
令和3年4月1日

No. グループ名 活動場所

1 東部ボランティア会 東部台文化会館

2 中の島ボランティア会 鶴枝公民館

3 中央ボランティア会 総合市民センター

4 西部ボランティア会 中央公民館

5 北部ボランティア会 総合市民センター

6 五郷ボランティア会 五郷福祉センター

7 鶴枝ボランティア会 鶴枝公民館

8 東郷ボランティア会 東郷福祉センター

9 豊田ボランティア会 豊田福祉センター

10 二宮ボランティア会 二宮福祉センター

11 本納ボランティア会
本納公民館

（ほのおか館）

〃
毎月３回　水曜

１２時３０分～１６時

〃
毎月３回　水曜
１３時～１５時

〃
毎月３回　水曜

１３時～１５時３０分

〃
毎月３回　木曜
１３時～１６時

〃 毎月３回　水曜
１２時３０分～１５時３０分

〃
毎月３回　水曜

１２時３０分～１５時

〃
毎月３回　水曜
１２時～１５時

〃
毎月３回　金曜
１３時～１６時

〃
毎月３回　水曜
１２時～１５時

主な活動内容 活動日・時間

虚弱なひとり暮らしの高齢者の方などにお
弁当を作ってお届けしながら、安否確認を
行っている。ほか、募金活動等

毎月３回　月曜
１３時～１６時

〃 毎月３回　水曜
１２時３０分～１５時３０分
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No. グループ名 活動場所主な活動内容 活動日・時間

12 豊岡ボランティア会 豊岡福祉センター

13 新治ボランティア会
本納公民館

（ほのおか館）

14 茂原ボランティア会
長生郡市内の

福祉施設

15
朗読ボランティア
みずすまし会

総合市民センター

16 六  点  会 総合市民センター

17
手話サークル
つ つ じ の 会

総合市民センター

18 手話サークル 歩歩
ぽぽ

の会 総合市民センター

19 すずらんの会 総合市民センター

20
音楽ボランティア
たんぽぽの会

福祉施設・病院など

21
ボランティアサークル
メープル

社会福祉法人
愛の友協会

22 みよし会
特別養護老人ホーム

実恵園

23 フレッシュダンス
特別養護老人ホーム

実恵園

24 公立長生病院オレンジボランティア 公立長生病院

25 茂原ＩＶＣ 東部台文化会館

26 おはなし“もくもく” 長生郡市内

27
茂原市ブックスタート
の会

保健センター

東郷福祉センター

東郷福祉センター

29 ドリームＧｒ 西小学区内

30
ハーモニカアンサンブル
「茂原アザレア会」

総合市民センター、
福祉施設等

31
あすなろギタードリー
ムアンサンブル

福祉施設等

清掃活動、空き缶拾いなど 毎月第１日曜 午前

ハーモニカ演奏による施設・各種団体等訪
問、利用者との交流

・第３金曜　13時～16時
・訪問は随時

音楽（歌とギター・アコーディオン）によ
る施設等訪問

随　時

６か月児の乳児相談時に、絵本を通じて親
子でのふれあいをしながら声をかけてもら
うようにメッセージを伝え、絵本等を渡
す。

随　時

28
茂原おもちゃ図書館
＆おもちゃの病院

ハンディキャップがある子もない子も一緒
におもちゃで遊ぶ楽しさを知ってもらう。
手作りおもちゃの作成（第1・3日曜午後）

毎月第２・４土曜
13時30分～15時30分

【おもちゃの病院】
　子どもの壊れたおもちゃの診察・治療
　（修理）をする

毎月第２・４土曜
14時～15時

①外来患者さんの受診の手伝い
②入院患者さんのお散歩など

①月～金曜9時～12時
②平日午後1～2時間程度

外国籍の方々等に日本語学習教室を開催
毎週水曜13時30分～16時
毎週土曜10時～12時30分

保育園、保育所、こども園、小学校で、出
張おはなし会「絵本の読み聞かせ・すばな
し(昔話や創作話を語る)」。月１回勉強会

月～金曜日(午前)
勉強会は第１金曜(午後)

施設入所者の衣類の補修、手提げ等小物や
介護用品の製作など

毎月第４金曜(午後)

施設での行事手伝い 随　時

施設での行事手伝い 随　時

ろう者との交流、手話勉強会
毎月第１･３･５土曜

１４時～１６時

モチーフを編みつなぎ合わせ、ひざ掛けな
どにしてひとり暮らしの高齢者に寄贈

第２木曜
１３時～１４時３０分

音楽・歌による福祉施設等訪問 随　時

広報もばら、その他情報を音声化し、
ＣＤ・データ化して、視覚障がいのある方
などに届ける

第１・３木曜
９時～１６時

点訳活動（点字カレンダーの作成）・学校
等での点字授業、点字教室開催など

毎月第１･３水曜
１３時～１５時

ろう者との交流、手話の普及・学習
毎週木曜

１９時～２０時３０分

虚弱なひとり暮らしの高齢者の方などにお
弁当を作ってお届けしながら、安否確認を
行っている。ほか、募金活動等

毎月３回　水曜
１３時～１６時

〃
毎月３回　水曜

１３時～１５時３０分

福祉施設での介助手伝い、行事協力、作業
奉仕等。
使用済切手の収集活動。

 毎週月・火・木曜
　　　　　　　（午前）
 第1・2・4火曜（午後）



No. グループ名 活動場所主な活動内容 活動日・時間

32 傾聴ボランティア会
市内高齢者福祉施設
（勉強会は総合市民
センター）

33 カナリヤ 東郷福祉センター

34 サンサン会 総合市民センター

35 かるがも蕎麦の会
東郷福祉センター、
福祉施設等

36
スペシャルオリンピックス
日本 千葉 茂原陸上競技
プログラム

三井化学グラウンド

37 民謡楽友会 総合市民センター他

38
千葉県災害対策
コーディネーター茂原

随　所

39 緑町ほほえみの会 随　所

40 玉すだれ同好会 五郷福祉センター

41 喜代悦会 銭太鼓クラブ 東郷福祉センター

42 喜代悦会　鈴鼓会 東郷福祉センター

43 喜代悦会　三味の会 東郷福祉センター

44 生涯大学校卒業生笑いヨガ
総合市民センター、
オンラインでの活動

45 綾・紋の会
あや・あや 総合市民センター

46
ボランティア団体
笑福グループ

総合市民センター

47 デジカメの会 随　所

48 宇宙の会 総合市民センター

49 笑幸連　あやめ会 東部台文化会館

50
心のボランティア
ひまわり

総合市民センター

51 コスモスユカレリーズ 東部台文化会館

52 パラスポーツ茂原 総合市民センター

53 平成ボランティア会
しょうじゅの里

長生の里
舞踊・フラダンス・カラオケ・マジック等
による福祉施設訪問

随　時

精神保健福祉ボランティア
福祉施設等での活動

(定例会)原則、第３金曜
13時30分～15時30分

ウクレレ(キーボード・ドラム・ギター等を
含む)演奏による福祉施設等訪問

毎週金曜
9時30分～12時30分

障がいのある方たちとパラスポーツ(ボッ
チャ、卓球、サウンドテーブルテニス)を楽
しみます。
ボッチャ出前教室も行っています。

原則、第3水曜日
13時～17時

米寿者の記念撮影等 随　時

視覚に障がいがある方の交流や情報交換、
サウンドテーブルテニスなど

金曜 １０時～１６時

民舞・玉すだれ・お面踊り等による福祉施
設訪問、地域イベントに参加

毎週水曜　９時～１２時

福祉施設・地域のサロン等を訪問し、笑う
健康体操・頭の体操等を行う

第２・４月曜
１３時～１５時

図書館での朗読公演、福祉施設での読み聞
かせ

随　時

童謡や民謡、舞踊(花笠音頭やどじょう掬い
等)、詩吟等々幅広い芸能による福祉施設等
訪問

第1月曜 9時30分～17時
第3・4月曜 9時30分～12時

銭太鼓・踊り等による福祉施設等訪問
第１・３水曜
９時～１３時

銭太鼓・踊り等による福祉施設等訪問
第２・４木曜
９時～１３時

三味線・民謡・踊り等による福祉施設等訪
問

第１・３木曜
９時～１２時

地域防災力の向上のための取組、災害時に
はボランティアとして活動

随　時

緑町で在宅福祉サービス活動を行う 随　時

南京玉すだれによる福祉施設等訪問
第1・3月曜10時～12時
第2・4月曜14時～17時

定例そば打ち練習会の実施。福祉施設、長
寿会等でそば打ちの実演・試食会を実施。

・第１･３木曜(午後)
・訪問は随時

知的発達障がいのある方の自立や社会参加
を目的に一緒にスポーツを楽しむ

土曜 １３時～１５時

民謡・尺八・三味線による地域イベント参
加や福祉施設訪問

月３回水曜
１８時～２０時

福祉施設に訪問してお話しを伺う
随　時

勉強会は第３月曜(午前)

オカリナ演奏による施設等訪問
毎週火曜

１９時～２１時

民謡・唱歌・童謡・マジック・南京玉すだ
れなどによる施設訪問、利用者との交流

第２・４水曜
１３時～１７時



No. グループ名 活動場所主な活動内容 活動日・時間

54 太陽会
　本小轡・新小轡
　・腰当方面

55 パイオニアグループ 本納・渋谷・腰当方面

56 ボランティア菜の花会 総合市民センター

57
 子ども食堂
 すまいるステーション

東郷福祉センター

58  ボラポイント*ボラエモン 随　所

59  悠陶会 随　所

60
 特定非営利活動法人
 ディーセント・ライフ

随　所

「どんな活動をしているの？」
「自分にも何か出来ることはある
かな？」などボランティアに関す
ることであれば、どんなことでも
ご相談ください。

市内でボランティア活動中の個人・団体の
活動時間を金額に換算し、ボランティア活
動先で必要とする物品を贈呈します。

月１回

高齢者を対象としたコミュニティサロンの
実施。子ども食堂の支援活動。

随　時

■活動場所・時間は練習日を書いてある団体もあります。
　団体の活動に参加してみたい、ボランティアを依頼したい場合は、ご相談ください。
■市内福祉施設へ個人ボランティアで活動を希望される方は、ご相談ください。

福祉施設での陶芸教室、地域活動での陶芸
体験を行う

随　時

地域清掃ボランティア 第２日曜 ９時～１０時

手芸や書道等による福祉施設訪問 第4土曜 午後

子ども食堂「すまいるステーション」を運
営し、子どもたちに食の提供だけではな
く、学習や遊びを通しての居場所づくり

第３日曜

道路脇の放棄ごみ（空き缶・ペットボトル
等）の収集

第２日曜(8・12月除く)
９時～１０時

至勝浦

至勝浦至千葉

至茂原市内

茂原駅

東口千葉銀行茂原東支店

茂原神経科病院

南口

茂原市社会福祉協議会

(総合市民センター内)


