
活動分野 グループ名 活動内容等

災害

防災
日和田町赤十字奉仕団 災害時想定炊き出し訓練・市防災訓練・地区敬老会・街頭献血・研修旅行

災害

防災
郡山市赤十字奉仕団 健康生活支援講習会、災害救助訓練、炊き出し訓練、救急法講習会の開催

災害

防災
富久山町赤十字奉仕団 災害救護のための訓練・研修・必要に応じて奉仕活動(地域や施設等)・献血や募金の呼びかけに協力　その他

災害

防災
田村町赤十字奉仕団 委員会の運営組織・災害救護に関する活動・社会福祉に関する活動・献血に関する活動・各種研修会等参加及び実施・その他、街頭募金活動への参加

地域 大島地区ボランティア連絡会 本会の活動は在宅における高齢者・障害者等の援助サービスを活動等を主として行う

地域 日和田町ボランティア連絡会 施設ボランティア活動、日和田地区社会福祉協議会事業への協力

地域 片平地区ボランティア連絡会 独居高齢者への配食・友愛訪問・各集会所でのおしゃべりサロン・福祉施設へのボランティア・地区行事への協力

地域 さくら地区ボランティア連絡会
全員が社会福祉協議会菜根支部福祉委員として各事業推進各部会での活動及び菜根地区町内会連合会・五百渕公園保勝会への協力参加

高齢者世帯への配食、会食、いきいきサロン、友愛訪問、子育て支援活動、街頭募金などへの参加・協力

地域 あたみ地区ボランティア連絡会 熱海地区社会福祉協議会への協力(いきいきサロンの運営)・友愛訪問(75歳以上の一人暮らし高齢者の訪問)・地域福祉活動事業への参加協力

地域 芳賀地区ボランティア連絡会 在宅における高齢者障がい者等の援助活動を中心に地域における様々な活動支援を行う

地域 富久山地区ボランティア連絡会 地域福祉活動、在宅障がい者、通院介助、保育園交流

地域 三穂田地区ボランティア連絡会 地域福祉活動

地域 安積地区ボランティア連絡会
地域福祉活動、地域リハビリ協力、移送介助、

施設活動、環境整備

地域 逢瀬地区ボランティア連絡会 ボランティア活動を通じて自己の向上をはかり、ともに築く福祉社会づくりと、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。

地域 湖南地区ボランティア連絡会 地域福祉活動、いきいきサロン、デイクラブ、子育てサロン、研修会

地域 田村地区ボランティア連絡会 いきいきサロン協力、各種行事協力。地域福祉活動、会報発行。

地域 中田地区ボランティア連絡会 地域福祉活動、会報発行

地域 桑野地区ボランティア連絡会 地域福祉活動の支援を行い、施設等でのボランティア活動に参加・支援・援助等出来る範囲で参加。会報発行。

地域 地域サロン　まるわ 茶話会・健康体操・多世代イベント・物作り・歌・見学会・皆で作って食べよう会（子供向け学習支援)

地域 福原中第3町内会見守り隊
独り暮らし、後期高齢者世帯の安否確認、定期的に訪問し詐欺などに遭わぬように注意を呼び掛ける運動を行っている。

(月1回地域包括支援センター職員同行)

地域
富久山交番連絡協議会

富久山交番連協パトロール隊
富久山管内の各小学校・中学校の児童・生徒の安全を見守るためのパトロール活動

地域 楽菓子屋ひろば 駄菓子屋を間口とした居場所づくりの提供。季節に応じイベントを企画し多世代交流をしています。

地域 農業復興ボランティア団体　優愛 西田町にて農業を通じて地域貢献をする

地域 とみたミニデイほっとスマイル
高齢者さん達（現19名・平均年齢84.5歳）にデイサービス活動を行っている。偶数月は10～15時、奇数月は午前中委員会を開き、13～15:30まで茶話会、例会を月1回行っ

ている。内容は健康チェックや相談・ストレッチ・うたごえ・各種のゲーム・ゲストさん達の出し物等。夏はゆかたを着て「富田音頭」の盆踊りを行っている。

地域 ぼんじょいの会 主に子どもたちの居場所作り「ジョイクラカフェ」（子ども食堂）月1回・高齢者のコミュニティ作り活動「いきいき歌声サロン」月1回・の開催

地域 いきいき友和会
100歳体操・しゃきしゃき体操の継続 楽器(トーンチャイム・ハーモニカ他)を通した音楽活動（音楽活動に限りレクボラ依頼者から送迎が条件で活動も可）

編み物・折り紙・体操など会員の趣味を活かした活動 高齢者施設との交流活動

地域 まちなか広場　Perch 子供、若者の居場所支援　・各種相談事業・地域福祉拠点事業・研修、講座の開催・食事の提供など

子育て・

児童支援

NPO法人

ココネット・マム
学童保育室運営・育児サポート・イベント運営開催・委託事業

子育て・

児童支援

NPO法人

子育て支援コミュニティ　プチママン

郡山地域を中心に子育てを支援

常設ひろばでの親子活動の他、出張での各種活動等も行っています
子育て・

児童支援

NPO法人

しんぐるぺあれんとF・福島
ひとり親家庭の研修会＆おしゃべり会、学習支援・子ども食堂の開催、農作業体験、相談会、食料品などの支援、被災者支援　等

子育て・

児童支援
おはなし会　がらがらどん 絵本の読み聞かせ・紙芝居・工作・組木人形劇・わらべうた

子育て・

児童支援
おはなし　マーブル 幼児、小学生、その保護者を対象に絵本の読み聞かせ、紙芝居、シアター等の読書普及を行うことにより家庭での読書推進に努める

子育て・

児童支援
郡山おもちゃの病院

壊れたおもちゃの受付・治療・返還

プラレール広場・おもちゃドクター養成講座の開催
子育て・

児童支援
つばさ会 小山田公民館にて毎週木曜日子どもとその家族、地域希望する人に夕食を提供し利用していただく。年間3～4回の1日行事を実施し、家族・地域の交流に寄与する

子育て・

児童支援

NPO法人

こども緊急サポート郡山
共働きやひとり親・病気などの子どもの預かりや送迎、障がいのある子ども、病気の子どもの預かりや代行受診・付き添いなどをする

子育て・

児童支援
あそび場つくり隊　だんだん 公民館の部屋を借りてのダンボール遊び場や子供の遊びについての学習

子育て・

児童支援
おひさまとソラタロウ こども食堂(月１回)

子育て・

児童支援
あさひがおか子ども食堂 子ども食堂（月1回）あさひがおか保育園内・大槻東地域公民館

障がい児者支援 くるみ会 点訳・朗読サービス、友愛訪問、視覚障害者へのパソコン操作支援、『盲人と町を歩く会』『しゃべあるき』の開催

障がい児者

支援
拡大写本　郡山かわずの会 拡大教科書作成「歳々元気」の発行(毎月）・児童書の拡大製作・盲人協会「はーもにー」の発行協力・その他

障がい児者

支援
手話サークル「こおりやま」 手話の学習・手話の理解の普及・聴覚障害者の社会参加の促進

障がい児者

支援
手びきサークル｢道」

利用者(主に視覚障害)とボランティアによるバス旅行を企画・実施

利用者個人依頼の外出サポート
障がい児者

支援
手話サークルかえで会　 ろう者の指導の下に手話を学び、会員同士の相互の理解を深め、手話学習によって地域貢献する

障がい児者

支援
きこえ子育てサークルもいもい

聴覚障害当事者スタッフ3名と、聴覚障害児を育てるご家庭で集まり、きこえに関する情報交換、講師を招いて勉強会などを行っている。毎月１～２回、平日や土日に郡山

市で主に開催

障がい児者支援 郡山市手をつなぐ親の会
障がい児者を子に持つ親への支援、地域内の障害福祉の向上を促す活動

一般市民への障害児者理解を促すための活動
障がい児者

支援
はっぴぃスマイル 医療的ケア及び介護が必要な児童・青年をもつ保護者のピアサポートに関する活動を行うことにより当該保護者及び児童への長期的サポートの輪を広げる

障がい児者支援 障がい者スポーツクラブ　みんなでスポーツ 障がい児・者の余暇活動の一つとしてスポーツに取り組みスポーツを通して各個人がいきいき活動できる環境作りに取り組む。

障がい児者支援 ろう文化交流会・福ろう ろう者の自立と社会参加を応援する。日本語を学ぶ。「聞こえない」ことは？などを社会に広める。

人権 comme　je　suis(コムジュスイ)の会
定例会・レジリエンス「こころのCare講座」プログラムの実施・ピササポートグループの開催・暴力防止教育の普及活動・講演、研修、ワークショップの開催・資質向上を

目指した会員の研修

人権 CAPこおりやま
・CAPスペシャリスト養成講座を受け、世界に通じるCAPプログラムを子供たちに届けるための活動をしている。

　・子供ワークショップ、大人ワークショップ、教職員ワークショップの実施

人権 えんの会
自死（自殺）で家族を亡くした当事者のグループ。遺族のみ参加可能の「わかちあい」定期開催、総会、役員会の開催、講演会、シンポジュウム、監修会の開催等。自殺対

策におけるポストベンション。

人権 チャイルドライン　こおりやま 18歳までの子どもの声を受け止める電話対応「チャイルドライン」に関する事業

人権 福島いのちの電話郡山支部 啓発活動・理解を深めるための研修会・機関誌の配布など

高齢者

支援
ずーぼらの会 日曜喫茶開催（特養ホームおおつき）入居者、地域の方、職員との交流を図る。ボランティア、入居者のフレイル予防のため健康を意識した運動を行う。

高齢者

支援
ハーベストカフェ 茶話会を中心とした会員が話し合い活動内容を企画、運営し楽しむシニア交流の場

高齢者

支援
しゃべんね会 ハーベストカフェ内でのボランティア活動。介護施設に訪問し、利用者と談笑・傾聴をする。

国際 国際交流の会・かるみあ　 国際文化交流活動・日本語学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動・地域国際文化活動

国際 こおりやま日本語教室
外国にルーツを持つ子どものための日本語教室開催　地域住民との相互理解を計る為の地域活動支援

ボランティアのスキルアップ研修

R４ボランティア団体名簿



国際 ボランティア英語ガイドCLOVER（クローバー）
郡山市内を英語で案内する

（郡山市内を案内し、郡山の歴史と開拓者精神を外国出身者に英語でお伝えしている）

動物 支援団体　MILAI
地域貢献と動物愛護

事務局を保護した猫（地域限定）の為に提供し地域交流をする

動物 福島県パートナードッグ倶楽部
アニマルセラピー・犬の適正飼育の普及啓発 犬のしつけを通してパートナーシップを築き社会貢献を行う。動物介在活動。

（福島県パートナードック普及員から名称変更)

その他 福島県骨髄バンク推進連絡協議会　郡山支部 骨髄ﾊﾞﾝｸ運動の広報普及活動

その他
全国ギャンブル依存症家族の会　福島

　(グループ名は記載しないこと）
同じ悩みを抱える家族の分かち合い、講座や勉強会(回復プログラム・クラフト・資料等を使用)、ギャンブル依存症に関する冊子・パンフレット等の配布

その他 手芸グループさくら（R4.休会）
福祉のために福祉バザーをファミリーフェスタ参加

フランス刺繍作品・パッチワーク・小物制作活動

その他 総合南東北病院ボランティア紙ふうせん 病院ボランティア（院内案内・介助・図書整理・イベント手伝い等

その他
NPO法人

福島県もりの案内人の会　県中支部
自然観察会・木工クラフト（会員の研修及び派遣依頼を受けて講師として）自然保護活動等

その他 郡山水と緑の案内人の会
　緑豊かな郡山市の自然と先人達の築き上げた郡山市の歴史、未来に引き継ぐ伝統文化を案内しながら社会に貢献する。

１．郡山市の自然や歴史・文化などを案内する。２．案内人の教育・研修を行う３．他団体との交流４．講師を派遣

その他
NPO法人

EM・エコ郡山

環境浄化（毎月最終日曜日AM10～12時）　情報交換会開催

郡山市民音楽祭への参加を実施・家庭菜園

その他 鈴と小鳥の会 定例会・金子みすずの詩の学習会・ちひろコンサートに向けての計画・準備、一般の参加を求めての公開講座の開催、ちひろコンサートの開催

その他
NPO法人

FUKUSHIMAいのちの水
安全な水・食料の無料配布・生活弱者支援・災害弱者支援。第三木曜日：母親サロン・座談会開催。エコキャップ活動・難民支援活動

その他
郡山ボランティアアドバイザーの会

(ボランティアセンター事務局）
ボランティア活動に関する相談助言・情報提供（相談活動日：第２木曜日、ボランティアセンターにて）、研修会等

文化

教養
まるけんクラブ 健康体操（指・手・足・体）笑いヨガ・折り紙・手ぐい体操

文化

教養
朗読グループ　カナリヤ 朗読・絵本・紙芝居

文化

教養
楽しく生きっ会 影絵劇製作及び上演や、他団体の行事協力等地域ボランティア、学習会の開催（・ランプシェード・押し花・ハーバリウム・アロマスプレー作りの活動も行う

文化

教養
開南語りの会 民話語り・紙芝居・エプロンシアター・絵本読み聞かせ・手遊び

文化

教養
郡山かたれやまんばの会 民話語り（昔話、伝説、世話）の勉強会及び施設活動

文化

教養
オカリナ夢倶楽部 オカリナ演奏(みんなで歌ったり、手遊び等をする)

文化

教養
神明下スポーツ民謡会 スポーツ民謡（町内会・老人会などでの活動)

文化

教養
みちのく桜の会

・地域の各種イベント参加。・社会福祉施設等へのボランティア。・目的達成のため研修や練習を行う。ひょっとこ踊り、スコップ三味線、尺八、歌、日本舞踊、手品、フ

ラダンス（1人）など盛りだくさんなメニューあり地域の伝統芸能並びに現代創作舞踊等を通じて歌と踊りで愛好者の親睦を図り地域文化の向上に寄与する。（目的）
文化

教養
影絵劇団　赤とんぼ 影絵を使ったクイズ・あそび(手影絵など)・歌・ショートコント・昔話の劇など。介護施設、幼稚園、公民館などでの公演及び、そのための練習

文化

教養
語りの会　「ねんねこ」 語り部ボランティア(老人施設・月2小屋・大町民話茶屋）語り部の勉強会実施.先輩の話を聞く。

文化

教養
すみれの会

歌い継がれている童謡、唱歌、歌謡曲などを学習し、会員相互の親睦と健康維持に努める

地域公民館の文化祭の参加・親睦会（年数回）・慰問活動
文化

教養
カンタービレふくしま 福祉施設や公共のイベントで訪問演奏を行い、障がいのあるかたや高齢者が音楽に触れることで社会参加や余暇活動の一助となることを目指す。

文化

教養
菜根ひょっとこ連 慰問活動　・高齢者施設で踊り中心（えびす大黒、ほてい様、ひよっとこ、どじょうすくい）

文化

教養
笹川語りの会 地元の伝承話や県内各地・県外の民話。

文化

教養
郡山三線会

沖縄の伝統楽器である三線に関心のあるものが集い練習、演奏を通して三線を育む沖縄の自然や文化などについて理解を深め各種イベント参加や地域ボランティアへの参加

する。
文化

教養
三味線藤本流秀建会 唄と三味線演奏(民謡・童謡・歌謡・歌舞伎など)各種参加事業の練習。公民館主催事業の協力。介護施設などへのボランティア。


