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グ　ル　ー　プ　名 主　　な　　活　　動　　内　　容

1 まんりょう
特別養護老人ホームへの定期訪問活動、お花見、盆踊りへの協
力、敬老会の演芸に参加

2 舞鶴日赤病院ボランティア会 病院の療養環境作りに協力（図書貸出サービス、案内）等

3
認知症の人の家族を
援助する会

認知症高齢者を抱える家族からの相談受付・交流会等

4 舞鶴市老連福祉部ふれあい
在宅の高齢者への訪問・援助、特別養護老人ホーム等への定期
訪問

5
舞鶴市食生活改善推進員協議
会「はまなす会」

食生活改善指導による在宅福祉活動等

6 ボランティアあんじゅ 特別養護老人ホームでホーム喫茶の開催、季節の行事への協力

7 舞鶴健康友の会 診療所で各種行事への協力

8 聖母ボランティア
特別養護老人ホームに定期訪問、名札付け等の手伝い、各種行
事への協力

9 つりがね草グループ
特別養護老人ホームに定期訪問、作業手伝い、各種行事への協
力等

10
南舞鶴女性の会
ボランティアサークル

デイサービスセンターに定期訪問、高齢者の風呂上りのケア、
お話相手など

11 ラバンダ
特別養護老人ホームなどの定期訪問、リフレクソロジー、フィ
トテラピー

12 マザーズハンド
デイサービスセンター等を定期訪問、ハンドとフットケア、ベ
ビーマッサージ等

13 なごみ会
特別養護老人ホームに定期訪問、作業手伝い、各種行事への協
力等

14 舞鶴在宅介護者の会 在宅の介護者への訪問・援助、福祉施設への訪問等

15
特定非営利活動法人
レ・トウヌソル

高齢者への配食サービスと声かけ活動、ふれあいサロンの実施
等

16 引揚（つるの会）（休会中） 特別養護老人ホームに定期訪問、歌を通しての交流

17 絵手紙ボランティア
特別養護老人ホームやサロンなどで絵手紙つくりを通しての交
流

ボランティアセンター登録グループ（平成2７年７月２４日現在）

☆☆高齢者領域☆☆
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18
舞鶴手話サークル
「つたの会」

聴覚障がい者と共に、手話学習会、聴覚障害者との交流、機関
紙の発行等

19 朗読ボランティア木曜会
声のたより「やまびこ」を作成し視覚障がい者、福祉施設へ配
布、愛聴者との交流活動

20 むつぼし会
観光パンフレット等の点訳、点字翻訳ボランティア養成講座、
視覚障がい者への援助活動等

21
舞鶴要約筆記サークル
「みみかき」

難聴者への要約筆記活動、交流会、要約筆記学習会の開催等

22
舞鶴運転ボランティア
ひまわり会

身体障がい者を対象とした福祉送迎サービス

23
障害者社会参加支援ボラン
ティアグループ　ハーネス

視覚障がい者との交流会の開催、福祉教育への協力、福祉施設
訪問等

24 舞鶴四輪会
障がい者への送迎を中心とした援助活動、障害者福祉への啓発
活動

25 こひつじ会
障がい者支援施設を定期訪問、縫製、外出ボランティア、行事
への協力等

26 ステップあけぼの　女性の船
障がい者支援施設を定期訪問、縫製、外出ボランティア、行事
への協力等

27 あひるの会
障がい者支援施設を定期訪問、縫製、外出ボランティア、行事
への協力等

28 わらびの会
障がい者支援施設を定期訪問、縫製、外出ボランティア、行事
への協力等

29 舞鶴高専ボランティア同好会 障がい者支援施設を定期訪問・友愛活動等

30
精神保健ボランティア
心の会

精神障がい者を対象としたサロンの開催、障がい者支援施設に
参加、協力

31 生協福祉の会　秋桜
障がい者福祉サービス事業所等で作業手伝い、布切り、お風呂
上りのケア等

32 つくしんぼ 障がい者支援施設に定期訪問、陶芸作業に参加、行事協力

33 朗読ボランティアこだま会
福祉施設、学校などを定期訪問、朗読活動、視覚障がい者へ広
報紙のテープ作成など

34 サークル花歩 障がい者のハイキング、山歩きを援助、交流

35 サタデースタディ 聴覚障がいの児童、生徒への学習支援

☆☆障がい者領域☆☆
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36 むつみ 児童養護施設を定期訪問、縫製、行事への協力等

37
国際ソロプチミスト
舞鶴日星高等学校Ｓクラブ

保育所への定期訪問、交流、各種福祉行事への協力等

38 おはなしキャラバンたんぽぽ
図書館を拠点に紙芝居・人形劇などで子ども達と交流。保育
所、幼稚園、小学校、地域への訪問

39 舞鶴ＢＢＳ会
市内の公園等で清掃活動、児童養護施設への定期訪問、学習支
援など

40
西舞鶴高等学校
ボランティア部

各種行事への参加など

41 ふしぎの国
手作りの人形劇・エプロンシアター等で図書館でお話会の開
催、幼稚園のお別れ会に参加協力

42
おもちゃライブラリー
おもちゃの部屋どんぐり

親と幼児がおもちゃで遊びながら交流を行う場つくり

43 東舞鶴高校ボランティア部 各種行事への参加など

44
舞鶴おはなしの会
おはなし玉手箱

図書館、学校、子ども会等でのストーリーテリングを中心とし
た「おはなし会」の提供

45 おはなし舞ポケット
市内小中学校、幼稚園、子ども会等でストーリーテリングと絵
本の読み聞かせ

46
切手収集ボランティアグルー
プ「夢」

古切手を収集、販売等を行い、子どもたちの支援に活用

47 舞鶴市レクリエーション協会
地域・施設でのレクリエーション指導、指導員の養成、地域行
事への協力、青少年健全育成活動

48 夢のマジック宅配便 保育園、幼稚園、小学校、地域等へマジックを通した交流活動

49
舞鶴献血ボランティア会
ＡＯＢＡ

日赤血液センター献血推進と受付、骨髄バンクドナー登録説明
と受付

50 よつば会 特別養護老人ホーム等を定期訪問、大正琴演奏、交流

51
民謡照日会
ボランティアグループ

特別養護老人ホーム等への定期訪問、歌、踊り、尺八、三味線
等演奏、交流

52 岡田豊早春会 特別養護老人ホーム等を定期訪問、新民踊、交流

53 なかよし会 特別養護老人ホーム等への定期訪問、手芸指導、交流

54 あじさい会 障害者支援施設等を定期訪問、カラオケ、舞踊等、交流

55 北京都民踊協会
特別養護老人ホームを定期訪問、民踊指導、地域の行事へ参加
協力

56
人と動物とのふれあいボラン
ティア　ハーモニー

特別養護老人ホーム、障害者支援施設を定期訪問、動物と共に
交流

57
舞鶴ギター合奏団
ボランティアグループ

障害者支援施設等へ定期訪問、ギター演奏、交流

58
特定非営利活動法人
京都ライフセービング

海水浴場で監視活動、Ｊｒ．プログラム、イベントガード、講
習会開催等

☆☆青少年・一般領域☆☆
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59
きりんの会（舞鶴骨髄バンク
を推進する会）

骨髄バンクの啓発、普及活動

60 ボランティアあっぷる
地域での催し等におけるフィルム、ビデオの上映協力、特別養
護老人ホーム等を定期訪問

61 コーラスそよかぜ 特別養護老人ホーム等を定期訪問、歌による交流

62 豊まり会 特別養護老人ホームを定期訪問、民踊、傾聴

63 ナニ・アロハ 社会福祉施設や地域などでフラダンスを通した交流活動

64
カイロ地域普及委員会
健康クラブ（休会中）

地域の行事などで健康講座、健康教室の実施

65 舞鶴ゆうさい連 よさこい踊りを通じた交流活動

66 Maizuru Civic Club
レクリエーションを通じた子どもとの交流活動、募金活動、清
掃活動等

67 ナツコラ会 福祉施設、地域等で、ハーモニカ演奏や歌を通じた交流活動

68 すみれ組（休会中）
災害復興支援活動、障害者支援施設を定期訪問、日中活動の補
助等

69 木もれ陽
福祉施設、地域などで、ギターとオカリナの演奏を通じた交流
活動

70 青葉会 福祉施設、地域などで、舞踊を通じた交流活動

71 がちょうの卵
介護老人保健施設を定期訪問、オカリナとキーボードを通じた
交流活動

72 フレンド・ブラス 金管楽器の演奏による交流活動



5

73
中舞鶴婦人会
ボランティアグループ

特別養護老人ホームを定期訪問、中舞鶴地区ひとり暮らし高齢
者に対する料理教室等

74 まこも会 ひとり暮らし高齢者の集いの開催、友愛訪問活動等

75 五和会
西市民プラザで地域の交流の場をつくる活動、歳末に手作りの
お餅、減塩味噌の配付他

76 日星テレサ会（休会中）
余内地区のひとり暮らし高齢者を中心に、料理教室や集いを実
施

77 京田婦人会ふきのとう
京田集会所で地域の交流の場をつくる活動・京田地区の80歳以
上の高齢者を対象とした会食会

78
地域ボランティア
平ネットワーク

平地区の80歳以上の高齢者を対象とした会食会

79 溝尻白ゆり会 溝尻地区のひとり暮らし高齢者を対象とした茶話会等

80 岡田上ボランティアグループ
岡田上地区ひとり暮らし高齢者世帯に手作り味噌、梅干しの配
付

81 中宮フレンド 中若宮地区の高齢者を対象とした会食会、茶話会

82 南舞鶴おやじの会
地域の学校などにおいて、除草、清掃活動、保育所への行事協
力など

83 福祉健康推進会
八戸地地区の高齢者を対象とした会食会、茶話会、多世代交流
事業の開催等

84 うぐいす会 伊佐津川荘苑で高齢者を対象とした会食会、茶話会

個人ボランティア 福祉施設、地域等で個人で活動

☆☆地域領域☆☆


