
社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体一覧表 平成３1年３月３１日現在

団体名 活動内容

1 アイ・フレンドサークル 点訳奉仕

2 刈谷朗読サークル　アイリス 朗読奉仕、各種施設内読み聞かせ

3 刈谷市ジュニアリーダークラブ 子ども会支援活動

4 刈谷手話サークル 手話活動

5 刈谷市レクリエーション指導者クラブ レクリエーション研修・振興活動

6 手話サークル　華陽の会 手話活動

7 グリンピース(刈谷手をつなぐ育成会) 知的障害児(者)自立支援

8 一起会 使用済み切手・テレホンカード等の収集等

9 かりや愛知中央生協　虹の会 障害者施設内でのバザー補助等

10 ひまわりの会 独居高齢者交流活動(なごやか交流会)

11 視覚障害者ガイドボランティアひまわりの会 視覚障害者ガイドヘルプ活動等

12 国際協力ボランティア寺子屋 書き損じはがき整理

13 要約筆記かきつばた 要約筆記

14 東刈谷タンポポの会 野田地区の高齢者交流活動

15 刈谷市地区長ＯＢ会（ＫＣＯ） 地域労働奉仕(小堤西池除草、ひかりの家清掃等)

16 洲原レディース 心身障害児(者)の水泳指導

17 ゆうあいの会 刈谷豊田総合病院内奉仕活動

18 豊田自動織機　はあとふる倶楽部 地域福祉団体支援・環境保護活動等

19 デンソーグループ　ハートフルクラブ 障害者・高齢者交流活動、地域ボランティア活動参加

20 ひふみの会 手話活動

21 半城土ふきのとう 半城土地区の高齢者交流活動・地域福祉活動

22 刈谷市国際交流協会　親善ボランティア 国際文化交流事業

23 あゆみの会 車椅子利用者の外出支援・交流

24 トヨタ車体ＴＡＢふれあいクラブ 車椅子利用者の移送サービス

25 音声訳の会 録音図書、対面朗読、各種発行紙録音

26 一ツ木わかば会 一ツ木地区の高齢者交流活動

27 ＮＴＴ･ＯＢ　始月会 ベルマークの収集整理

28 井ヶ谷美の里会 井ヶ谷地区の環境美化活動

29 刈谷おはなしみつけどり 児童施設でストーリーテリングによるお話会開催

30 熊なでしこ会 熊地区の高齢者交流活動・地域福祉活動

31 スマイルの会ひまわり 老人デイサービスボランティア

32 ぴゅあの会 知的障害者支援活動

33 ＰＣボランティア　ぴこ 障害者のＰＣ操作の指導

34 あつまりん 高齢者を対象にミニデイサービス開催

35 ＮＰＯ法人パンドラの会を応援する会 パンドラの会のバザー等協力、援助

36 刈谷防災ボランティア 地区の防災訓練支援など

37 ママハウス 託児(子育てボランティアの派遣)

38 サポーター“風” 重症心身障害者通所施設支援

39 桜区地域ボランティア「チェリー」 桜地区の高齢者交流活動

40 沖野なごやかサロン 野田町沖野近辺の高齢者交流活動

41 刈谷ふるさとガイドボランティアの会 郷土文化、史跡のガイド

42 幸の会 中部地区の高齢者交流活動

43 あじさいグループ 老人ホームでの理・美容ボランティア

44 Ｐｉｔｃｈ　ＳＴＡＦＦ FMキャッチの番組制作協力

45 板倉ふれあいサロン 板倉町近辺の高齢者交流活動

46 小垣江ボランティアかもめ 小垣江地区の独居高齢者交流活動等

47 地域ボランティアいずみの会 泉田地区の高齢者交流活動等

48 オカリナシスターズ 高齢者施設等慰問(オカリナ演奏)

49 ほほえみの会 ダウン症児者の相談等

50 子育てネットワーカー刈谷「エンゼル」 絵本の読み聞かせ・子育て相談等

51 子育てネットワーカー“ぶらんこの会” 子ども情報誌の編集、発行

52 スマイルの会たんぽぽ 老人デイサービスボランティア

53 スマイルの会なのはな 老人デイサービスボランティア

54 ひかりかがやけ守る会 障害児育成支援、障害者生活支援等

55 新上納なごやかサロン 野田町新上納近辺の高齢者交流活動

56 クリーンサポート刈谷 清掃・美化活動団体支援

57 トヨタ紡織ボランティアセンター 森づくり活動、福祉イベント協力等

58 築地竹の子会 築地地区の子育て支援活動・高齢者交流活動

59 日向広場 今岡地区の子育て支援活動

60 ピリカイ 高齢者施設等慰問・健康推進(フラダンス)活動

61 ぼちぼち会 高津波地区の高齢者交流活動

62 刈谷市食生活改善協議会 市民の食生活改善支援

63 かかし会 高齢者施設等慰問(演奏等)

64 刈谷病院あったかハートリハビリテーションを支える会 精神障害者リハビリ支援活動

65 ちゅうりっぷの会 小垣江町下での高齢者交流活動

66 サークルこれから 中高年齢者を対象に山歩き等健康支援活動

67 今川みのりの会 今川地区の高齢者交流活動

68 ひよっこ 一ツ木地区の子育て支援活動

69 れんげの会 小垣江町新田での高齢者交流活動

70 中部サロン 中部地区の高齢者交流活動、自立支援

71 精神障がい者、その家族が安心し夢を持って暮らせるまちづくりの会 精神障がい者の社会復帰支援

72 高次脳機能障害者・家族を支援する会「サークル虹」 高次脳機能障害の啓発活動

73 こころのボランティア　みなと 精神障害者支援、啓発活動

74 子育て支援　エンジェルパワー 野田地区の子育て支援活動

75 刈谷市保健推進員連絡協議会 各種健康づくり教室の開催

76 刈谷市地域安全パトロール隊 地域安全パトロール

77 東刈谷秋桜の会 野田地区の高齢者交流活動

78 東刈谷三組自主防災会 防災啓発活動

79 刈谷市更生保護女性会 子育て支援活動



社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体一覧表 平成３1年３月３１日現在

団体名 活動内容

80 助っ人クラブ中部 生活支援活動

81 東雲会 読み聞かせ等活動

82 ジェイテクト刈谷工場ボランティアクラブ 地域行事支援・福祉イベント参加等

83 子育てサロン「あひる」 小垣江地区の子育て支援活動

84 みなくる刈谷ＵＤボランティア みなくる広場の環境美化、清掃活動

85 ひだまりサロン　 恩田、青山、新田地区の独居高齢者交流活動

86 井ヶ谷ほほえみの会 井ヶ谷地区の独居高齢者交流活動

87 刈谷環境支援員の会 河川の水質浄化、環境家計簿の普及活動

88 三河カトリックセンター ＤＶ相談、通訳等外国人支援

89 美術館ワークショップボランティア 美術館の教育普及活動

90 依佐美送信所記念館ガイドボランティアの会 依佐美送信所普及活動

91 住吉朗読ボランティア　おはなしブーケ 小学校等での読み聞かせ活動

92 野田公園周辺をきれいにする会 野田公園周辺の美化活動

93 文化工房　かりや イベントの企画、製作

94 ギター愛好会　ＧＫＢ 施設等慰問(ギター演奏)

95 さわやかＡ・Ｋ・ＫＭ 高齢者施設等慰問(マジック、バルーン)

96 刈谷アレルギー児の会 アレルギー児に関する支援・交流

97 子育て支援サロン　りんごちゃん 一里山地区の子育て支援活動

98 三河自立サポートグループ　アクセル 障害者自立支援

99 刈谷市赤十字奉仕団 防災活動、献血活動等

100 ママスタート・クラブ　刈谷支部 子育て支援活動

101 舞歌の会 高齢者施設等慰問(芸能)

102 食愛伝道くらぶ　食人 食育活動の普及

103 交園会ネット 障害児(者)への支援活動

104 刈谷おてだまの会 おてだまを使った健康増進活動等

105 ちょボラ泉田(北部地区社協ハートの会) ちょっとした困りごとの支援活動

106 クローバーの会(北部地区社協ハートの会) 一ツ木町鵜島周辺の高齢者交流活動

107 なかよし会(北部地区社協ハートの会) 高齢者と子育て中の親との世代間交流

108 ふじの会(北部地区社協ハートの会) 一ツ木町神明周辺の高齢者交流活動

109 らっこちゃん親の会 発達障害児(者)への支援活動

110 傾聴ボランティア刈谷のうさぎ 傾聴活動

111 ゆずの会 一里山地区の高齢者支援活動

112 リトルハウス 子育て支援活動

113 土城の会 半城土地区の清掃・美化活動

114 つち笛の会 高齢者施設等慰問(オカリナ演奏)

115 サブロー・ガルテン 童話の読み聞かせ活動

116 語りゃんせの会 民話の読み聞かせ活動

118 刈谷地域安全パトロール隊 登下校時の見守り活動

119 人形劇団小箱座 人形劇を保育所、施設で公演

120 小垣江ラジオ体操の会 ラジオ体操を楽しんでもらう活動

121 恩田川を美しくする会 恩田川の環境活動

122 Ｍａｒｉ＆Ｒｉｎａ（マリリナ） 福祉施設等慰問

123 ぽかぽかかい ひきこもり、不登校、発達障害等の支援

124 おしゃべり広場日向 高齢者交流活動

126 アシスト　りん 小中学生向け重症心身障害者通所施設支援

127 ＦＧ依佐美ランナーズクラブ ジョキング、ウォーキングイベント企画

128 わっを支援する会 わっの会のバザー等協力、援助

129 熊・竹燈りの会 熊地区の発展に貢献

131 スリーエス（ＳＳＳ） 外国にルーツを持つ児童・生徒への学習支援

132 ワールド・スマイル・ガーデン一ツ木 外国人市民の地域での孤立化解消を目的とした活動

133 西境住宅　あゆみの会 高齢者交流活動

134 あじさい・いきいきサロン 高齢者交流活動

135 もみじの会 高齢者交流活動

136 おりがみの会 おりがみを通して国際交流、子供の健全育成を図る

137 気ままに手作り　lino かきつばたワークス支援のためのバザー出展、援助

138 かきつばたワークス　ボランティアの会 作業所周辺の道路掃除、作業補助等

139 ふらっとサロン 高齢者交流活動

140 ひろまる広場 南部地区の高齢者サロン運営支援

141 Film Staytion 映画を通したひきこもり、不登校、発達障害等の支援

142 東境同志会 東境地区の地域福祉活動

143 国立大学法人　愛知教育大学 学習支援及び教員補助作業

144 すこやかハイキングクラブ 青少年に視覚障がい者のサポート体験等を提供

145 健康づくりリーダーズ刈谷 高齢者を対象の健康体操教室等

146 おしゃべりサロン「いこまいか」 高齢者への交流の場づくり

147 アイシン精機（株）さわやかふれあいセンター 地域福祉団体支援・環境保護活動

148 NPO法人ぷらっとほーむ応援隊 子ども・若者支援団体の運営協力、援助

149 似顔絵クラブらくがお 似顔絵教室を開催、地域の文化祭やイベントに参加

150 かりや　きたっこ　もりのかくれんぼう 子育て支援活動

刈谷市ボランティア連絡協議会 ボランティア活動を推進し、会員相互の連携と親睦をはかり、会
員の資質及び地域住民の福祉向上を目指す。

117,125,130欠番
147団体


