
加茂地域ボランティアグループ一覧

ボランティア
グループ名と代表者名

活動内容／場所と時間

おはなしポケット 絵本・紙芝居の読み聞かせ。ストリーテリング。

　新子　弘子

加茂図書館：おはなし会（毎月第１・３日曜日午前１
０時３０分～１１時）
他加茂地域の各小学校の朝の会・加茂きはだ園・加茂
の里・学童いづみなど

手話サークル　あじさい
手話サークル。手話技術習得、相楽ろうあ協会との活
動。

　水上　幸代
加茂文化センター
毎週金曜日
午後７時３０分～９時３０分

サークル  かもめ
ミニコミ誌発行。アルミ缶収集、リサイクル活動。地
域お輿に参加。

　宮島　房子

主に加茂地域で活動、竹の間伐は山城地域。
・毎月第１火曜日　ミニコミ誌発行
・毎月第２火曜日　アルミ缶回収作業
午前９時～１２時
・毎月第１日曜日　竹の間伐作業　午後１時～４時

要約筆記サークル　あゆみ 要約筆記サークル。難聴者支援。

　崎園　邦子 加茂ふれあいセンター　　　毎月第３水曜日

朗読  いずみ 朗読サークル。広報紙の朗読。

　中岡　恵子
・木津川市中央図書館（第１火曜日）
・加茂文化センター
（第２・３・４水曜日）

クローバー
調理ボランティア。食事作りを通して地域の交流会に
参加支援。

　小谷　衣代
南加茂台公民館
毎月第１水曜日午前９時～午後２時
（８月中、祝日は休み）

れんげ草
施設支援。洗濯物の整理・衣類の縫い。入園者の話し
相手他。

　磯田　玲子
加茂きはだ園　毎週金曜日
午後１時～３時

人形劇　ポテト 人形劇ボランティア。人形劇の制作。公演。

　小高峯　一佳
加茂ふれあいセンター
毎週火曜日午後３時３０分～５時

手話サークル　かたつむり
手話サークル。手話や福祉学習を通じて地域のろうあ
者と交流をふかめる。

　高橋　史代
加茂ふれあいセンター
毎週水曜日午前１０時～１２時

6

7

9

8

1

2

3

4

5



ボランティア
グループ名と代表者名

活動内容／場所と時間

くに１８
夏の防災ワークショップに参加。ふれあいひろばにお
いてフリーマーケットで参加し、ユニセフ募金実施。

　渡邊　聖 随時状況次第

男子厨房に入ろう会 調理ボランティア。イベント時、模擬店出店。

　鈴木　正春
・定例会：加茂文化センター（毎月１回）
・活動場所は多々（イベント時）

ななくさ ホーム喫茶ボランティア。

　市川　智子 加茂の里　毎月各１回

ねぎぼうず
調理ボランティア。独居・高齢世帯の配食以外にもイ
ベントに参加協力。

　黒川　嘉代子
加茂ふれあいセンター
毎月第１火曜日

かもの恩返し 施設支援。いづみ福祉会他。

　西嶋　憲明

いづみ福祉会及び外出先
・毎週月曜日～金曜日
午前１０時～１２時と午後１時～３時
・毎週土曜日午前１０時～午後３時
・必要に応じて日曜日ガイドヘルプ

子育て支援かもっこサロン
サロン開設。おもちゃの図書館開設。おもちゃの貸出
しも可。時間内の子供の一時預かり有。

　村井　友杞子
加茂ふれあいセンター（和室）
毎月第２火曜日・第４火曜日
午前１０時～１２時

加茂の森林守り隊 森林保全活動。

　宮本　良一
加茂地域・山林・竹林
毎月第２土曜日・第４日曜日

木津川おもちゃ病院 壊れたおもちゃの修理。

　村上　武敏
第１土曜日　木津老人福祉センター
第３金曜日　加茂ふれあいセンター
午後１時３０分～４時

サロンサポーターズ ながもサロン運営。

　林　知子
加茂ふれあいセンター
毎週月曜日午前９時～午後４時（祝日は除く）
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ボランティア
グループ名

活動内容／場所と時間

ＫＡＩ　① 調理ボランティア。独居・高齢世帯の配食。

　吉岡　潤 加茂ふれあいセンター　　　　毎月第２火曜日

ＫＡＩ　② 調理ボランティア。独居・高齢世帯の配食。

　内藤　さかえ 加茂ふれあいセンター　　　　毎月第４火曜日

しいばちゃんの家 サロン「しいばちゃんの家」開設。

　藤沢　郁子
しいばちゃんの家・加茂文化センター
歌声サロン毎月第３金曜日・ふれあいサロン第２火曜
日毎週水曜日お好み焼きの日など

加茂音頭保存会 施設、作業所への慰問。イベント参加。

　坂本　良子 随時状況次第

ちょみボラ
通学時の見守り、図書館の手伝い、校舎の修繕、リサ
イクル活動。

　角　敦子 泉川中学校　時間は、活動に応じて

たまりば 喫茶ボランティア。

　奥村　晃正
加茂ふれあいセンター
毎月第３金曜日午後１時３０分～４時

子どもと教育を考える会・
らららもか

福祉施設への訪問、地域のイベント参加、自然体験、
親子で民謡を踊る、化学、科学を学ぶ。

　小森　洋子
加茂文化センター・畑・山・川・公民館・福祉施設・
学校
随時

傾聴ボランティアグループ
はるかぜ

通所者の傾聴。

　市竹　昭雄
当面みかのはらデイサービス
毎週月曜日～土曜日　１日１時間半
第４月曜日ミーティング

オリーブ
ハンドマッサージ、アロマ芳香浴を行うボランティ
ア。高齢者サロン、イベント参加協力。

　宮﨑　尚子
高齢者サロンや高齢者施設
木・土・日（祝日）以外の午後
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ボランティア
グループ名

活動内容／場所と時間

食のグループ加茂 調理ボランティア。独居・高齢世帯の配食。

　阿部　洋子
加茂ふれあいセンター毎月第３火曜日
正午～午後３時

ペイントモモ
トールペイント、ステンシル、木工制作。高齢者、障
がい者、一般成人対象。

　田中　眞理子 集会所・加茂文化センター・会員宅

あじさいを育てる会
あじさいの挿し木・除草・花柄剪定・移植・ゴミの収
集（公共用地）

　中本　恪二
南加茂台公民館駐車場裏・野上公園・熊谷公園・２丁
目歩道橋・恭仁京跡

塚穴公園を美しくする会
環境美化と保全（竹の伐採・間伐、枯れ木・枯れ枝の
除去、整理、除草、ごみ除去、構築物の保全）

　佐々木　重規 塚穴公園　　状況を見て４～５日／年

竹工房　游
加茂地域の間伐材を利用した竹製品の製作。高田・尻
枝・兎並の竹林間伐（不定期）。

　阿部　博臣
加茂町藤城で作業しています。
毎週土・日曜日　午前１０時～午後４時　月１回　間
伐予定

虹
配食サービス利用者宅を訪問し、安否確認を含め見守
りをする。配食サービスを充実させていく。

　坂本　裕久 毎週　火曜日午後３時～５時

キャラバンメイト　きづがわ
木津川市内を中心に認知症サポーター養成講座を開催
する。開催対象は、小学校、中学校、地域の集まり。
老人会等。年間１０～１５団体の申込有り。

　畑山　貴子 定例会：毎月第１月曜日。祝日の場合翌週の月曜日

つかあな共助会
つかあな会会員７８軒の中の支援希望者を対象に、生
垣の剪定や樹木の伐採受電ポールの根元補強等の作業
を月１～２件目途に実施予定。

　破石　俊夫 要請に応じて

育み（はぐくみ）
書道の指導を中心に、施設利用者の方とのお話し（傾
聴）

　二宮　周子 毎月第２月曜日午後３時～４時　きはだ園
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ボランティア
グループ名

活動内容／場所と時間

スマイル

人と犬とのふれあい活動。犬(５匹）とふれあうこと
（タッチセラピー）による情緒的な安定と正しいふれ
あい方や命の尊さを学んでもらう。　あなたのこころ
にタッチ！あなたのえがおにタッチ！あなたのぬくも
りにタッチ！

　近藤　満子
毎月第４木曜日午後４時～　いづみ福祉会（児童デ
イ）

認知症予防ネットきづがわ

認知症予防を目的とし、笑いながら楽しみながらゲー
ム等を通して、脳の活性化、心身の活性化を促すため
の活動。ＭＣＩと診断を受けた方、医療機関に行けな
い潜在的社会の孤立者に寄り添うボランティアグルー
プです。

　片岡　利代子 要請に応じて

アンサンブルＷａＲａＫｕ

長く音楽に親しんできた７人でフルート・ピアノ演
奏・歌で活動中です。音の重なりに　心のときめきと
ほっこりする演奏を心がけています。クラシック・
ポップス・童謡・愛唱歌etcレパートリーに取り組み中
です。

　林　悦子
加茂青少年センター毎月２回　金曜日
演奏場所により編成・曲目等構成し、市内公共施設・
会場において練習

元気アップ介護予防サポーター
チーム加茂

誰もが自分の体力に合わせて、楽しく体操をし、現在
の体力を維持を目指します。また、脳トレ、筋トレも
みんなとなら楽しく続きます。ご要望のある地域団体
からの要請もOKです。

　星　紀義

加茂文化センター３階音楽室・リハーサル室　毎週水
曜日　午後２時～３時３０分まで。
公民館・集会所・イベント会場等。体操の出来る場所
なら可。主催者の時間帯で（７～８人から可）

男女混声合唱　微笑（ほほえみ）
歌を通じて歌の楽しさを地域の高齢者の皆さんをはじ
め、広く交流と親睦を深めるため多くの催し・集いに
参加しています。

　川口　和彦 要請に応じて（公民館、高齢者施設、サロン等）
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