 時頃／ところ：豊田市土橋町 

会員数（男/女） 15名（3 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 清掃活動、作業奉仕、花壇整備、収集活動。 
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環境の保全 

団体名 桝塚東町福寿会（ますづかひがしまちふくじゅかい） 

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） 26名（17 名/9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③ふれあ

いサロンでの食事提供及びふれあい運動会でのバザー実施。④神明社の夏祭りに金魚釣り、ヨーヨー釣り、かき氷、綿菓子

の提供。 

環境の保全 

団体名 益富蛍友会（ますとみけいゆうかい） 

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） 19名（19 名/0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 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。カワニナ飼育水路での

生態研究・増殖。「ホタル観賞会」への参画・実施。 

環境の保全 

団体名 丸根山ビオトープボランティア隊（まるねやまびおとーぷぼらんてぃあたい） 

活動地区 猿投台地区 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 1 回程度）／ところ：西広瀬町小学校 

会員数（男/女） 31名（20 名/11 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 丸根山及びその周辺の休耕田、山林の整備・保全活動を行い、多様な生物が棲みやすい環境づくりを進めるとと

もに、児童に対する環境教育・ふるさと教育の場とする。丸根山の雑木の伐採・下刈り、散策道の整備。休耕田の周辺の草

り、歩道管理、及び湿地・池としての保全作業。隣接する山林の植林間材作業。丸根山等をビオトープとした自然観察会、

山頂での茶話会等、自然に親しむ会の実施。 

環境の保全 

団体名 緑野の会（みどりののかい） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：年に 1 回（2 月末の土曜日、上郷交流館総会）／ところ：上郷交流館 

会員数（男/女） 24名（18 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実施。荒れはてた里山を整備し、里山

の美観を維持するために継続して保全・整備活動を実施。 
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環境の保全 

団体名 宮前の森林倶楽部（みやまえのもりくらぶ） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：1 年に 1回程度／ところ：宮前の森林 

会員数（男/女） 20名（16 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除伐・下刈りによる里山の手入れ、遊歩道の整備（階段等）、湿地整備・除伐を活用した炭焼き、しいたけ作り、

竹でのバームクーヘン作り、ドラム缶でのピザ焼き体験。②里山の材料によるクラフト作り（益富ふれあいまつりに参加）。

③五ケ丘東小学校のビオトープ作り支援（川遊び）など。 

環境の保全 

団体名 家下川リバーキーパーズ（やしたがわりばーきーぱーず） 

活動地区 上郷地区 定例会 とき：不定期（1年に 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） 10名（9 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 ①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。

②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。③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。④今ある家下川の現状や地域住民で行う川作りの活動を、モデル河川と位置づけ

し、広報誌の発行を通して地域および関係機関にアピールする。 

環境の保全 

団体名 ラブ＆アース駒場の会（らぶあんどあーすこまばのかい） 

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） 12名（10 名/2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。②「地域の子どもは地域で育てる」をモットーに環境教育、自然とのふれあい等のたくさんの思い出を行う。駒場小

学校稲作教室を行う。③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。④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。 

災害救助活動 

団体名 豊田災害ボランティアコーディネーター連絡会（とよたさいがいぼらんてぃあこーでぃねーたーれんらくかい） 

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。 
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災害救助活動 

団体名 豊田市赤十字奉仕団（とよたしせきじゅうじほうしだん） 

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 60 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。 

災害救助活動 

団体名 とよた防災まちづくりプロジェクト（とよたぼうさいまちづくりぷろじぇと） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 水曜 19時～21 時／ところ：豊田市内 

会員数（男/女） 22名（22 名/0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 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。①防災・災害に関する講習会・研修会等の啓発事業。②各種団体とのネットワーク

づくり事業。③防災・災害に関する情報収集・発信事業など。 

地域安全活動 

団体名 逢妻地区防犯パトロール「あいづままもる隊」（あいずまちくぼうはんぱとろーる「あいずままもるたい」） 

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

会員数（男/女） 90名（83 名/7名） 年代 30 代～70代 メンバー募集 募集中（逢妻地区在住の方） 

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）。 

地域安全活動 

団体名 青木自治区防犯パトロール隊（あおきじちくぼうはんぱとろーるたい） 

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：青木ふれあい会館 

会員数（男/女） 46名（43 名/3名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ①自治区の防犯・事故・災害を未然に防止する。②地域の安全に対する関心を高める。③参加により地域の連帯

感を図る。 

地域安全活動 

団体名 力石安全ボランティアグループ（ちからいしあんぜんぼらんてぃあぐるーぷ） 

活動地区 石野地区 定例会 とき：なし／ところ：なし 

会員数（男/女） 13名（7 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 東広瀬小学校児童の下校時における交通安全指導。 
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地域安全活動 

団体名 蜂の巣駆除グループ（はちのすくじょぐるーぷ） 

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） 12名（10 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 生命にかかわる危険防止のための蜂の巣駆除活動。蜂に刺されると命にかかわる危険があります。（毎年 20～30

人死亡しています）。家の中、屋根の裏、林の中、土の中の巣を見つけたら連絡をください。私達が駆除します。毎年 100

個以上の巣を駆除しています。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。 

地域安全活動 

団体名 花園町自治区防犯隊（はなぞのちょうじちくぼうはんたい） 

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） 214名（165 名/49 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・徒歩・自転車に

よるパトロール。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）。 

地域安全活動 

団体名 弁慶 パトロール隊（べんけい ぱとろーるたい） 

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：豊栄町二区弥栄児童館 2階和室 

会員数（男/女） 31名（30 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、用

修繕箇所の点検、簡単な修繕等の環境美化活動を行う。 

地域安全活動 

団体名 松平地区区長会（まつだいらちくくちょうかい） 

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） 163名（158 名/5 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。 
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地域安全活動 

団体名 見守りパトロールグリーンレンジャー（みまもりぱとろーるぐりーんれんじゃー） 

活動地区 益富地区 定例会 とき：第 1週 金曜 14 時 30分～15 時／ところ：不定 

会員数（男/女） 29名（20 名/9 名） 年代 40 代～80 代 メンバー募集 募集中（ボランティア活動保険に加入（保

険料自己負担）） 

活動内容 古瀬間小学校の通学班の登下校に付添い、子供達を見守る。 

地域安全活動 

団体名 吉原町自治区防犯・防災隊（よしわらちょうじちくぼうはん・ぼうさいたい） 

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） 192名（147 名/45 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区民の連帯感が高まり犯罪抑止と意識の向上。②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。③さらなる青パト・徒歩パト巡回の強化活動実施④「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。⑤

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。 

男女共同参画

社会形成 

団体名 第 3期文化工芸学科クラス会（だいさんきぶんかこうげいがっかくらすかい） 

活動地区 崇化館、朝日丘、豊南地区  

定例会 とき：第 1 週 水曜 9時～15 時／ところ：産業文化センター2 階会議室、名鉄トヨタホテル会議室 

会員数（男/女） 27名（14 名/13 名） 年代 70 代～80代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 地域社会と会相互の交流と親睦を図ることでこれからの人生の心の張りと価値観の共有を目的とする。会員によ

るボランティア、同好会、研究会、男女協働参画研究会等、老後を楽しくするための活動。 

社会教育 

団体名 ＮＰＯ日本語教室「ともだち」（えぬぴーおーにほんごきょうしつ「ともだち」） 

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） 21名（5 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 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っています。 
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社会教育 

団体名 とよた歴史マイスター（とよたれきしまいすたー） 

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） 59名（38 名/21 名） 年代 20 代～80代 メンバー募集 募集中（講座受講者） 

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。 

国際協力 

団体名 Glocal Toyota（ぐろーかる とよた） 

活動地区 崇化館地区 定例会 とき：不定期（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） 4 名（0 名/4 名） 年代 30 代～50 代 メンバー募集 募集中（国際交流に関心のある外国人） 

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。 

移送・運転 

団体名 大型車運転友の会（おおがたしゃうんてんとものかい） 

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） 20名（20 名/0名） 年代 30 代～60代 メンバー募集 募集中（社内の方） 

活動内容 トヨタボランティアセンター地域活動。社内外のイベントでのバス、トラック等の運転。 

中間支援 

団体名 フリーポート（自由港）（ふりーぽーと（じゆうこう）） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 年に 4 回程度）／ところ：不定 

会員数（男/女） 14名（10 名/4名） 年代 20 代～60代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 アート・文化活動を活かした地域おこし。子ども会、各種イベントにおけるアートバルーン活動など。地方公共

団体、市民団体、民間団体をつなぐ中間支援活動、メンバーのスキルを活かした各種の講師活動など。 

中間支援 

団体名 ボランティアぽけっと（ぼらんてぃあぽけっと） 

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から依頼され

たことに皆で手伝っています。不定期ですが、大きな行事（運動会・盆踊りなど）では入所の方のお世話の手伝い、バザー

などの補助をしています。 
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行事 

ボランティア 

団体名 いしの梅一座（なつメロ踊りの会）（いしのうめいちざ（なつめろおどりのかい）） 

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） 7 名（2 名/5 名） 年代 70 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

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。 

行事 

ボランティア 

団体名 とよた観光交流サポート隊（とよたかんこうこうりゅうさぽーとたい） 

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：不定 

会員数（男/女） 177名（97 名/80 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 観光イベントのサポーター派遣。観光ボランティアガイド育成。 

行事 

ボランティア 

団体名 豊田クリエイティブクラブ（とよたくりえいてぃぶくらぶ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2・4週 土曜日 13 時 30分～15 時、月曜・木曜日を除く日は自由工作／と

ころ：産業文化センター第 3 工作室 

会員数（男/女） 25名（23 名/2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 創造的発想・創作作業の参考となる基礎知識などの指導や相互研鑽の実施。独創的な作品の日常創作活動の支援

及び場所、設備の利用提供ただし、営利目的の活動は禁ずる。各種アイデア行事の開催、参加など創造性啓発に係る活動の

推進。 

行事 

ボランティア 

団体名 豊田市健康づくり協議会 下山地区（とよたしけんこうづくりきょうぎかい しもやまちく） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 木曜 9時 30 分～15 時／ところ：下山保健福祉センター 

会員数（男/女） 12名（0 名/12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 健康のために料理を通じて体に良い食育講座をひらきながら活動をしています。健康チェックも同時にやってい

ます。 

行事 

ボランティア 

団体名 豊田市青少年センター 学生ボランティア（とよたしせいしょうねんせんたー がくせいぼらんてぃあ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：不定期（1 年に 6 回程度）／ところ：豊田市青少年センター 

会員数（男/女） 20名（11 名/9名） 年代 10 代～20代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 スポーツ大会、試合等におけるボランティア活動。マラソン大会において給水活動や片づけ等。スポーツ試合に

おける人員整備やクリーン活動。 
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行事 

ボランティア 

団体名 フラ・マハロ・フジオカ（ふら・まはろ・ふじおか） 

活動地区 浄水、高橋、美里、猿投台、井郷、石野、猿投、保見、藤岡、藤岡南、小原地区  

定例会 とき：第 1・3週 金曜 9 時 30 分～11 時 30 分／ところ：藤岡又は、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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 あおなぎ（あおなぎ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：自宅 

会員数（男/女） 2 名（0 名/2 名） 年代 10 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 施設、地域でのバイオリン演奏。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 市木伝統芸能 ふれあい七福神おどり（いちぎでんとうげいのう ふれあいしちふくじんおどり） 

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） 19名（12 名/7名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集中（市木町自治区在住の方） 

活動内容 ①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）。②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）。③市有地の花畑の整備をしている。④公的機関（学校・こども園・交流館・コミュ

ニティセンター等）からの依頼に応じ活動している。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 NPOとよた羽ばたけ天翔（えぬぴーおーとよたはばたけてんしょう） 

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） 20名（7 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 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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 NPO法人 矢作川と三河武士フォーラム（えぬぴーおーほうじん やはぎがわとみかわぶしふぉーらむ） 

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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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 オールドアート会（おーるどあーとかい） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1 週・第 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） 19名（15 名/4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 ①絵画制作を通じてその技術習得とともに自らの心身向上を目指す。②会活動を通じた会員相互の交流による生

きがいづくり、仲間づくりを図る。③地域活動に積極的に参加することで、地域の文化・芸術及び福祉の向上に寄与する。

福祉、医療施設等への絵画展示。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 オカリーナ梅坪（おかりーなうめつぼ） 

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

会員数（男/女） 15名（2 名/13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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 音楽の会「心音」（おんがくのかい「このん」） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：福祉施設、高齢者施設 

会員数（男/女） 4 名程度 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 高齢者や障がい者の方々と音楽を通し交流をする。音楽を使って身体を動かしたり、歌ったりすることでの QOL

向上を目指す。レクリエーションや演奏会。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 上郷すみれ会（かみごうすみれかい） 

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） 12名（0 名/12名） 年代 60 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。①スト

レッチ体操。②手遊び歌（童謡）：歌いながら脳の活性化。③盆踊り：民踊を一緒に楽しんでいただく。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 紙芝居「ころころ座」（かみしばい「ころころざ」） 

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、猿投台、井郷、石野、猿投、

保見、松平地区 定例会 とき：第 1・2・3週 火曜 10時～12 時／ところ：益富交流館 

会員数（男/女） 8 名（0 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 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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 輝動あい楽（きどうあいらく） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：朝日丘交流館 

会員数（男/女） 26名（0 名/26名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 フラダンスで施設訪問（芸能発表）。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 喜楽会（豊田グループ）（きらくかい（とよたぐるーぷ）） 

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 ①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。②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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 クルマづくり究めるプロジェクト（くるまづくりきわめるぷろじぇくと） 

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） 219名（213 名/6 名） 年代 20 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 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」を子ども達が育み、思考力や発想力、創造性を高めることを目的とする。ものづくりに興味、関

心の高い子どもたちが、より高度で専門的な技術や優れた匠の技を学び、体験する事で職業についての意識が芽生え、もの

づくり人材の育成につなげることを目指す。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 こども図書室ボランティア（こどもとしょしつぼらんてぃあ） 

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） 132名（6 名/126 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 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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 こもれ日（こもれび） 

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 募集していない 

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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 猿投フォーク村（さなげふぉーくむら） 

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：猿投北交流館 

会員数（男/女） 12名（7 名/5名） 年代 40 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 フォークソングを中心に、「猿投」の歌をギターに合わせて歌う。交流館や市の行事などに積極的に参加する。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 Ｇくれふ（じーくれふ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 金曜 9 時 30 分～12 時／ところ：ひまわりの街 

会員数（男/女） 6 名（0 名/6 名） 年代 50 代～60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 オカリナの演奏を通して、小さな子どもから高齢者の方まで幅広い層の方々に音楽の楽しさを感じていただく。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 昭和ミニバンド（しょうわみにばんど） 

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。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 白ゆりグループ（しらゆりぐるーぷ） 

活動地区 豊田市全域、東郷町、鳴海町、豊明市、刈谷市、北設楽郡東栄町、北設楽郡設楽町、長野県  

定例会 とき：随時／ところ：稲武地区 

会員数（男/女） 13名（4 名/9名） 年代 30 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 踊り、歌、アコーディオン・大正琴・ギター演奏。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 だんらん皿廻し友の会（だんらんさらまわしとものかい） 

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） 3 名（3 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 皿廻しを通じて地域の皆さんと交流します。皆さんも皿廻しを体験できます。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 テルの会（てるのかい） 

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、猿投台、

井郷、石野、猿投、保見、松平地区 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 1～2 回程度）／ところ：施設、老人会、交流館等 

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（募集条件なし） 

活動内容 楽器演奏（オカリナ、サックス、ギター）、歌、マジックを施設、老人会、交流館等で披露し喜んでもらっていま

す。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 豊栄会（とよえいかい） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 火曜・木曜 13 時 30 分～16 時／ところ：憩の家 花沢 4組会場 

会員数（男/女） 12名（0 名/12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 福祉施設等で日本舞踊を披露しています。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 豊田ゴスペルクワイア（とよたごすぺるくわいあ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 火曜 10 時 30 分～12 時 30 分、19時～21 時／ところ：代表宅 

会員数（男/女） 66名（6 名/60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 高齢者施設、障がい者施設、病院、イベントなどで、歌詞カードを参加者に配布し、みんなでゴスペルを歌う。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 豊田市役所 奇術クラブ（とよたしやくしょ きじゅつくらぶ） 

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） 27名（15 名/12 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 子どもからご高齢者まで幅広い年齢層を対象に、奇術に依る慰問を主とし、手品演技、手品指導、腹話術、二胡

演奏を行う。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 豊田障がい者スイミングクラブ（とよたしょうがいしゃすいみんぐくらぶ） 

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） 15名（5 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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 Niccorina（にっこりーな） 

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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 日本字てがみ協会 豊田支部（にほんじてがみきょうかい とよたしぶ） 

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 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） 31名（3 名/28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。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 のの花（ののはな） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 3 週 水曜 8時～12 時／ところ：自宅や交流館 

会員数（男/女） 3 名（1 名/2 名） 年代 50 代～80 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 ギター、ハーモニカ演奏活動を行っています。皆で唄おう！演奏する人も、聴く人々も一つになって！デイサー

ビスの利用者さんの歌の伴奏。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 ヒデとメイ風（ひでとめいふう） 

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 60 代～70 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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 ひまわりダンスサークル（ひまわりだんすさーくる） 

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） 12名（6 名/6名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 高齢者施設等にてモダン・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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 広久手町太鼓クラブ あいづまっ鼓（ひろくてちょうたいこくらぶ あいづまっこ） 

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：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） 34名（20 名/14 名） 年代 10 代 メンバー募集 募集していない 

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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 フォーク・グループ “かすみ草”（ふぉーく・ぐるーぷ“かすみそう”） 

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 定例会 とき：第 2・4 週 土曜 13 時～16

時／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 40 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。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 ＦＯＲ-ＹＯＵ（ふぉーゆー） 

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） 30名（9 名/21名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（要相談） 

活動内容 楽器演奏（トンチャイム、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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 ふくろうの会（ふくろうのかい） 

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：平戸橋いこいの広場 

会員数（男/女） 9 名（1 名/8 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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 紅花会（べにはなかい） 

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（3 名/6 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 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に合わせた簡単な振付と指導も行います。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 豊寿会大正琴サークル（ほうじゅかいたいしょうごとさーくる） 

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：不定期（1 ヶ月に 5 回程度）／ところ：不定 

会員数（男/女） 2 名（2 名/0 名） 年代 70 代 メンバー募集 募集中（募集条件なし） 

活動内容 心身共に健康で実りある人生を過ごすため大正琴の演奏を通じ、メンバー相互の親睦と少しでも社会に貢献した

いと取り組んでいる。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 ポコ ア ポコ（ぽこ あ ぽこ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 1・3週 金曜 9 時～正午／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、オカリナ演奏をします。時間があれば脳ト

レ、曲名当てクイズなどもしています。演奏する曲の歌詞カードを持参しますので、一緒に歌って頂けます。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 ますづか大正琴愛好会（ますづかたいしょうごとあいこうかい） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2・4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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 祭り火（まつりび） 

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） 13名（7 名/6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 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。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 美里・挙母音頭保存会（みさと・ころもおんどほぞんかい） 

活動地区 美里地区 定例会 とき：第 2週 日曜 13 時～15 時／ところ：美里交流館 

会員数（男/女） 40名（12 名/28 名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（豊田市民） 

活動内容 伝統文化である美里・挙母音頭を復活させるとともに、豊田市民へ周知徹底し、普及させる。若い世代、こども

達へ伝承し、定着させる。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 宮新太鼓クラブ（みやしんたいこくらぶ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：毎週 火曜 18 時～20 時、毎週 土曜 17 時～19 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（8 名/13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。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 ミュージックベルグループ 愛音（みゅーじっくべるぐるーぷ あいね） 

活動地区 崇化館、梅坪台、朝日丘、逢妻、豊南、高橋、美里、猿投、保見 松平地区  

定例会 とき：第 1・3週 火曜 13 時～15時／ところ：益富交流館 

会員数（男/女） 11名（0 名/11名） 年代 40 代～60代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 施設利用の高齢者にとってミュージックベル演奏は様々な効果をもたらすという代表者の考えに賛同したメンバ

ーが施設に出向き、ミュージックベルの指導と演奏援助を通し、高齢者の能動的音楽体験をサポートする。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 民芸の森クラブ（みんげいのもりくらぶ） 

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） 35名（23 名/12 名） 年代 40 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 本多静雄氏の偉業や平戸橋の歴史を発掘し、次世代へ継承する活動。豊田らしい身近な民芸を探求・創案し、市

民に普及啓発する活動。文化的な森の環境の保全管理に協力し、民芸の森の利活用を促進する活動。豊田市の歴史文化や地

域の環境保全に寄与する活動。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 優花（ゆうか） 

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）施設を中心に、芸能訪問していきたいです。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 よつば会（よつばかい） 

活動地区 高橋、松平、下山地区  

定例会 とき：第 1 週 月曜 13時～16 時（その他随時）／ところ：下山保健福祉センター、生きがい活動センター 

会員数（男/女） 6 名（0 名/6 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 手作りの作品等を通じて地域のみなさんとのふれあい交流を深めています。若い方には昔から伝わる遊び道具を

作り、次世代に伝えてもらいたいと思い、高齢の方には元気で指導してもらいたいという思いで活動しています。 
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文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 わいわい劇団（わいわいげきだん） 

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、石野、猿投、保見 松平地区 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（2 名/11名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 少人数の劇団です。公演依頼を受けると進んで発表しています。 

文化・芸能・ 

スポーツ振興 

団体名 若園太楽鼓の会（わかぞのたらこのかい） 

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  

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） 28名（8 名/20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 練習により習得した技術を社会福祉施設（高齢者施設・障がい児施設・その他）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くことを目的としています。毎週土曜日の午後、若園交流館にて和太鼓やロック調ソーラン節・

エイサー等の練習をしています。 

保健・医療 

団体名 トヨタ記念病院 病院ボランティア「みつわ会」（とよたきねんびょういん びょういんぼらんてぃあ「みつわかい」） 

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

会員数（男/女） 66名（5 名/61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病院外来での患者の介助、子どもの一時預かり。②ソーイング（病院で使用する点滴カバーや患者の身につけ

る物など病院に必要な物を作る。）③移動図書（病棟を本を持ってまわり、患者に本を貸し出すサービスを行う。）④読み語

り。⑤園芸（病棟のバルコニーに花を育てる。） 

保健・医療 

団体名 腹話術 にっこにこ（ふくわじゅつ にっこにこ） 

活動地区 豊田市全域、岡崎市、安城市  

定例会 とき：第 2 週 火曜 18時～20 時 45 分、第 4 週 土曜 15 時～18 時／ところ：朝日丘交流館 

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 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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保健・医療 

団体名 豊南げんきかい！！（ほうなんげんきかい！！） 

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） 20名（3 名/17名） 年代 60 代～70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。 

交流 

団体名 五ヶ丘そば倶楽部（いつつがおかそばくらぶ） 

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） 9 名（9 名/0 名） 年代 50 代～60 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。 

交流 

団体名 ヴィオリラアンドフルートアンサンブルＴ（う゛ぃおりらあんどふるーとあんさんぶるてぃー） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：なし／ところ：なし 

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 福祉施設等にて、夫婦でヴィオリラとフルートの演奏活動をしている。 

交流 

団体名 AJB40 クラブ（えーじぇーびーよんじゅうくらぶ） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：随時／ところ：豊田市 

会員数（男/女） 36名（17 名/19 名） 年代 60 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 会員相互の趣味と親睦を図り、社会（地域）貢献活動に活かすことを目的に、制作活動および清掃作業などを行

っている。 

交流 

団体名 SKG-12（えすけーじーとぅえるぶ） 

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） 19名（4 名/15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 【活動目的】①高齢者、障がい者の自立支援、暮らし易くする生活支援。②子ども、未就学児へ古き良き時代の

情操教育支援。【活動内容】（定期活動）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。 紙芝居 2 題、盆踊り２曲。誕生祝を６０分目途に交流。 （不定期活動）イベント、フェスタ、要望による交

流ふれあい、手作り遊び、竹馬、水鉄砲、折紙、アクセサリー等を参加者に指導しながら、製作し、完成後持ち帰っていた

だく。120 分を目途に交流。 
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交流 

団体名 扇の会（おおぎのかい） 

活動地区 高橋、美里、益富地区 定例会 とき：毎週 水曜 12時～15 時／ところ：益富交流館 

会員数（男/女） 10名（1 名/9名） 年代 60 代～70 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 太極拳、カンフー扇、ボール太極拳を活かした慰問活動。 

交流 

団体名 Orange MaMa（おれんじ まま） 

活動地区 若林、若園地区 定例会 とき：不定期（1 ヶ月に 1 回程度）／ところ：多世代交流サロンひだまり 

会員数（男/女） 12名（0 名/12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 地域の多世代交流。 

交流 

団体名 下山ルネッサンス（しもやまるねっさんす） 

活動地区 下山地区 定例会 とき：不定期（1ヶ月に 1 回程度）／ところ：下山保健福祉センター 

会員数（男/女） 7 名（1 名/6 名） 年代 50 代～60 代 メンバー募集 募集中 

活動内容 下山まどいの丘デイサービスにて地元の高齢者の方と楽しく交流活動をしています。散歩道の花育てやサツマイ

モ堀りの収穫や大掃除の手伝い、ゲーム大会の手伝い等、季節に合わせた内容を行っています。 

交流 

団体名 スマイル９（すまいるないん） 

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） 34名（8 名/26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・回想法・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通し、遊びの中からいろいろな楽しみ・教訓を見つけて、人生をより豊かなものにしていた

だく。 

交流 

団体名 楽しく歌おう のぶ＆じゅん（たのしくうたおう のぶあんどじゅん） 

活動地区 豊田市全域、日進市、尾張旭市、安城市 定例会 とき：随時／ところ：自宅 

会員数（男/女） 2 名（1 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 歌を合唱し楽しく過ごす。ギター伴奏で童謡・唱歌を合唱。エレキギター演奏。 
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交流 

団体名 地域ふれあいサロン高美（ちいきふれあいさろんたかみ） 

活動地区 若林地区 定例会 とき：第 4週金曜 10 時～12時／ところ：高美町自治区会館（高美町 5-30） 

会員数（男/女） 47名（4 名/43名） 年代 60 代～80代 メンバー募集 募集中（若林自治区在住の方） 

活動内容 高齢者との交流と親睦を図る。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」を開催しています。 

交流 

団体名 「つぶやきを形に」有言実行本舗（「つぶやきをかたちに」ゆうげんじっこうほんぽ） 

活動地区 豊田市全域  

定例会 とき：【偶数月】第 3 水曜 10 時～12 時、【奇数月】第 4 金曜 10 時～12時／ところ：豊田市福祉センター 

会員数（男/女） 6 名（1 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 様々な人の「つぶやき」を形にしながら、広がり、つながり、絆を深めていく。毎月 1 回「哲学カフェ」（井戸端

会議のような楽しいおしゃべりの場、語らいの場）を行っています。 

交流 

団体名 Toyotaまるごとおせっかい（とよたまるごとおせっかい） 

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 

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・話したい方） 

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

内する。②豊田で困っている外国人に声を掛ける。③外国人におせっかいをする。 

交流 

団体名 なでしこの会（なでしこのかい） 

活動地区 上郷、末野原地区 定例会 とき：第 1 週 月曜 9時 30 分～15 時／ところ：地域の会場(農協） 

会員数（男/女） 7 名（0 名/7 名） 年代 60 代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 お手玉を作り、こども園、高齢者施設へ寄付したり、施設に訪問し、お手玉で遊んだり、歌を歌ったり、お話を

したりして交流を図っている。必要に応じて困っていることを陰で助けてあげるなど幅広く窓口を持つ。 

交流 

団体名 ぬくもりの会（ぬくもりのかい） 

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） 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 ふれあい給食サービスによる地域の交流。 
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交流 

団体名 ひまわりグループ（ひまわりぐるーぷ） 

活動地区 下山地区 定例会 とき：第 4週 日曜 13 時 30分～15 時 30 分／ところ：大沼 3 組集会所 

会員数（男/女） 12名（0 名/12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 地域の公共施設周辺の環境整備を行ったり、施設等に訪問し交流ボランティア等をしています。 

交流 

団体名 フラワーズ（ふらわーず） 

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 定例会 とき：随時／ところ：不定 

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 ベリーダンスを観て頂き、懐かしい曲に合わせて一緒に簡単な振付を踊って楽しんでもらう。 

その他 

団体名 NPOとよた天翔福祉フォーラム（えぬぴーおーとよたてんしょうふくしふぉーらむ） 

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） 23名（6 名/17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、フラダンス、日舞、詩舞、コーラス等を行う。 

その他 

団体名 エンジェルの会（えんじぇるのかい） 

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） 6 名（0 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 毎月第 1 金曜日に、サンアビにて会報作業のお手伝いを行っています。 

その他 

団体名 おいでん中根っこ（おいでんなかねっこ） 

活動地区 若園地区 定例会 とき：第 1・2・3 週 金曜 13 時～16 時／ところ：中根区民会館 

会員数（男/女） 22名（0 名/22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。 
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その他 

団体名 おはなし会「モッくん」（おはなしかい「もっくん」） 

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） 10名（3 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 ①障がい者や高齢者の福祉施設での傾聴（利用者との話し相手）＆手あそび、歌あそび、紙芝居などでの交流。

②子育て支援（未就園児）グループとの交流。 

その他 

団体名 かがやき１３（かがやきさーてぃーん） 

活動地区 豊田市全域 定例会 とき：第 2 週 金曜 9 時～16 時／ところ：主に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） 28名（8 名/20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。 

その他 

団体名 ＪＡあいち豊田助け合いの会 ふれあいの輪（じぇーえーあいちとよたたすけあいのかい ふれあいのわ） 

活動地区 豊田市全域 みよし市 定例会 とき：第 2 週 月曜 13時 30 分～15 時／ところ：事務所 

会員数（男/女） 312名（9 名/303 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 厚生病院と足助病院にて病院ボランティア（院内のお出迎え、庭園の整備、車いす修理）を行う。ミニデイサー

ビスとして、農協施設内で高齢者とのふれあいを行う。 

その他 

団体名 豊田市自然調査の会 虫めがね（とよたししぜんちょうさのかい むしめがね） 

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 自然環境、生物の調査。標本作製や管理。写真撮影や生物の採集等資料収集。パネル、調査報告書等、結果報告

用資料作成。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。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。 
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その他 

団体名 認知症予防支援グループ えんじょい♪（にんちしょうよぼうしえんぐるーぷ えんじょい♪） 

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） 10名（1 名/9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 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。 

その他 

団体名 布遊の会（ふゆうのかい） 

活動地区 崇化館、梅坪台、朝日丘、逢妻、豊南、上郷、竜神、末野原、若林、前林、若園地区  

定例会 とき：第 2、4週月曜 13 時～15 時 30 分／ところ：自宅、区事務所 

会員数（男/女） 50名（0 名/50名） 年代 50 代～70代 メンバー募集 募集していない 

活動内容 洋裁、手芸を修得している仲間であるため、作品展とバザーの都度、作品と販売利益を施設、社協に寄付してい

ます。内容は、ボタン付け、ゴムの取り換え、ほころび、小品作り等です。 

その他 

団体名 ぽっぽの会（ぽっぽのかい） 

活動地区 猿投台、井郷、猿投、保見、藤岡、藤岡南地区 定例会 とき：随時／ところ：石畳こども園 

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 絵本、紙芝居の読み聞かせを通して子どもの健全育成に少しでも貢献できるように活動しています。 

その他 

団体名 美里扇の会（みさとおおぎのかい） 

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） 11名（1 名/10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。 

その他 

団体名 朗読と回想の 四つ葉のクローバー（ろうどくとかいそうの よつばのくろーばー） 

活動地区 竜神、若林、前林、若園地区 定例会 とき：第 4 週 金曜 15 時 30 分～／ところ：若林交流館 

会員数（男/女） 8 名（1 名/7 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 回想法に基いて、朗読、語り、読み聞かせ、歌、ストレッチ体操などをし、高齢者の方たちの援助を心掛ける。 

 



   

 
 

いろいろな問題にぶつかります。活動
の反省をし、評価を行い次の活動が効
果的に行われるように備えることが
望まれます。そのためには、学習して
いかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分勝手な計画をたてたり、善意の名

をかりて押し付けることはやめ、相手

の立場に立って行動しましょう。 

相手の求めていることに合

わせて活動しましょう。 

 

 

 

自分のグループの力量にあわせて無

理のない計画をたて、細く長く自分の

生活リズムに組み入れた活動にしま

しょう。 

 

無理のない計画をたてまし

ょう。 

 

 

人と人との信頼関係によって成り立
つものです。 
活動の場での約束は守り、責任ある行
動をとりましょう。 

 

約束は守りましょう。 

いろいろな人の悩みや問題の相談を受
けることも多くあります。個人のプラ
イバシーに関することは決して他言し
ないことです。秘密を守ることは活動
における信頼関係を深めることに不可
欠です。 

秘密は守りましょう。 

たえず学習し、自分を成長さ

せましょう。 

 

 

 
自分の信仰している宗教や支持して
いる政党などを活動の中で、相手に勧
めたり強要してはいけません。信仰の
自由、思想・信条の自由をお互に守り
尊重しましょう。ボランティア活動
は、人権尊重そのものであるという重
い意味をかみしめましょう。 

宗教や政治活動とは区別し 

ましょう。 
 

 

善意というものは、押しつけになれば
かえってマイナスです。決して「して
あげる」という発想ではなく、協力者
であり援助者であるという立場で尋
ねる姿勢、学ぶ姿勢が必要です。 

謙虚さも大切にしましょう。 

 

 

 
家族の理解と協力を得ておきましょ
う。また、職場、学校などで理解や関
心をもってもらうことが、ボランティ
アの輪を広げることにつながります。 

まわりの理解と協力を得て

おきましょう。 

 

 
万一の事故に備えて安心して活動で
きるように活動場所の点検をしたり、
事故が起こった場合の対応を学習す
ることも必要です。 
ボランティア保険の加入をお勧めし
ます。 

安全対策に充分配慮しましょう。 

 

 

 

ボランティア活動は、まずあいさつ

や、高齢者・身体の不自由な人に席を

ゆずることから始めましょう。 

 

自分に合った身の回りの

ことから始めましょう。 


