
令和３年度ボランティアセンター登録団体名簿 令和４年１月末現在

No グループ名 活動内容

1 お茶の間わいわいくらぶ 地域交流サロン

2 西10号ふれあいサロン 地域交流サロン

3 東あいあいサロン 地域交流サロン

4 大正・愛国ほのぼのサロン 地域交流サロン

5 啓西にこにこサロン 地域交流サロン

6 ふれあい北サロン 地域交流サロン

7 光南ほほえみ倶楽部 地域交流サロン

8 緑栄ゆうあいサロン 地域交流サロン

9 柏林ハッピーサロン 地域交流サロン

10 栄いいともサロン 地域交流サロン

11 サロンあかしや 地域交流サロン

12 コスモスサロン 地域交流サロン

13 なごやかサロン 地域交流サロン

14 清川ふれあい広場 地域交流サロン

15 サロンときわ 地域交流サロン

16 白樺ふれあいサロン 地域交流サロン

17 南の森サロン 地域交流サロン

18 啓親すずらんサロン 地域交流サロン

19 豊成サロンさくら 地域交流サロン

20 きばらしサロン 地域交流サロン

21 緑南さわやかサロン 地域交流サロン

22 ふれあいつつじサロン 地域交流サロン

23 サロンほくえい 地域交流サロン

24 おおぞら　ほっと・ホット 地域交流サロン

25 北親ふれあいサロン 地域交流サロン

26 森の里ふれあいサロン 地域交流サロン

27 ほがらかサロン28 地域交流サロン

28 西帯ゆうゆうサロン 地域交流サロン

29 笑福芸能　帯広ひょっとこ会 施設訪問（十勝管内の老人施設、保育所、各町内会）

30 昭和歌謡オカリナコンサート 昭和歌謡のオカリナ演奏

31 南京玉すだれと皿まわしの会 病院、老人福祉施設、サロン会場訪問

32
ツクイＤＥちょいサポ
～縁結ばれ～

ツクイ帯広ＷＯＷ内にて、お客様とお話し。
趣味活動の披露、マージャンやオセロ等のボランティア活動

33 あっちこっち紙芝居
紙芝居、絵本の読み聞かせを通じて、物語の世界や子ども、大人、高齢者
の方達と共感し合う空間をつくる活動。
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34 帯広おもちゃ病院クラブ 子どもたちの壊れたおもちゃの修理

35 鈴木静夫と仲間たち 楽器演奏で施設訪問

36 帯広朗読研究会　なすの会
帯広市広報の音録、視覚障害者むけ旅の情報誌テープ作成、施設での朗
読会、情報「こんにちはなすの会です」（年４回発行）

37
視覚障がい者朗読ボランティアかっこう
の会

十勝毎日新聞のニュースを60分テープに録音して点字図書館を通して視覚
障がい者に提供する

38 介護予防自主サークル「ハッピー依田」
毎月4回の練習日、介護予防の取り組み(脳と身体を動かす)を実践しなが
ら、明るく健康的に生きようと心掛けています。古切手、リングプルを集め社
協と連携しボランティア活動を学ぶ

39 おかあさんのがっこう 子育て支援、地域交流のばづくり

40 特定非営利活動法人　NPOえがお 居場所づくり活動、送迎事業、帯広市つながりサービス受託

41
一般社団法人　日本吹矢レクリエーショ
ン協会　帯広

スポーツ吹矢の普及の為のボランティア教室及び
サークル活動

42 ガイドヘルプボランティアくるみの会
障がい者及び高齢者に対する外出支援活動
　障がい者との十勝旅、十勝視覚障がい者の会の行政との介助、視覚障が
い者との街の散策、ガイドヘルプなどの研修　他

43 十勝腹話の会
施設訪問　老健施設・小学校・幼稚園他　　　　　　　　　　　（腹話術、紙芝
居、手品、ボードビル、マリオネット、南京玉すだれ、ハーモニカ）

44 帯広手話サークル「手と手」 手話学習、ろう者との交流、定例会

45 帯広要約筆記サークルたんぽぽ
中途難失聴者に対する要約筆記活動、社会参加のサポートのための要約
筆記、スキルアップ講習等

46 ケアセンター白樺　しらかばの会 ケアセンター白樺等の高齢者ボランティア、行事等の介助ボランティア

47
道立帯広美術館ボランティア　しらかば
の会

美術に関する資料整理、看視業務、託児開設、売店・喫茶の活動、美術に
関する研修、美術館の事業に関する広報活動

48 恵の会 三味線、民謡、踊り、民芸、演歌

49 慢性腎臓病患者会　とかち「すずらんの会」 腎臓病に関する、情報発信、定例会、講演会、出前講座、料理講習他

50 ゆきんこ
4施設（グループホーム、デイサービス）においてちぎり絵等の訪問指導、展
示会参加

51 傾聴ボランティア 傾聴ボランティア

52 十勝マジック愛好会
高齢者施設、幼児、児童施設他慰問。子どもたちの居場所づくり、世代間交
流を目的にマジックショー開催

53 帯広ローターアクトクラブ
18～30才までの社会人が月2回例会で勉強会を行なう。奉仕活動について
学ぶことや、地域のイベントに参加し地域の活性化を図るほか、ゴミ拾いや
ボランティア活動を行なっている

54 レインボウブリッジ ハーモニカと大正琴、リコーダー、オカリナなどで施設への演奏会

55 帯広BBS会
帯広少年院訪問等
ざまざまな問題を抱える少年・少女たちろ共にグループワークなどの行事ほ
か

56 YOU遊とかち YOSAKOIソーランを通じての仲間作り、交流）

57 特定非営利活動法人ほっと・ぷらっと
障害を持つ人も持たない人も誰もが協働して社会の中で生き生きと説活す
ることの活動

58
特定非営利活動法人
フラワーセラピー研究会　帯広地区

グループホーム、愛灯学園でのボランティア（年6回ずつ）、上士幌社協の介
護予防教室

59 帯広市水上安全赤十字奉仕団
日本赤十字社水上安全法の指導並びに普及活動、障がい者を対象の水泳
教室、水難事故防止活動

60
特定非営利活動法人
市民後見センターとかち

法定後見人、任意後見業務並びに終活セミナー講演
（サロン、地域団体、池田町社協等）

61 帯広鈴蘭ライオンズクラブ 献血支援、手話講習会、その他社会奉仕

62
特定非営利活動法人　肢体不自由児者
サポートセンターぽてとハウス

日常生活援助

63 帯広平原ライオンズクラブ 奉仕活動　青少年活動支援、環境整備、献血推進運動

64 つなぐ・らぼ　帯広
当事者、介護者支援のために専門職がコニソーシアムなチームを組み問題
解決に取り組む

65 市民活動プラザ六中 ソフト事業推進室 地域住民同士の支え合い体制づくり

66 音訳グループさざなみ
視覚障害者のための音訳活動
（図書の音訳、情報誌の発行、社説、読者の声、日経新聞「日曜に考える」、
等の音訳、希望者には発送）
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67 帯広レオクラブ 募金活動や清掃活動等のボランティア活動

68 帯広百年記念館博物館ボランティアの会
帯広百年記念館常設展示室の解説、収蔵レコードの整理・分類、収蔵レコー
ドによるコンサート開催及び老人施設や高齢者学級への出前コンサート、帯
広百年記念館が行う展覧会の受付・監視業務の補助

69 帯広市食生活改善推進委員協議会
地域住民（親子・高齢者男性等）を対象とした栄養食生活改善等の
普及活動

70 帯広市健康づくり推進員の会 地域市民の健康づくりに関する体操の指導

71 帯広図書館友の会
帯広市図書館のボランティア活動6部門あり：（製本・制作・ハンディキャップ
サポート・フロアサポート・つどい・お話）

72 ボランティアの輪　あんだんて
交流を目的としたイベント、施設ボランティア、勝毎花火大会車いす担当、赤
い羽根、動物園清掃、その他福祉イベント手伝い

73 八重さくら自由ヶ丘 健康寿命を延伸を中心とした介護予防の普及を図る

74 帯広グルッペ手話の会 手話通訳活動、サークル活動、ボランティア活動

75 帯広コア専門学校　スマイル
老人福祉施設・障がい者（児）施設等への介護・イベント手伝い等。
観光・国際交流サポート等

76 帯広市救急法赤十字奉仕団 赤十字救急法の普及活動、スポーツ、イベント等の救護ボランティア

77 花コミュ二ケ－ションとかち
行政、企業、地域住民が一体となって「花のある街づきり」をめざして発足。
地元愛好家らの花の作品を集め地域住民へ癒しの空間を提供します。

78 カラオケ愛好会　希 カラオケ慰問等

79 学習友の会「牛歩の会」
・子どもを対象に科学的活動、学習の場の提供（児童会館等でイベント）
・自己研鑽学習

80 救急法有志の会 救急法の普及、知識と技術向上のための活動

81 帯広の森ファンクラブ
帯広の森の清掃活動、帯広の森の育英管理・利活用に係る普及活動、森林
体験行事の補助、学校等の森林体験の補助など

82 おりがみサークルパピロフレンズ
折り紙の普及･指導、各種イベント・行事への参加、折り紙作品の展示、創作
折り紙の開発、折り紙教室の開催

83 帯広宣隊　ジバサンダー委員会
食育、防犯をテーマとした、ローカルヒーローショーなど　地場産品推進や好
き嫌い撲滅などの食育推進活動や地元警察署と連携した防犯啓蒙活動、い
じめ撲滅活動など

84 ふまねっと帯広
ふまねっと運動体験講習会への支援・開催、ふまねっと運動健康教室の企
画運営・指導、ふまねっと運動サポーター講習会の開催

85 とてっぽ機関車愛好会
機関車の保存活動
とてっぽ通りの機関車一般公開のイベントボランティア

86 トカプチ雄大空間運営代表者会議
7月から９月の毎週土日に観光ガイド活動、（十勝が丘展望台、帯広駅等）
他団体連携事業協力等

87
広陽小学校学校図書館ボランティア　ミッ
ケ！

図書室の環境整備、本の読み聞かせ、本の装丁・整備、読書活動の推進

88 帯広更生保護女性会

更生保護活動
非行や犯罪に陥った人々が再び社会の一員として立直る支援。青少年の支
援のため関係団体と共に環境作りに協力。社明運動に参加。共同募金運動
への協力、少年院の各行事に参加、など。

89 報徳会
「帯広の森」を育成管理し、自然豊かな森を子や孫に引き継ぐことを目的とし
た活動

90 （有）匠　創建

91 あいあいの会
精神障がい者、高齢者との食事会、おしゃべり、
レクリエーション

92 地域支援団体　ほっとすてーしょん 世代間交流、高齢者等の社会参加

93 ヒップホップダンスサークル　夢音 ヒップホップダンス

94 RDA　ちくだい 障がいのあるお子さんに乗馬していただくことで、QOLの向上を目指す

95 結いの家DEちょいサポ　～縁結ばれ～
結の家帯広内にて、利用者様との会話、畑作業やマージャン等のボランティ
ア活動

※登録団体の希望により、名簿に記載をしていないボランティア団体もあります。
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