
令和４年度　ボランティアグループグループ名簿

No. グループ名 代表者名 分　類 活動内容 活動場所 活動日・時間 人数 登録年月日

1
明るい社会づくり

八千代市推進委員会
鼈宮谷しず枝 地域、環境美化

高齢者施設や介護施設での花壇の手入れや草取り、清掃活動。年1回
で家庭教育の一環として料理教室を実演。新川周辺のゴミ拾い活
動。会員の健康づくり。社協行事への協力。赤い羽根共同募金活
動。

八千代市福祉作業所 毎月１回 119 S59.4.1

2 点訳グループあけぼの 木下 晴代 障害者
「広報やちよ」点訳や印刷。盲学校図書の点訳や印刷、納本。市内
小中学校福祉教育での点字指導や啓蒙活動。

福祉センター 第２・４木曜日 10:00～12:00 6 S53.4.1

3 押花あじさい 渡辺 芳子 高齢者 市内在住の高齢者等に「手作り押花カード」を提供。 ふれあいプラザ 第２・４木曜日 9:00～12:00 3 S59.6.1

4
八千代おもちゃ図書館

あひる
伊藤 冨美子 子ども おもちゃの修理や貸出、おもちゃ広場の開設。子育て相談。 福祉センター 第３土曜日 13:00～16:00 6 S60.3.1

5 如月CRAB 小林 良子 障害者
視覚障害者を対象に社交ダンスを通して社会参加していただき、共
に楽しむ活動。市内小中学校福祉教育への協力。赤い羽根共同募金
活動。

勝田台公民館 第２・４火曜日 13:00～16:00 9 H7.2.1

6 台町緑寿会 大門 美智子 防犯防災 台町公園の清掃活動、町内パトロール。赤い羽根共同募金活動。
木曜日　１７～１８時

※会員募集はしていません
15 H7.4.1

荒井記念ホーム
第2火曜日 or 第4水曜日

14:30～15:30

福祉センター
隔月第4木曜日
14:30～15:30

美香苑
隔月第4水曜日
14:30～15:30

8 フェルト 松戸 照子 障害者、子ども
フェルト生地でのおもちゃや絵本の制作。児童施設へおもちゃの提
供。

ふれあいプラザ 第２・４水曜日 10:00～15:00 9 H6.4.1

東南公民館 第1・3月曜日 10:00～12:00

福祉センター 第２・４月曜日 10:00～12:00

10 リフォーム 小野瀬 綾子
高齢者、障害者

子ども、環境美化
不要品を活用して小物などを制作。施設での手芸指導。市内小中学
校福祉教育への協力。

福祉センター 第１・３水曜日 13:00～16:00 10 S53.4.1

福祉センター 第1・3水曜日、金曜日

勝田台図書館 第1・3・4木曜日

大和田図書館 第２金曜日

緑が丘図書館 第1・3金曜日

村上公民館 第1月曜日

ふれあいプラザ 第2木曜日 10:00～13:00

福祉センター 第3土曜日 13:00～15:00

13 めだかの学校 山野井八代子
高齢者、子ども
地域、環境美化

施設

独居高齢者や病弱な方への買い物支援や通院介助及び傾聴活動。子
育ての協力。地域清掃活動。社協行事への協力。

随時対応 10 H8.4.1

2022/9/9

7 すずめボランティア 長谷川のり子 高齢者
介護施設で機能回復訓練のために折り紙や手芸品作りを指導しなが
ら利用者との楽しい時間を共有。高齢者施設への慰問。福祉セン
ター装飾。社協行事への協力。

9 S61.4.1

S63.4.1

11 朗読の会やちよ 小園　章枝 障害者

視覚障害を持つ方々に声による情報を提供し、活動を通してふれあ
いの輪を広げていく。「広報やちよ」「ふくし八千代」「はばた
き」「市議会だより」「選挙広報」「天声人語」「暮らしの手帖」
「声の雑記帳」などの吹き込み、発送、回収。対面朗読、音訳ボラ
ンティア、研修会。

39 S54.9.1

9
手話サークル
もみじの会

堀部　美穂 障害者
聴覚障害者に関する学習会開催や機関紙の発行。地域行事への参加
協力。福祉活動の啓発。社協行事への協力。赤い羽根共同募金活
動。

39

S61.11.112 ロータスクラブ 中谷 三郎 地域、その他
使用済み切手を回収整理しスタンプ業者へ売却、福祉活動を実施。
住みよい社会づくりの援助活動。社協行事への協力。ボランティア
団体開催所会合参加。県内同様団体見学交流。

27



令和４年度　ボランティアグループグループ名簿

No. グループ名 代表者名 分　類 活動内容 活動場所 活動日・時間 人数 登録年月日

14
スルーネットピンポン

愛好会
吉川 雅央 障害者

主に視覚障害者とのスルーネットピンポン（音卓球）を楽しむ。市
内小中学校福祉教育への協力。赤い羽根共同募金。

福祉センター 第1・3火曜日 13:00～15:30 18 H9.4.1

15 理容ボランティア会 松井 忠夫
高齢者、障害者

施設
介護施設・在宅高齢者への訪問理髪。

八千代病院、
グリーンヒル、愛生苑

月2回 15 H9.4.1

16 やちよマジック 木下　洋子
高齢者、地域
施設、その他

施設の憩いの場でマジックを披露して心の支援をお届け。市内小学
校クラブ活動指導。高齢者施設への慰問。

福祉センター
第2・4土曜日

13:30～15:30
13 H9.4.1

17 ひだまり 山口　エリ子 高齢者、地域
布地や着物を再生利用しエプロンや袋物などの制作し、ふれあいプ
ラザ売店にて販売、収益を寄付。

ふれあいプラザ 第2・4火曜日 10:00～15:00 9 H10.4.17

18 MT(音楽療法)八千代 田辺 形子
高齢者、障害者

施設
高齢者施設・病院等で音楽療法を実施。介護予防事業への協力。 随時 11 H10.12.6

NPOすずらん
ふれあいサロン八千代南

毎週木曜日 10:00～16:00

八千代緑が丘イオン 偶数月

20 語りの会やちよ 眞鍋 よし子 高齢者、子ども
民話などの「語り」・紙芝居のお話会を学童保育所や高齢者施設、
図書館で開催。市内外施設への訪問実習。(現在はコロナ蔓延防止の
為年1回発表会または紙芝居まつりを一般の方に向けて開催）

福祉センター
第１月曜日10:00～16:00
第２月曜日10:00～12:00

143
(17)

H16.1.1

21 あすなろ会 内山 竹子
高齢者、子ども
地域、芸術文化
国際交流、施設

裏千家茶道、基本的な稽古を通して、イベントのお呈茶、茶会を行
い地域交流と茶の心、歴史の普及活動。

福祉センター 第2・4月曜日 13:00～17:00 8 H16.4.1

22 八千代クラブ 松本 則夫 高齢者
マジック愛好家が技術を習得しながら親睦を深める。デイサービス
や小学校でマジック発表を通して世代を超えた交流を図る。

大和田公民館 第1・3火曜日 13:00～15:00 12 H16.12.15

23 「本だいすき！」の会 池田 温子 子ども

赤ちゃんから大人まで絵本や紙芝居パネルシアターを使用して読み
聞かせ。社会福祉活動の趣旨に沿って幼児・児童・生徒に対する読
み聞かせを通して読書の振興に資すると共に読み聞かせての育成や
相互交流を通して地域社会の活性化に資することを目的としてい
る

福祉センター、
市内小学校学童保育所

他34箇所
随時 54 H16.12.27

24
八千代市

更生保護女性会
伊藤 道子 地域、子ども

地域社会における犯罪・非行防止活動。更生保護事業への協力援
助。子育て支援。

随時 45 H18.5.9

25
南京玉すだれ

「ピーナッツ」
阪 政子 高齢者

南京玉すだれ、銭太鼓、手品、手遊び、腹話術、バルーンアート通
して地域との交流を図る。高齢者施設への慰問。

八千代台近隣公園
小体育館

第2・4金曜日 13:00～15:00 7 H18.7.24

26
八千代マンドリン

アンサンブル
中村 恵一

芸術文化
施設、その他

演奏を通して心のふれあいと地域社会の援助活動。年２回の発表
会。各施設と地域イベントでの演奏会を開催。

福祉センター
月2回金曜日か土曜日

13:00～16:30
6 H18.7.24

27 アイサポートクラブ 倉持 政雄 障害者 視覚障害者の体験　福祉教育や募金活動　福祉センター館内の装飾 福祉センター 毎月第1・3火曜日 13 H18.7.25

28 介護者連絡会 金田 万里子 高齢者 介護者の家族同士の情報交換と介護者の心と体のケア 福祉センター
(5.7.9.11.1月)第2火曜日

10:00～11:30
12 H19.3.14

19
心のボランティア

八千代「虹」
黒田 知映 障害者 精神障害者の社会参加への支援。「お口の体操」指導。 不明 H12.4.1



令和４年度　ボランティアグループグループ名簿

No. グループ名 代表者名 分　類 活動内容 活動場所 活動日・時間 人数 登録年月日

29 コーヒーと音楽の集い 塩見 美津子
高齢者、障害者

地域

昔懐かしい「歌声喫茶」スタイルのふれあいサロン事業を運営。年
齢、障害の有無に関係なく、全ての方を対象とし、仲間づくり・健
康増進・ニーズを把握する場を目的として実施。参加者と一緒に
コーヒーを飲みながら語らい、歌と歌いながら楽しいひと時を共
有。

福祉センター
第3土曜日 13:30～15:30

受付12:30
20 H20.4.1

30
防災ボランティア

八千代
後藤 国壽 高齢者

災害知識・減災対応策の啓蒙。被災時の対応における実技訓練・講
習会の開催応急手当に必要な知識・技能の習得。

随時 6 H21.12.1

31 「よつばクラブ」 青木 義治
高齢者、子ども

施設

竹細工・木工・昔遊び・べーごま道場・折り紙などの昔あそび教室
を開催。介護施設や学童保育所でソーメン流しやスイカ割りなどを
通して交流を図る。社協行事への協力。

福祉センター
ガキ大将の森

第3土曜日 13:00～15:00
月2回土曜日

8 H21.12.1

32
東京女子医大八千代
医療センター院内

ボランティアグループ
富川 由美子

高齢者、障害者
その他

八千代医療センター外来棟における受付・案内・誘導サポート。車
いす移動介助。入院患者へのお話ボランティア。

八千代医療センター内 外来休診日をのぞく毎日 20 H22.4.1

33 影絵ラ・ルミエール 朝比奈ふさ子
高齢者、障害者、
芸術文化、子ども

影絵の制作及び上演に向けての練習。高齢者施設、障害者施設、児
童ホーム、幼稚園、保育園等での影絵（歌・物語）や影絵紙芝居公
演。

カトリック習志野教会 毎週月曜日 10:00～15:00 10 H24.2.21

34 絵手紙ふうせん 上城　慶子 高齢者、障害者
四季折々の身近なものを描きながら会員の交流を深め合う絵てがみ
教室。福祉センター内の装飾。

福祉センター 第３土曜日 10:00～12:00 20 H24.3.5

35 フラ・プルメリア 星川 キヌ 高齢者、施設
高齢者施設などでフラダンス披露し「元気と癒しのひと時」をお届
けしています。社協行事への協力。

福祉センター 第１・第３木曜日　１３時～ 17 H24.4.23

36 YACHIROCK 佐藤 剛
障害者、子ども

環境美化、その他
ゴミ拾い活動。募金箱を設置し集まった募金で入院中の子どもたち
にクリスマスプレゼントを届けている。

八千代台駅周辺 毎週日曜日 30 H24.8.1

高津団地5街区集会所 第1・3水曜日

愛生苑 第２水曜日

38
回想法プランニング

八千代
犬塚 和子 高齢者

回想法の学習および実践を通して、認知症の予防と進行抑制、記憶
力の回復など脳の活性化を図る。会員資質向上のための勉強会実
施。

福祉センター 第1・3水曜日 11 H26.4.1

39 やちよ地域ねこ活動 鈴木 佳子 地域
地域ねこ活動の普及。学習会の開催。啓蒙活動。地域イベント参
加。

福祉センター 第4土曜日　9:30～ 7 H26.5.24

40
千葉県退職公務員連盟

八千代支部
志村 幸夫 子ども

地域の民話・物語の紹介を通して青少年健全育成事業。施設訪問。
クッキング教室やハイキング、パークゴルフ大会などの親睦・健康
増進事業。研修会開催。

福祉センター　各学
校・施設・公民館他

随時
143
(17)

H26.6.13

緑が丘公民館 第1・3火曜日 13:00～16:00

42
元気サロン

（高津団地5街区）
望月 利男

高齢者、施設
地域

地域住民の憩の場として場所を提供。心のふれあいと住み良い地域
社会を作るための活動。朝ラジオ体操。週一回グランドゴルフ。社
協行事への協力。

高津５街区集会所
月～金 9:00～16:00(ラジオ体

操8:30～8:45)
木曜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ13:30～15:00

6 H28.3.28

43 舞飛芽（まいひめ） 山田 君子
高齢者、障害者
地域、子ども

施設

高齢者施設の慰問活動。地域イベントへの参加。障害者スポーツ大
会手伝い。ほっこり大和田受付など社協行事への協力。

小板橋公会堂 第1・3木曜日 13:00～16:00 11 H28.4.25

H26.2.1

41
ウクレレサークル

カウア
村松　聰 高齢者　芸術文化 ハワイアン中心の抒情歌、唱歌を演奏。福祉施設への慰問活動。 12 H27.5.21

37 あすなろ一座 多田 久子
高齢者、子ども

芸術文化

介護施設や近隣自治会、長寿会でのハンドベル演奏披露。学童保育
でハンドベル指導。クリスマス会、歌声喫茶での演奏。社協行事へ
の協力。

17
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44 レフティＪＵＮ 石川 準次 高齢者、施設
サックス演奏（アルトサックス、ソプラノサックス）ジャズからポ
ピュラーミュージックまで幅広く演奏。社協行事への協力。

随時 1 H28.5.12

45 国際ボランティアの会 石井 忠子 国際交流
日本と発展途上国の子どもたちを結ぶ里親制度のサポート。主にル
ワンダ、ミャンマーの里子、日本の里親の手助けとして文通される
現地語又は英文を和訳。会員相互の研修。

随時 9 H28.5.27

46
八千代<ひきこもり>

と共に生きる会
檜垣 昌也 地域、子ども

ひきこもり状態、またそれに近い当事者、家族のインフォーマルな
支援と市民への啓蒙活動。

月末最終水曜日（定例会）
不定期 イベント参加

20 H28.8.26

47
やちよ

マミーズブラス
宮川 篤子 芸術文化

吹奏楽経験のあるママ達のブラスバンド。小さい子どもから大人ま
で地域の方々に音楽の楽しさを伝える。幼稚園や保育園、病院、地
域イベントなどを訪問し演奏。

八千代市民会館
リハーサル室ほか

月４回 平日３回、日曜日１回 65 H29.6.28

勝田台公民館 第２月曜日

ふれあいプラザ 第３・４日曜日

49
野外活動サークル
Camp　Magic

諸江　凜咲
子ども、地域

その他

地域の活性化を目指し、野外活動を通して交流の場を広げるととも
に会員の心身の成長を図る。地域イベント参加。社協行事への協
力。

秀明大学図工室 毎週月曜日 36 R1.5.13

中央図書館 第1土曜日

福祉センター 第3土曜日

緑が丘図書館 第3日曜日

51
弾き語りギター

「アーダ・コーダ」
森脇　聰典

高齢者、地域
施設

勝田台公民館祭参加出演　/勝田台公民館主催「午後の音楽界」出演
/八千代フィットネス・デイサービス～クリスマスコンサート出演
/デイサービス敬愛～オレンジサロン出演

勝田台公民館 第2・４木曜日　9:00～12:00 10

H26.4.1
R1.8.30

(八千代市ボラン
ティアセンター登

録)

52 映画サロン 松原　睦子
高齢者、障害者

地域

懐かしい映画を見ながら笑顔で楽しい時間を共に過ごす。また、生
演奏時には曲に合わせて歌ったり、トランプや花札、折り紙、パズ
ルを通して親睦を深める。

松原宅 第２木曜日　13:00～ 10 R2.5.21

53 えがお食堂コパン 吉岡　由佳 地域
「みんなで食べるとおいしいね！」と食事を通じて地域の皆さんと
協力し心地よい居場所を提供する。

大新下区公会堂 毎月1回 8 R4.2.26

54
睦子どもの国際交流

サポーターズ
生頼　由香 国際交流 睦地域の子ども達の国際交流をサポートする 3 R4.7.7

H30.4.1

50 ロジッカ子ども英語 高田　一穂 子ども、国際交流

【現在八千代市での活動を中止していますＲ2.2.25現在】
中央図書館や福祉センターで子ども向けの英語イベントを行ってい
ます。また、保護者向けにおうち英語指導をしながら英語の普及活
動をしています。社協行事への協力。

5 R1.8.17

48
銀の四つ葉会

ボランティア部
入江 由美子 障害者

手話ダンスを通じて聴覚障害者との交流。手話の普及活動。施設慰
問。保育園・小学校・学童保育との交流。社協行事への協力。赤い
羽根共同募金活動。
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