
ボランティア分科会　グループ一覧
グループ名 代表者 結成 構成員 活動内容 主な活動場所 活動日

１ みどり手話の会 持田　淳子 Ｓ５４．１ ４２名

・聴覚障がい者を手話指導講師として招き、勉強会を行う。
・サークル外の活動として地区の行事に参加、協力。
・手話ボランティア養成講座への参加。
・聴覚障がい者、サークル会員の情報提供の場とする。

ハーモニー
みどり

第１～４
土曜日

２ 手話サークル　やよい 中野　玲子 Ｓ６０．３ ２４名

・手話学習、交流、情報交換を通して、聴覚障がい者への理解を深
　め、手話技術の向上、手話の啓蒙に努め、区聴覚障害者協会と共に
　地域に根ざした活動を目指す。
・手話学習、講演会、レクレーション交流会、施設見学、手話指導の
　アシスタント。

十日市場
ケアプラザ

毎週水曜日

３ ボランティアばら 福田　昌子 Ｓ５３．４ ４８名

・高齢者（８０歳以上）、一人暮らし、障がいをお持ちの方（６５歳
　以上）を対象に手作りの昼食会をしています。
・１１月の老人会(白ばら会）創立記念日には、１００食のお弁当
　を作ります。

東本郷
ばらの会
自治会館

第３火曜日

４ 中山食事会 南部　則子 Ｓ５５．１２ １９名

◆老人昼食会の松花堂弁当作り
試作日：（当日の一週間前）試作と試食
前日  ：（午後半日）下準備
当日  ：松花堂弁当の仕上げと一緒に会食（その後の片付けまで）
※その他に当番６名ほどで献立作りと食材の購入・注文

中山町
自治会館

第３木曜日

５ 竹山寿会 遠藤　和代 Ｓ５８．９ ２１名

・年10回（月１回　第２火曜日実施）
・第１火曜日　10:00～献立会
・実施前日　10:00～買物、13:00より準備
・当日9:00～14:30頃 調理・食事・あとかたづけ

竹山小学校
コミュニティ
ハウス

第２火曜日

６ 日鋼御食事会 加藤　清子 Ｓ５９．９ ２８名

・高齢者会食会
・年間１１回（８月除く）、毎月第２水曜日１２時～１４時
・手作りの松花堂弁当を召し上がっていただき、食後には指体操、
　歌、踊り、ゲーム等で楽しんでいただいております。
・ボランティアは、当日の他に準備の為の活動が２回ほどあります。
・会員・ボランティア共に食事代として300円／回

日鋼自治会
内

第２水曜日

７ 霧が丘会食会 乾　洋子 Ｓ５７．４ ２０名

・20年度からボランティア手作りの松花堂弁当を作っています。
・75歳以上の高齢者の方を対象にした食事会です。
・お弁当を食べながらおしゃべりをしたり、情報の交流を図っていた
　だきます。
・食事の後はお楽しみ会として、体操・歌・手品・舞踊等で楽しいひ
　とときを過していただきます。

霧が丘地域
ケアプラザ

第１火曜日



８ 隣友会 永野　マリ子 Ｈ２．４ ５２名

・ふれあいサロンという行事予定をたて、年１０回位白井ホールで行
　っている（朗読会、クリスマス会、絵手紙　等）。

白井ホール 第４日曜日

９ 東本郷ボランティア 氣田　百合子 Ｈ４．１ ２５名

・高齢者の会食親睦会
・自治会員65歳以上の方が対象です。毎回中学生・高校生等若い方々
　が参加交流し、車いすの方も地域の送迎サービスを利用したり、中
　学生やボランティアが会場までの往復をサポートし、より豊かな社
　会生活が営めるよう工夫しています。

東本郷地域
ケアプラザ

第２日曜日

１０ いぶきの会 伊藤　久美子 Ｈ５．９ ４５名

・緑区いぶき野コミュニティハウスにて、長津田地区（御前田、いぶ
　き野、長津田みなみ台、上の原グリーンハイツ）のお年寄約40名に
　対して、月１回（第２土曜日）年間10回の会食とゲームなどで楽し
　んでいただく会です。

いぶき野小
コミュニティ
ハウス

第２土曜日

１１ ボランティアみほ 谷山　啓子 Ｈ５．１２ １９名

◆地域リハビリ教室　　毎月第３火曜日
　高齢者・中途障がい者対象
　（ボランティアと一緒に作品作り、ストレッチ、歌など）
◆在宅支援
　家事・話し相手

企業施設
（集会所）

第３火曜日

１２ 鴨居「れんげの会」 東田　洋子 Ｈ８．４ １１名

・脳血管障害など、身体に障害のある方を対象に、体操、陶芸、ボッ
　チャ、ぬり絵、バスハイク等のレクリエーションを行い、楽しくリ
　ハビリ活動をしています。 鴨居会館

第２水曜日

１３
朗読録音グループ

みどり
細川　春生 Ｈ８．２ ２２名

・視覚障害の方の為の
　テープ雑誌等の発行
　対面及び録音によるプライベートサービス
　テープ読者との交流会など

・会員の為の勉強会及び運営会議など

ハーモニー
みどり

第２・４
火曜日

１４
新治中部地区
リハビリ教室

ぬくもり
河原　喜美子 Ｈ７．４ １０名

・毎月第４火曜日、月１回ハーモニーみどりにて、ボッチャゲーム、
　その他のゲーム、手作業、バスハイク、音楽等、リハ教室。

ハーモニー
みどり

第４水曜日

１５ 霧が丘ひまわり教室 堀尾　くみこ Ｈ２．４ ４０名

・脳疾患により中途障がい者になられた方々のリハビリを兼ねた活動
　の支援。
・定例会：霧が丘高等学校のチューリップ鑑賞から毎年度活動開始。
　音楽鑑賞、音楽療法、作業療法、レクレーション、懇談会等。
　毎年１２月あだちホーム訪問（皆で描いた絵手紙１２０枚位をプレ
　ゼントとして持参）。地域催事に参加（運動会、福祉まつり等）。

霧が丘地域
ケアプラザ

第３月曜日



１６
グループ

おとこの出番
藤井　宣男 Ｈ９．４ ４２名

・世話やき屋：福祉施設などのイベント支援、車イスや歩行介助など。
・かご屋：障がい者の通院、通学、通所などを車で送迎、移送。
・くるま屋：緑区社協に協力。外出支援サービス事業の運転業務。
・手仕事屋：福祉施設および個人宅・内外の軽作業、修繕など。
・かわら版屋：機関紙「かわら版」の発行と情報の伝達。
・裏方衆：グループ活動活発化のための調査研究、企画、立案など。

緑区内
第３土曜日
（サロン）

１７ 手話サークル「昴」 三根　智鶴 Ｈ１１．４ １０名

・手話学習および聴覚障がい者と聴者の相互理解に基づく学習他。
・第１、２週自主学習。第３週交流会等。第４週外部講師による手話
　指導。

ハーモニー
みどり

第１～４
木曜日

１８
東本郷地区
リハビリ教室

なすびの花の会
福田　昌子 Ｈ１．７ ２８名

・脳卒中などにより中途障がい者となられた方々のリハビリ活動支援
　（作業療法、音楽療法、座談会、スポーツレク等）
・東本郷小学校、東鴨居中学校の児童生徒との交流の場作り
・なすびの花の会でのふれあいをきっかけに、地域で友人ができたり、
　顔見知りの子供達との交流ができ、引きこもりにならないようにする
　ねらいがある。

東本郷地域
ケアプラザ

第１金曜日

１９ すみれの会 福田　昌子 Ｈ７．７ ２２名

・介護予防型高齢者の社会参加と介護に携っている家庭への一助として
　のミニ・ディサービス
・会員さんと共に食事をしたり、春は花見、夏は盆踊り、秋は運動会で
　パン食い競争、冬はクリスマス会で、楽しい一時を過ごしています。
・会員さんは「ささえあいの会」に送迎をしてもらっています。

東本郷地域
ケアプラザ

第２金曜日

２０ 矢車草の会 中務　重成 Ｈ７．７ ３８名

・障がいをお持ちの方や高齢の方が健常者と同じようにフォークダンス
　や社交ダンスを楽しみ、それを通じて健康になられることを願うと共
　にボランティアは自分自身も楽しみ乍ら行うものであるとの理念で活
　動によって得られる感動を活力の源にしている団体です。

ハーモニー
みどり他

原則として
第１・３
日曜日

第３水曜日

２１ 稲穂の会 山﨑　治美 Ｈ１１．４ ８名

・緑区内の精神障がい者に外出の機会、きっかけ作りと憩の場の提供
　（茶話会）
・保健センターの生活教室の手伝い
・作業所へのボランティア等

ハーモニー
みどり

年４回
不定期

２２ 三菱さくら食事会 大島　直三江 Ｈ１３．３ ２２名

・自治会会館にて会食とお楽しみ会
・デザート(和菓子・ケーキ）まで手作りで出しています
・高齢者が地域で孤立しないように食事会を通して楽しい交流の場所
　作り

三菱自治会
会館

奇数月
第４木曜日

２３ ヒルタウン昼食会 石原　笑美子 Ｈ１４．１０ １９名

・月１回第４木曜日　１１時３０分から１３時まで。
・参加平均６０～７０名。
・６５歳以上の高齢者、障がい者、弱者を対象とし健康を考えた食事
　作りをしている。親睦を図り、お互いの消息の確認。
・十日市場中学校の地域交流事業（横浜市青少年育成協会）の受入れ、
　地区社協・連合会の事業への参加

ヒルタウン
第７街区
集会所

第４木曜日



２４ 長津田北昼食会 中西　多美子 Ｈ２０．４ １６名

・長津田地区のJR横浜線北側を居住区とする地区内高齢者の福祉増進
　と健康保持を目的とし、概ね65歳以上の高齢者の昼食会を４月と10
　月を除く毎月１回（第１火曜日）横浜市長津田地域ケアプラザ多目
　的ホール（定員40名）において実施しています。

長津田地域
ケアプラザ

第１火曜日

２５
白山地区配食サービ

ス
わかば会

金原　登喜子 Ｈ１０．１０ １５名

・毎週１回昼食用のお弁当を配達しています。
・見守り・ささえ愛支援として、御利用者様とのお話を大切にしてい
　ます。 金曜日

２６ 鴨居会館食事会 斎藤　恵子 Ｈ２１．４ １９名

・鴨居連合自治会地区内の第１地区～第４地区の高齢者支援のための
　会食会と会食に参加できない方々に配食を行う（対象は原則として
　65歳以上のお独り暮し、70歳以上のご夫婦お２人暮しの方々、又、
　民生委員さんが必要と認められた方々）
・年１回は鴨居地区全体（ケアプラ食事会の方々と）で合同の会食会
　を行う。

鴨居会館 年６回
不定期

２７ 鴨居ケアプラ食事会 宮島　恵子 Ｈ２１．４ ２０名

・65歳以上でお独り暮し、70歳以上のご夫婦お２人暮らしの方に昼食
　会、又、こられない方々に配食を行っています。（年６回そのうち
　１回外食） 鴨居地域

ケアプラザ
原則火曜日
（年６回予定）

２８
南長津田
地域リハビリ教室
ふれあいの会

柴田　良子 Ｈ１．４ １３名

・障がい者、一人暮らし高齢者、病弱な高齢者の方々の、心のケア
　（親睦）を目的とした、楽しく、支えあう交流の場を、地域のボラ
　ンティアを中心にして、毎月１回のペースで運営しています。 南長津田団地

集会所
原則

第１金曜日


