
内容
・練習と中部ハーモニカ連盟主催の発表会参加

・施設訪問し、演奏活動

活動曜日・時間 毎週土曜日　９：００～１２：００

PR ハーモニカに興味のある人、是非見学に来てください。

内容
日本民踊を通して明るい健康な生活の充実と地域社会への参加。

ボランティア活動として皆様と楽しく輪になって踊っています。

活動曜日・時間 金曜日（月３回）　午前９：００～１２：００

PR

「踊りの輪を人の和に」を合言葉に１００まで踊ろうと稽古に精進し

ています。ボランティア活動での“うれし楽し”のふれあいを大切に明

るい日々を送らせていただいています。

皆様もご一緒にいかがでしょうか。ぜひ公民館へ遊びに来てくださ

い。

内容 町内のデイサービスセンター等での訪問演奏活動。

内容
献血事業への協力、ふれあい交流会にてふれあい会食の調理・提供、

ふれあいフェスティバルの参加等。

内容
小学生の登下校時における見廻り、付き添い、通学団集合場所での朝

の声掛け等

大治ハーモニカクラブ

大治町民踊クラブ

大正琴クラブ

大治町赤十字奉仕団

大治町年輪ボランティアの会（ONB
 オンブ

の会）



活動曜日・時間 小学生の登校日毎日

内容

講演会などに要約筆記をつけることや、小中学校の福祉実践教室など

で要約筆記を伝える。

難聴の方の耳の代わりになること。

活動曜日・時間 随時

PR

要約して伝えるボランティアなので、むずかしいと思われているが、

耳の不自由な人の耳代わりのボランティアということをもっと知って

いただきたい。やさしいボランティアです。

内容 小物を手作りして福祉まつりにて販売し、売上金を社協へ寄付。

内容

毎月第２・４土曜日、第３水曜日の午前１０時～１２時、総合福祉セ

ンター希望の家２階ボランティアルームにおいて、おもちゃ図書館の

開設。

心身に障害のある子どもや乳幼児を対象に、おもちゃの貸出しをして

います。

活動曜日・時間 第２・４土曜日及び第３水曜日　午前１０：００～１２：００

PR

１１月の福祉まつりでは、手作りおもちゃ、折り染めコーナーで参加

しています。

一緒に活動してくれるボランティアを求めています。

内容
防災意識向上のための大治町役場や総合福祉センター希望の家で研修

会、講演会等の開催。出前講座、啓発活動なども行う。

要約筆記サークル“ペン”

すだちの会

大治おもちゃ図書館ゆめあゆみ

防災ボランティアおおはる



活動曜日・時間 随時

PR
身近な物で作る防災グッズや非常食スペシャルレシピの勉強など、楽

しく研修を行っています。

内容
学校・児童センター等で絵本の読み聞かせや紙芝居、わらべうた、お

はなし会を行う。

活動曜日・時間 毎週火曜日　午前８時３０分～午前８時４５分

内容
１．花の植え替え、手入れなどの花壇の保全・管理全般を行う。

２．会員相互の情報交換・親睦の場を設ける。

活動曜日・時間
第３木曜日　午前９：００～１０：３０

※夏季（７～９月）は、第１・３木曜日　８：３０～１０：００

PR
花の好きな会員皆明るく楽しい雰囲気で作業しています。

都合のいい時に参加し、無理のない活動をしています。

内容
町内の清掃活動（カーブミラーの清掃・点検・道路の空き缶収集）※

雨天中止

活動曜日・時間
第２・３日曜日　午前９：００～１０：００

夏季は８：００～９：００

内容 親子交流会、子育て中の女性の活躍サポート。

活動曜日・時間 随時

読みがたりサークル　たんぽぽ

いきいき花クラブ

クリーンスタッフ大治

チビママサークルWithKids
ウィズキッズ

（NPO法人ママ・ぷらす）



内容

（１）草刈りボランティア（明眼院）

（２）新川・五条川クリーン事業（清掃）

（３）観光ボランティアガイド（明眼院・佐屋街道）

（４）ちびっこ農園（青少年育成）

（５）視察・歴史探訪ツアー　　　など

活動曜日・時間 第１土曜日　９：００～１１：００

PR 街づくりに関心のある方、どなたでも参加できます。

内容 小学生の登下校時における見守り。

活動曜日・時間 毎週月～金曜日　７：４０～８：００

PR 会員は、学童の安心・安全を願う。まとまりよく、熱心である。

内容
防災・防犯意識の高揚。防災資機材の保全管理、防災訓練、防犯パト

ロール等啓発活動。

活動曜日・時間
第１・３火曜日　２０：００～２１：００（防犯パトロール）

第１土曜日　１９：００～２０：３０

内容
防犯・防災知識の習得・充実、防犯・防災に関する必要備品の整備充

実を図る。

島井青壮年会

明治町自主防災（防犯）会

花常地区自主防災会

NPO法人元気大治街づくり



活動曜日・時間 毎週土曜日　２０：００～２１：００

内容

・絵手紙を作成し、希望の家、大治郵便局に常設展示

・西公民館デイサービスセンターの利用者の方々に絵手紙をかい

　ていただく

・年１回町内の７５歳以上のひとり暮らしの方に民生委員さんを

　通して絵手紙を贈る

活動曜日・時間 第１木曜日　１３：３０～１６：００

PR
「ヘタでいい、ヘタがいい」を合言葉に絵と字と言葉で１枚のはがき

から、受け取った方が笑顔になれる絵手紙をかき続けています。

内容 青色回転灯を車に装備し、大治町内の自主防犯パトロールを行う。

活動曜日・時間 １９：００～２１：００

内容 老人ホーム等で演奏する。

活動曜日・時間 第２・４木曜日　１３：００～１５：００

内容 地区内の防犯パトロール等。

オカリナ同好会

絵手紙　なかよし会

白ゆり会

長牧明楽会



活動曜日・時間
A地区：毎週火曜日　２０：００～

B地区：毎週金曜日　２０：００～

PR 地域が安全で安心して暮らせる町を目指したパトロール。

内容
小中高校生に無料で個別に学習指導をすることを通して、「貧困の連

鎖」を防ぐとともに、学ぶ喜びを伝える。

内容
防災訓練、地域安全点検、防災資機材及び物資の備蓄管理、防災・防

犯啓発活動、防犯パトロール等。

活動曜日・時間 毎週金曜日　１８：００～１８：３０

内容 さつまいも・里いも・落花生の植栽。

活動曜日・時間 随時（５月植栽、中間草取り、１０月収穫）

PR 地域で子どもを見守り、育てる。

内容

①国際交流活動

②社会教育の推進、子どもの健全育成活動を図る活動

③外国人技能実習生、留学生の支援

活動曜日・時間 随時

無料塾実行委員会

第三東部この町みんなで守り隊

長牧親子ふれあい農園

NPO法人　日本貴州交誼協会
 ニホンキシュウコウギキョウカイ



PR

日本企業の中国貴州省への紹介、支援、（貴州省はIT特区に指定され

ている）外国人技能実習生、留学生の生活支援を行うとともに、文化

交流事業も行っている。

内容
QOLの向上を目的に提案し、提案者とメンバーが協力し企画・実施す

る。ハンドケアと呈茶が定着している。

活動曜日・時間 第３金曜日　１０：００～１４：３０

PR
健康寿命の延伸に役立つ有資格者もメンバーに在籍しており生活の質

を向上するサポートが可能。

内容

深田町防災訓練、大治町防災訓練での安否確認。火の用心防火パト

ロール、災害要支援者への支援活動及び把握、ハザードマップの更

新。

活動曜日・時間 年間行事計画に沿って活動

PR 住民に寄り添う活動。

内容 長牧公民館に子どもたちを集めて勉強会をしている。

活動曜日・時間 第２・４土曜日　９：００～１１：００

PR 地区の子どもにプリントを配布。

＊ほうーゆう＊

深田自主防災会

長牧げんきクラブ



内容

毎月０のつく日に活動。（１０・２０日：１３時３０分～１４時１５

分、３０日：１９時～）空き巣対策のために町内の空き家、路地内の

パトロール。水面、河川の安全確認。

活動曜日・時間 毎月０のつく日

PR
町内住民のために防犯、啓発活動を開催。

事業所への防犯活動、のぼり旗の設置活動。

内容
ウォーキングをしながら地域の美化、安全の確認をする。ゴミ拾い、

危険な箇所はないか注力。

活動曜日・時間 第１金曜日　１０：００～１２：００

内容 オンラインの子育て広場やイベント企画。

活動曜日・時間 不定期

PR
子育てに困っているお母さんが自宅にいながら、支援者とつながれま

す。

内容

小児・若年期の慢性的な病気を持つ（持っていた）本人と、その家族

の心のケアをサポートする。

本人とその家族の『和やか』な場、『楽しい』時を作る活動。

活動曜日・時間 不定期（１年に３～４回）

深田防犯クラブ

友愛活動分会

mama
　マ　マ

ライフバランスプロジェクト

和樂
 

～waraku
　ワ  ラ  ク

～



PR

私たちは自身の子どもが小児がんに罹患した経験を持つ、小児がんピ

ア・サポーターです。

この経験とそれぞれのスキル（アートセラピー・傾聴・リンパケア）

の活用、そして、私たちに賛同するメンタルサポーターの力と共に、

小児・若年期の慢性的な病気を持つ（持っていた）本人と、その家族

の心のケアをサポートします。

内容
一声運動及び危険な箇所が無いかなど、防犯パトロール・防犯広報活

動・危険個所の点検活動の実施。

活動曜日・時間 不定期（１か月に２回）

内容 月１回（17時～19時）に子ども食堂を子供たちに無料で提供する。

内容
放課後子供教室「のびのび子供広場」運営ボランティア。子供たちも

参加できるマルシェやイベントの企画

活動曜日・時間 随時

PR

・町全体が盛り上がるようなイベント

・子どもたちが夢を持って活躍できる場

・ママたちが安心して子育てのできる町づくり

　を楽しく創り上げていきます！！

広い世代の多くの人とかかわりを持って活動していきたいです。

内容
“エコで繋がろう”をテーマにして環境やSDGsをからめて目的を達成

するためのイベントなどを行う。

おおはる子ども食堂

おおはる応援プロジェクト　ママト・コ・ラボ

RAPOエコ
　ラ　ポ

西之切自主防犯クラブ



活動曜日・時間 随時

PR 環境やSDGｓに関する楽しい活動をします。

内容
医療的ケア児等や家族が地域で生きやすい仕組みつくりや家族の交

流、情報提供など。

活動曜日・時間 随時

PR
誰もが暮らしやすく希望の持てる「ウ～ッ」と悩んでも「ラララ～

♪」と道のひらける世の中になりますように♡

内容
学校が苦手な子どもや母親の悩みを聞き、共に考え、情報の共有を

し、少しでも心安らぐ時間をつくる。茶話会や勉強会の実施。

活動曜日・時間 奇数月の第４土曜日　１３：３０～１６：００

PR
学校が苦手な子どもを持つ親の会です。

悩みや情報を共有して共に過ごしましょう。

重症心身障害児・医療的ケア児と笑って生きる会「Uh LaLaLa
ウー　　ラ　ラ　ラ

」

月のなみだ

※新型コロナウイル感染症の状況により、活動を縮小・中止している場合が

　あります。詳しくは、ボランティアセンターまでお問い合わせください。

☎（０５２）４４１－１８２０


