野洲市ボランティアセンター登録グループ
グループ名

活動・例会日時

令和３年度（4/30現在）

活動場所

活動内容

会員募集

1 やすマジック愛好会

毎月第2火曜日
毎月第4月曜日
（13：30～15：00）

毎月第2火曜日
（練習日：野洲図書館）
毎月第4月曜日
（講習日：健康福祉センター）

マジックの講習と練習
介護施設・近隣自治会の敬老会・サロ
ン・子ども会・障害者施設・各種イベント
など

随時相談

2 照輪野会

毎月第2土・日曜日

中主吉川公園（左岸）

災害資源（竹・木）活用

随時相談

3 野洲市民生委員児童委員協議会

市内・県内

民児協活動

-

4

野洲小学校登校日

野洲小学校登下校日

学童登下校路

可

毎月第2日曜日 第4土曜日
9：00～11：00

近江富士団地内

花と緑の育成と心のふれあい活動

可

コミセンきたの（会議）

観光ボランティア

可

学童見守りボランティアグループ万友会

5 近江富士さくらの会

6 野洲市ボランティア観光ガイド協会 第4月曜日 定例会

7 冬香色

毎月3回（必ず）
毎月1回 コミセンなかさと・ひょうず コミセン・・・毎月の行動の取り決め
それ以外（月1回）に随時希望が
毎月2回 北自治会館
自治会館・・・銭太鼓の練習
あれば活動している

随時相談

8 レイカ野洲

毎月第2土曜日の午前

野洲図書館・びわこ学園

環境美化・車いす点検

随時相談

9 ちゅうず子ども食堂

毎月第3金曜日

コミセンなかさと 午後3時～8時

子ども食堂

随時相談

10 ゴールド

市内外の福祉施設（ディサービス・グ
演奏依頼がある日及び不定期 練習（図書館大ホール・市内外福祉
ループホーム等）や地域のサロン等で昭
に月1・2回程度の練習
施設・地域・ライブハウス）
和歌謡の演奏を行っています

不可

11 人形劇サークル みっくすどーなつ

毎月第2・第4木曜日
午前中・他に公演依頼日

主に代表者宅

不可

随時

音楽ボランティア
みなさん（2・3名から）と一緒に、童謡・唱歌・
昭和歌謡曲を歌い伴奏します。みなさんに
自治会（サロン・クラブ）・介護施設等 歌って頂きたいです。
使用楽器・・・ギター、ウクレレ、キーボード、
ハーモニカ

12 ♪あすなろ

人形劇・人形や小道具製作・人形劇の
練習

不可

13 ビーフォー＆エー（B4＆A）

練習は月2回（日曜日）
演奏活動は随時（月1～2回）

野洲市内を中心に滋賀県下で活動
約50年前のグループサウンズやフォーク
（ふれあいサロン、市のイベント、レイ
ソングを演奏し、参加者と一緒に歌う
カディア大学イベント等で演奏）

14 リフォーム同好会

毎週金曜日 午前10時～12時

健康福祉センター2F

ぎおうの里訪問、依頼品作り

毎月第1土曜・第3水曜・
15 ＮＰＯ法人 アクティブ近江富士 第4日曜
その外臨時作業有り

南桜地先・さくら緑地

さくら緑地の維持管理
草刈り・樹林の剪定・消毒・施肥・補植
（若木）

16 近江富士バラ園友の会

第3日曜日・その他

近江富士花緑公園バラ園

バラ園リニューアル作業

17 ほほえみの会

随時

依頼場所

歌謡・舞踊（ナツメロ）

18 さくらんぼクラブ

―

コミセンみかみ

三上学区子育てサロン
「さくらんぼクラブ」

19 愛慈彩の会

サロン 第1・3土曜、第2・4木曜
10：00～15：00
七間場自治会食堂及び周辺
美化 第2火曜 9：00～10：00 小学校通学路
子ども見守り 下校時

サロン・子ども見守り隊・美化活動

20 野洲朗読グループ さえずり

毎月第2・4月曜日 10時～正午 野洲市健康福祉センター

市広報・議会だより等の音訳、勉強会
びわこ学園紙芝居、対面朗読

21 レク・すだれ

毎月第3火曜の午後

玉すだれの練習と情報交流

22 野洲市健康推進連絡協議会

育児サロン月1回
4月～3月 12回
野洲市健康福祉センター
すくすく6回 幼児食事教室 2回

23 ウクレレサークル パイナップル 2回/月

随時

コミセンなかさと

近江富士会館等

野洲市環境基本計画推進会議
24 「水と緑、安心の野洲」自然山 毎月第1・2・4土曜日、第3火曜日 野洲市大篠原～小堤の里山
部会

不可

随時相談

可

随時相談

不可

可

随時相談

可

随時相談

育児サロン、すくすく、幼児食事教室他、
調理・おかし作り他、お手伝い

ギター・ウクレレ演奏、歌声の集い、夏祭
り、歌声喫茶

不可

里山保全活動（林道補修、里山の歴史
遺跡の保全、里山を市民に知ってもらう 可・随時相談
ためのイベント開催等）

25 NPO法人篠原シニアネット

通年24時間

・地域美化、活性化
篠原駅前自治会区域内及びその周辺・ふれあい学習
・地域福祉

26 日本車椅子レクダンス協会

午前9時～午後6時

滋賀県内

老人施設 月1回訪問
月2回練習
中学校福祉体験 4日間

可

可

27 野洲市国際協会

―

市内・県内

外国人への日本語指導・文化紹介・国
際理解教育支援
通訳・翻訳 等

28 手話サークル あゆみ

第1月曜日 13：00
第4月曜日 19：00

コミセンきたの

交流と手話学習

コミセンなかさと

例会にて聴覚障がい者センターよりの連
絡報告
要約筆記の練習、難聴者との交流（大会
のボランティア・暮らしのサポート）

可

可

29 要約筆記サークル「チェリー」

毎月第2・4火曜日
13時30分～16：00

可

随時相談

30 コーラス小芙蓉

毎週火曜日 10：00～12：00

コミセンきたの

野洲市 文化芸術祭の発表会に出演
神戸 長寿社会コンクール・滋賀オール
ドコーラス交歓会

31 おはなしサークル「ノエル」

不定期

公民館 等

読み聞かせ・パネルシアター・ストーリー
テリング 等

随時相談

毎月第3木曜日（原則）他随時

花緑公園

シャクナゲの森・手入れ・剪定・植え込み
他

可

毎週水曜日

コミュニティセンターやす

手話学習

可

近江富士花緑公園内

園内植栽活動

可

32

日本ツツジ・シャクナゲ協会
滋賀県支部

33 手話サークル ともしび

34 近江富士花緑公園グリーンスターズ 第1木曜日/月

35 ＮＰＯ法人 陽だまり

平日9：00～17：30
（土日祝も場合によっては有）

陽だまり作業所内

障がい者の方と一緒に内職等をしてい
ただく

36 久野部東お助け隊

随時

主に久野部東自治会館、公園

地域の交流を活性化するための支援

可

37 やす緑のひろば

定例活動 第1火曜日・第3土曜
日・第4木曜日
主に市三宅地先：野洲川北流跡自
9：00～12：00
然の森
イベント等は随時

野洲川北流跡自然の森を自然豊かな森
として整備し憩いの森、子ども達が里山
遊び、自然体験できる森として次の世代
に引き継ぐ

可

38 野洲市介護者家族の会

毎月第3水曜日

野洲市健康福祉センター

介護者との交流及び懇談

―

―

―

・認知症サポーター養成講座の講師役と
して学習会を開催する
・認知症カフェにおいて認知症の相談対
応など
・認知症の啓発活動等

39 びわこ学園医療福祉センター野洲 ―

40 野洲市認知症キャラバン・メイト ―

随時相談

※ｷｬﾗﾊﾞﾝ・
ﾒｲﾄは養成
講座を受講
する必要が
あります。

41 NPO法人ふれあいワーカーズ ―

生活介護棟

利用者支援

42 ごみを減らそうプロジェクト

市内

ごみを出さない売り方・買い方を広め、
地域のものは地域で消費できるよう、各
小売店舗や市内小学校で啓発する

可

市内

家庭から出る廃食油の回収、資源化
リコース物品の利用、促進等
循環型社会を目指した取組み

可

出前公演：不定期（依頼先と日
程調整の上出向いての公演） 出前公演：依頼先の施設
44 NPO法人 レイカディアえにしの会
環境整備：芦浦観音寺竹林整 環境整備：芦浦観音寺
備 毎月火曜日9：00～12：00

出前公演：紙芝居、手遊び、歌、手品、クイ
ズ、ビンゴなど組み合わせて出向いて公演
音楽公演：よし笛、オカリナ、歌声サロンなど
出向いて公演
物づくり：ストラップ、折り紙、紙飛行機、ペッ
トボトル風車など
環境整備：芦浦観音寺竹林整備

可

45 ラス・フローレス

フラメンコ練習

可

43 エコ資源部会

毎月第3火曜 午前中

不定期（月に1回定例会議）

月3回（木曜日）

チカ守山

随時相談

