東海村ボランティア市民活動センター
登録団体で活動中のボランティアを紹介します。
「ボランティア市民活動センター」について
ボランティア・有償サービス・ＮＰＯ・企業等，関連する幅広い分野の市民活動団体を取り入れ，そ
れらの 連携を強め，団体間のネットワークづくりを推進すると共に，これらの団体に対して総合的な活
動支援を行いながら，市民主体のまちづくり推進に向けた総合的な支援を行っています。

〇は，ボランティア連絡
協議会加盟団体

【主な事業内容】
市民活動相談・紹介事業
ボランティア，市民活動，有償サービス，NPO法人団体に関する各種相談に対して支援します。
情報収集・提供事業
ボランティア，市民活動に関する情報収集を強化し，必要に応じて提供します。
また，掲示板やホームページを通じて，活動紹介や情報提供を行います。
市民活動助成事業
市民活動に必要な資金の助成や助成申請等の支援を行います。
有償サービス事業
有償サービス（移送サービス・家事援助）を提供いたします。
№

団体名

ＰＲ・活動内容

1

東海村アトミックアマチュア無
電機技術及び無線ボランティア
線クラブ

2

霞朗詠会晴嵐会

3

東海村理容ボランティアグルー
社会福祉施設での理容奉仕活動
プ

4

愛Landカワカミ美容室

5

東海村民生委員・児童委員協議 〝広げよう地域に根ざした思いやり”を
会
モットーに明るく楽しく活動しよう。

社会福祉施設・村のイベント・芸術祭にて
詩吟・剣舞等の披露

寝たきりの高齢者宅を訪問し，理容活動を
行う

№

ボランティア市民活動センター
マスコットキャラクター 「にこっピ」

社会福祉法人東海村社会福祉協議会
東海村ボランティア市民活動センター
〒319-1112
東海村村松2005
東海村総合福祉センター「絆」内
TEL 029(283)4538 FAX 029(283)4535
R4.9.6
http://www.t-shakyo.or.jp/egao/

団体名

ＰＲ・活動内容

25 民話「だっぺの会」

民話学習・民話を語り演じる

26 まさきフレッシュ会

地域活動を通じた会員相互の親睦，交流
地域活性化に向けたボランティア活動

27 サンシャイングループ

周りの方々の応援をいただき，約250kg のｷｬｯﾌﾟ
を回収しました。また，世界の子供たちにワク
チン100人分届けることができました。

28 夢民

読み聞かせ，紙芝居，民話等を通じた子供たち
の健全育成

スマイル（東海村心身障害児者ス

29 ポーツクラブ）及びスマイルを支

心身障がい児者のスポーツ活動・運営補助

える会

6

手話サークルこでまり

手話の学習を楽しみながら，視覚障がい者の方
と行事などで交流を深めています。また，地域
の交流等の活動もしています。

30 アプリコット

7

東海村青年会

ゴミ拾いや自主事業，事業協力を通して，
よりよい地域づくりへ貢献しています。

31

移送サービスボランティア
「はーとろーど」

自分達の青春時代に流行っていたフォークソン
グやオリジナル曲で癒し系の曲を中心にハーモ
ニーを楽しむ演奏をしています。
公共交通機関の利用が困難な障がい者や，介護
保険認定を受けた高齢者に対する福祉有償運送
サービス。一緒に活動しませんか？

8

東海村高校生会

32

地域福祉支援ボランティア
「はーとふる」

障がい者または６５歳以上の高齢者の家事援
助・施設支援。一緒に活動しましょう！

9

朗読ボランティアこだま

子どもが好き！楽しめることが好き！そしてな
により東海村が大好きな高校生達が活躍してい
ます。会員はいつでも募集中です！
自分の「声」１つで視覚に障がいがある方のお
手伝いができるボランティア団体です。熱意が
あれば高度な技術は不要です。

33 東海村民生委員・児童委員OB会

10 東海高校ＪＲＣ部

社会福祉施設慰問
共同募金街頭募金

34 おもちゃクリニックとうかい

11 ガールスカウト茨城県第２５団

体験学習を通して，リーダーシップを発揮
できる人材を育成します。

35 東海ぴあ♡

広報・社協だよりなどの点訳，小学校での点字
学習作業や点訳者養成の為の点字講習会，知識
向上の為の研修，視覚障がい者との交流会
児童対象の対面朗読や読み聞かせ，紙芝居。"た
んぽぽのように子供たちの心をほっとさせ読書
の種子を広く飛ばしたい"と願いを込めて…

12 点字サークルぶらいゆ
13 たんぽぽの会

36 NPO法人
37

ドリームたんぽぽ

童謡・抒情歌を楽しむ会
「やまびこ」

民生委員・児童委員の経験を生かした福祉
全般への支援活動
おもちゃの修理
手作りおもちゃの開発・製作指導・技術普
及
なごみ"デイケア"サポート。誰でも参加し
交流の場として"ぴあカフェ"月１開催。ｻｰｸ
ﾙ定例会，会員研修，講演会等参加。
知的障がい者・身体障がい者の就労支援・
生活支援・正しい理解を求める活動ほか
歌うことを通じて，会員相互の親睦を図る。ふ
れあいまつりへの参加，高齢者施設等を訪問し
懐かしい歌を披露している。

14 すかしゆりの会

神社境内の清掃
社会福祉施設事業補助

特定非営利活動法人東海村障が
①就労支援事業所②地域活動支援センター
38 い者地域生活自立支援ネット
事業③就労訓練体験実習受入
ワーク「まつぼっくり」

15 おもちゃ製作ボランティア

児童が使用する布の手作りおもちゃ・布絵
本・着せ替え人形の服の制作

39

東海村童謡を唄う会
「ゆりかご」

16 原子力ユニオン東海支部

イベント参加等

40

東海村シルバーリハビリ体操指 高齢者等，健康増進・介護予防のためのシ
導士会
ルバーリハビリ体操の指導と普及

17 切手整理ボランティア

使用済み切手・テレカの収集・整理
切手整理ボランティアを知ってもらう

41 東海村民話再生の会

定期活動は村内の民話や歴史的事実から適
宜紙芝居化。紙芝居上演は子供から高齢者
まで希望に応じて上演
施設慰問，幼稚園，保育所でのよさこい
ソーラン踊り，交流会

18

東海村音楽ボランティア
「おたまじゃくしの会」

楽器（トーンチャイム・ミュージックベ
ル）の演奏の為の勉強会，手遊び，手話，
歌 等の練習

42 （花音会）東海花舞

19

Ｔｏｋａｉ
教室

外国人を対象に日本語文化の指導

43

ＪＬＴ

にほんご

20 国際交流茅根グループ

国際交流・観光案内
ホームステイ
華道・料理などの文化指導

21 レインボークラブ

読み聞かせなどの育児支援
親子での情報交換

22 さざなみグループ
23 東海オカリーナクラブ
24 東海日本語ボランティア教室

不用品（牛乳パック・傘布）から素敵なエコ製
品を地域の友人と作り環境に優しくCo2を減らす
運動をしています。
公民館やコミセンで楽しく練習しています。演
奏会に参加したり施設慰問もしています。心に
響くオカリーナを一緒に吹いてみませんか。

外国人を対象に日本語，文化の指導

女性コーラス（ｿﾌﾟﾗﾉ･ｱﾙﾄ）男性コーラスも加わ
り素敵なハーモニーを奏でます。楽しく練習し
ています。どなたでも一緒に唄いましょう。

子供からお年寄りまで親しんでいる曲を練
習しているので各層で楽しんで頂けると思
います。
学校外活動における子どもたちの健全育成
44 東海村子ども会育成連合会
活動，学区ごとに環境整備やスポーツ・イ
ベント行事などの支援
生活習慣病予防に関する知識の啓発及び普
東海村食生活改善推進員連絡協
45
及・食生活改善・健康づくりに関する正し
議会
い知識の普及に努め村民の方々に情報提供
東海村ハーモニカを楽しむ会
（カナリア）

46 東海おもしろ科学はかせ

子どもたちの科学の芽を育む出張講座実施
(子ども会，学童，イベント等への参加)

47 ユーカリの会

芸術活動の協力

48 東海村高齢者クラブ連合会

仲間づくりを基本に，生きがい，健康，地
域づくりをめざし，行政や自治会など関係
団体と共に，あたたかな地域づくり活動を

№

団体名

ＰＲ・活動内容

№

団体名

ＰＲ・活動内容

49 東海村心身障がい児者親の会

えがお玄関脇にある花のプランターの水や
りと植え替え

81 キッズ チア リトル★スターズ

子供達のダンスを通じて会員，地域との親
睦を深める

50 いけばな子ども教室

子どもを対象とした教室の開催とボラン
ティアによる生花の指導

82 とうかい環境村民会議

部会活動（里山整備，エコドライブキャン
ペーン等）
環境フェスタ等の開催事業

51 原電総連東海総支部

清掃活動（さくらまつり等，行事後の清
掃）

83 東海ジャズダンス連盟

身体を動かすことで汗をかく喜びや表現の大切
さを学び,上下関係や人間として絆を深めてみま
せんか。新しい友達も大歓迎です。

52 東海村ソリティア普及会

ソリティア遊びの普及・地域内での交流

84 一般社団法人

地域の清掃活動・祭りの出店活動

53 照沼秋月会

総合福祉センター「絆」のアダプトシステ
ムに参加

85 心と体の健康ひろば・東海

54 東海村の環境調べ隊

キノコや鳥や天体などに詳しくなれるかも。東海村の
宝物をたくさん見ることが出来ます。自然や歴史に関
心のある方・親子・大人をお待ちしています！

86

55 東海村華道連盟

いけ花の普及発展に関する指導及び研修，
各種展示会の開催等

87 真崎の未来を考える会

真崎地区の連携意識の高揚と融和政策の提
案

56 女声コーラス東海

コーラスの練習，演奏会等の開催，文化祭
等各種文化行事への参加

88 ＪＵＮ（ジュン）バンド

各コミニティセンターへの祭り等参加希
望。
フラダンスクラブと共演し活動を拡げた

57 自然のみどりを守る会

自然環境に配慮した保護・保全及び提言・
要望活動，観察会，研究会等

89 東海村国際交流協会

国際交流及び多文化共生の地域づくり。協会の
目的に賛同してくれる方，趣味･特技を生かし活
動を一緒に企画・運営してくれる方を募集

58 まちづくり笑(わらい）

まちづくり活動の企画運営及び既存事業へ
のサポート，東海まつりなどのイベント企
画運営

90 杜の仲間たち

孤立やひきこもりを防止し要介護状態等に
ならないための介護予防活動

91 TNK東海日本語教室

外国人への日本語支援・生活支援を通して
交流を深めることを目的としています。和
やかでアットホームな雰囲気の教室です。

ハピネス東海

スポーツ吹矢を通じて，健康増進と会員相
東海村スポーツウエルネス吹矢
互の親睦交流，的に当たった時の爽快感を
連盟
味わってみませんか。

３０代前半の新米パパ世代によるまちづくり,青

59

サンタクロースアカデミー茨城
少年健全育成,各種ボランティア活動,障がい
県本部（東海村中年会）
児・１人親家庭等へのサンタクロース派遣事業

花器を身近なもので手作りし，花をいけて
美を楽しみながら，健康づくりを推進

60 内宿里山の会

荒れた平地林の整備

92 東海美術連盟

美術運動を通じて地方文化の向上と会員相
互の研鑚及び親睦を図る

61 東海メロディア

障がい者との音楽療法活動

93 にんじん

アレルギーのある子とその保護者が交流を
図り,社会のアレルギーへの理解を促す活動
を行う。

94 傾聴「あおぞら」

傾聴ボランティアによる市民活動

95 南台はんどちゃんネットワーク

地域通貨によるサービス交換を通した南台
住民による支え合い
和食の伝承・子育て情報交換・三世代交流
（ズンバ・バザー）

日本古来の踊りの伝承と地域交流による明るい

62 日本ひょうきん踊りを楽しむ会 村づくり。皆さんと一緒に楽しめる内容なので
63 東海ライオンズクラブ

気軽に要請してください。喜んで慰問します。
地域社会に密着した社会奉仕作業（東海村ク
リーン作戦，鮭稚魚放流，障がい児者支援等）
新規会員募集中

64 東海村ニュースポーツクラブ

ニュースポーツの普及と地域住民との交流

96 わんすてっぷ

65 劇団

東海村で１０年以上ミュージカルの公演，イベ
ント出演を行っています。ぜひ私たちと一緒に
楽しい時間を過ごしませんか？

97 「まなびっ子サークル」

フラダンス学習と高齢者施設慰問・コミセ
ンまつり・東海村芸術祭への参加

98 東海村平和委員会

66

とみかる

ハーラウ
ケ カイ

フラ ケアラ オ
マ カ ヒキナ

年長児を対象とし。授業時間を体験できる
場として，話を聞くことやひらがなの練
習，いすに座り学ぶことを教える。
平和を望む多くの民主団体や個人と連帯
し、平和と民主主義を守り一層発展させ
る。
「話し合いの土壌は家族から」を合言葉
に，明るいまちづくりや青少年健全育成及
びファシリテーターの育成に寄与する。
合奏練習を通じて会員の親睦を図る。
村文化行事への参加・高齢者施設等の慰問
演奏を行う。

一緒に学びませんか。
(時間の使い方，家計簿の事，保存食，洗濯，家
事全般)
よさこいソーラン踊りを楽しむ仲間です。週１
回の練習，高齢者施設への慰問，各地域のイベ
ント，祭りや敬老会等の活動
フラダンスを通して地域のボランティアの活動
をしています。
いつでも体験できます。

99

ファミリーファシリテーター
普及協会

100

フルートアンサンブル ベルフ
ルール

101 第一生命保険株式会社

ボランティア活動の協力

未就学児から中学生まで楽しく活動してい
ます。
無料体験 随時受け付けています。

102 ペットと暮らす家族の会

ペット防災啓発新聞(猫山瓦版)の発行。
ペット防災啓発イベント，意見交換会の開
催。県内イベントへの参加。

71 東海村商工会女性部

研修会・イベント参加・クリーン作戦他

103 風土の会（ふどのかい）

風土が生んだ民話を語り伝えること

72 東海村吹奏楽団

合奏活動を通して，音楽の楽しさを感じる
とともに村民にも楽しんでいただだける場
を提供する

104 東海村更生保護女性会

社会を明るくする運動への参加，更生保護
施設への食事提供，花生け等

105 こども食堂はぐもぐ

食の支援を通じて健全育成のサポート，明
るく元気に活動できる居場所の提供，毎月
１回こども食堂の開催。

67 水戸

友の会

東海方面

68 舞桜（まいざくら）
69

コマキケイ ABCアカデミー
フラハーラウ ヒナヒナ

70

コマキケイ ABCアカデミー
フラハーラウ ケイキ

村内及び村外から訪れる方々に，東海村の歴史

73 とうかい村いきいきガイドの会 や文化を通して東海村の魅力を伝える活動をし
ている。

74 東海太鼓保存会
75 東海マジシャンズクラブ
76 スイーツウクレレ
77 楽ちん一座
78 新日本婦人の会東海支部
79 東海村赤十字奉仕団
80 民舞同好会

和太鼓の演奏，指導を通し地域の活性化や
ふれあいを図る。
マジックを通して皆様に笑顔と希望を持ってい
ただけるよう活動しています。希望日時・場所
会場を指定してください。
ボランティアの依頼があれば都合のつく限り対
応し，ウクレレと歌で楽しんでもらうことを
モットーとしております。
元保育関係者＋音楽家で構成されたメンバーな
ので，０歳～１００歳まで楽しめる涙と笑いあ
ふれる心温まるコンサートをお届けします。
暮らし・子育て・平和など，女性の願いを実現
するために活動。2003年4月から「国連経済社会
理事会特別協議資格をもつNGO」に登録
赤十字の活動を通しての地域貢献
防災や減災に通じる非常食づくりや救急法など
の講習。学童や障がい者施設での慰問活動

民謡民舞を通しての健康増進及び地域活動

