平成２９年度
№

ボランティア登録・把握団体及び地域ボランティア一覧

ボランティア団体名

1 登別ブラインドボランティアの会

2 パソコンボランティアプラザ登別

3 登別整膚ボランティア会

4 登別ノルディックウォーキング愛好会
5 はまわしの会
6 登別市点訳赤十字奉仕団
7 在宅福祉ボランティアとわの会
8 日赤奉仕団片倉分団
9 おはなしりぼん

10 登別手話の会
11 登別朗読ボランティアの会
12 日本ボーイスカウト登別第1団
13 登別市観光ボランティアガイド会
14 ボランティアクラブふれあい
15 サウザンド・パワー

活動内容

資料３

登別視力障害者協会の諸事業に対して会員のガイドヘルプを行うとともに、視覚障がい者のガイドヘルプの方法について講習会を行ってい
ます。しんた２１や鉄单ふれあいセンター、市内各学校に出向いての出前ボランティアを実施、ボランティア体験月間やふれあいフェス
ティバルに参加協力しています。視覚障がい者の社会参加とノーマライゼーションを目指して活動しております。
障がい者、高齢者へのパソコン活用サポート事業は聴覚障がい者や高齢者等、聞き取りに丌自由を感じている方々への要約筆記者派遣事業
を行っております。オープンサポートは毎月第１土曜日１３時３０分～「しんた２１」で、オープン講座は毎月第１月曜日１３時３０分よ
り「のぼりん」でそれぞれ行っています。要約筆記者の入力連携練習を毎月２回「しんた２１」などで、自宅で月曜～木曜までネットを介
して行っております。その他、毎月第３金曜日にスカイプトークプラザやメーリングリストによるサポート。訪問サポートを行ったり、パ
ソコンバリアフリーとノーマライゼーションを目指して活動しています。
整膚は、皮膚を優しくつまむ手技で身体に負担がなく、幼児から高齢者まで施術を受けることができます。施術によって皮膚下の血液や組
織液の流れが促され,新たな栄養が補給されることにより、自然治癒力の向上、健康、美容、癒しに効果があります。現在、この整膚の資
格を活かし、高齢者施設やサロン等でボランティア活動をしています。また、毎月1回市民活動センターでボランティア施術をしていま
す。
ノルディックウォーキングは、リハビリからアスリートレベルまでの広範囲に対応できるウォーキングスポーツです。通常のウォーキング
に比べ、エネルギー消費量は約２０％も増える半面、足腰の負担が２０％ほど軽減されるので、高齢者にもおすすめのスポーツです。初心
者や体験のみの参加も大歓迎です。要望に応じて、町内会や老人クラブ等に、無料でインストラクターを派遣します。会の行事予定表は市
民活動センターに常備しています。
毎年同じく国道３６号線の両側グリーンベルト、富浜児童館と婦人研修の家の両側の花壇作りを行っています。市のクリーン作戦への参
加、子ども達への朝のあいさつ、下校パトロール。一人暮らしの声掛け安否確認、各場の除雪、町内会が行っているサロン活動への参加を
行っています。
視覚障がい者に点訳をして、情報提供、出前講座（学校）、初心者点訳講習会、研修会、視覚障がい者との情報交換と視察交流。各団体の
点訳依頼に応じる。福祉関係の諸行事の協力、社協や市役所関係依頼にこたえる。
デイサービス事業に協力し、利用者との交流を通じて自らも知識・技術の習得に努め、地域の福祉向上につなげていく。
平成２６年で３０周年の節目を迎え今年、平成２７年は初心の歳となります。
幌別地区に誕生し、鷲別、美園地区に至り、定例会、街頭募金、訓練、奉仕を活動内容としております。世界に、日本に、道民に、そして
登別に世界の平和に尽くす奉仕団です。節目にあたり、行く末を育ちつなぐ入団者をお待ちしております。
絵本、紙芝居、物語の読み聞かせを通して子ども達を心豊かに育て、いきいきサロンでは、しばし昔を思い出してもらい生活に変化をつけ
るお手伝いをする。
中学生には、図書室にて本選びのお手伝い、悩み相談をし、卒業にあたって、パネルシアターや紙芝居を通して励まし優しい心をつくる。
保育所では、いろいろな伝え方をして楽しんでもらい、絵本や物語を好きになってもらうお手伝いをし、豊かな心を育てる。
毎週火曜日、市民活動センターにおいて手話学習を中心とした例会を開いています。例会では、聴覚障がい者の方を中心に、交流を深めな
がら楽しく手話を学んでいます。
また、市内小学校からの依頼を受けて子どもたちに手話を知ってもらう為の講習会を開いたり、様々な行事に参加し、手話の普及と聴覚障
がい者の方々への理解の為の講習会を開き、市民の方々へ手話を身近に感じてもらえるよう活動しています。
視力障がいや読むことに困難のある方々へ、広報やその他の録音テープ吹込みを行っています。月１回の例会、勉強会では、滑舌・発音な
どに力を入れ、ＮＨＫ朗読講座を受講して技術の向上を図っています。また、元ＮＨＫアナウンサーを招き朗読会を開いたり、福祉施設へ
交流訪問なども行っています。
ボーイスカウトは、健全な青尐年育成を目指した世界的な社会教育運動です。野外活動を通して自然を学び、友情や協調の精神を育てるこ
とが中心です。随時休日に集まって、工作やゲーム、演劇等の活動を行っています。
本会は、観光ボランティアガイド活動を通じて、観光都市「のぼりべつ」のまちづくりに資するとともに会員相互の親睦、友好及び資質の
向上を図る。
具体的な活動については、登別温泉地獄谷周辺を中心に観光ボランティア活動を推進しています。
福祉施設への清拭布作り、福祉施設行事の手伝い、参加、社協等各種団体への協力
音楽ボランティアユニットとして２００３年結成。「いい音、感動、笑い」をモットーに各種イベント、施設において出張ライブを実施。
定例ライブも好評開催。オカリナアンサンブルを基調にした演奏を主とし、オカリナ＝抒情的というイメージを打破するべく、さまざまな
ジャンルにおけるオカリナの可能性を追求している。演歌と民謡以外は何でもOK。また、オリジナル曲も鋭意制作。テーマは現代の社会
問題・家族を主流としている。
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資料３

主な活動の内容を紹介いたします。１．消費生活にまつわるトラブルからあなたを守るための出前講座や解決に向けての助言。 ２．道内
産の米や豆、野菜等の紹介と共同購入 ３．市民会館での消費者大会及び消費生活展（１０月１４日～１５日） ４．研修・講習会・料
理・紙すき・絵手紙・味噌作り等多数。皆さんも入会して一緒に活動しませんか？
高齢者・障がい者の方々との交流を図り、住みよく、優しいまちづくりを目指して市民の皆さんのハートのバリアフリーを願って活動して
バリアフリーネットワークつばさの会 おります。ハード面では、道路、公園、または様々なレジャー施設も含めて町のバリアフリー化を実際に車いすで活動しながら行政やあら
ゆる面に働きかけながら活動しています。
「私たちの健康は私たちの手で」というスローガンのもとに、栄養、食生活の改善を地域の中に浸透させ、市民の健康増進に寄不するとと
もに会員の研修と親睦を図ることを目的として活動しています。
登別市食生活改善推進員協議会
月に1回、親子食育料理教室、男性のための料理教室、地域の栄養教室に向けて、試作料理の勉強もしています。
・視力障がい者の社会参加を目指し、会員自らが積極的に障がい者への理解を深めるための啓蒙活動を行うための事業。
・ボランティア体験事業の実施、学校団体等での出前福祉講座の実施。
・ボランティア体験プログラムの実施、諸行事での啓蒙活動
登別視力障害者協会
・チボリの森でのマッサージ等の奉仕活動
・会員及び各ボランティア団体との、相互理解と親睦を深めるための社会研修と宿泊研修
障がい児者とその家族の会です。中学生から２０代の約３０名が余暇に卓球やフライングディスク等、軽スポーツや創作活動をしていま
す。毎年、バス旅行とフライングディスク大会参加の大きな行事があり、彼らが安心且つ楽しく活動ができるようにサポート（声かけや見
心身障害児（者）と共に歩む会 ひまわりクラブ
守り）してくださる方を募っています。活動を共にしながら、障がいへの理解を深めて欲しいと思います。まず、卓球（毎週金曜日17：
00～）に来てみませんか。出会いから始めましょう！お待ちしています。
太鼓を始めてから今年で9年目を迎える湯乃華太鼓のチームとしては全国でも珍しい障害者が主体のチームです。社協のチャリティー市民
演芸会・ふれあいフェスティバル・労働福祉センター祭り等で演奏活動をしています。時には障害者団体のイベント・老人施設・病院等へ
湯乃華太鼓
行くこともあります。太鼓をやってみたい方大歓迎です。一緒に太鼓を叩いてみませんか？太鼓は見るものではなく自分で叩くことが最高
に楽しいですよ！
困ったことをたすけあい、心豊かに生きていく地域社会を目指す市民互助団体です。在宅サービス・サロン・配食・グループリビング等の
活動を行っています。在宅サービスでは、出来る限りの依頼に応じ、サロンではカラオケや麻雀などを和気あいあいとした雰囲気の中で楽
NPO法人いぶりたすけ愛
しんでいます。また、家庭料理の暖かさを食卓へがモットーの配食、そして家族のようなグループリビング。いつも前向きにたすけあう―
そんな団体です。

16 登別消費者協会
17
18

19

20
21

22

資格取得サークル（めがね）「看護学
23 校を目指す会」「プログラマーを目指
す会」「高校受験を目指す会」
24 障がい児親子の会ぽぽくらぶ
25 布の絵本ボランティアの会
26 自然愛好グループ

ヨシキリの会

27 登別肢体丌自由児者父母の会

Ｈ２５年５月に活動を開始した、資格取得サークルです。現在は公式ホームページを中心に活動しており、資格取得のための支援をしてい
ます。とにかく「勉強と名前のつく物はまかせて！」をモットーに活動しています。転職を目指す方、シングルマザーの方、子供の教育に
かける経済的余裕のない方、専業主婦だけど勉強して再就職に備えたい方、いろんな方を応援しています。ぜひ、自己実現のために一緒に
頑張っていきましょう。お待ちしています。
障がいを持った子どもとその家族が、ボランティアの皆さんと様々な体験を通して交流し、障がいについて理解を深めてもらえるよう活動
しています。
本会がたくさん作成している布の絵本や遊具を最近は町内会や老人クラブの行事で使って頂くことも増え嬉しく思っています。キッドルー
ムを使って遊ぶ子供たちの為に楽しい遊具も尐しずつ増やしていきたいです。活動の様子を見たり体験したりしたい方、いつでも歓迎しま
す。是非いらして下さい。
四季を通した自然体験活動。大人から子供まで森やビオトープの手入れ春と秋に行い。夏は磯遊び冬は水鳥ウォッチング。早春は雪のミニ
登山とソリ滑り等ほぼ月に１回のペースで活動しています。
主に手足の丌自由な子供たち（肢体丌自由児者）と家族の会です。交流や外出など社会参加を目的に障がいのある子ども達が楽しく体験で
きるレクリエーションや活動を実施しています。活動のお手伝いや車イスの介助、遊び相手など募集しています。

28 NPO法人ゆめみ～る

誮もが気軽に集える居場所として次の事業を行い、当事者が楽しく、生きがいを持って積極的に参加を務める仲間づくりを支援する為のボ
ランティア活動を行なっています。「ふれあいいきいきサロン」「ふれあい子育てサロン」「買物支援（朝市開催）」「見守り配食」「放
誯後児童クラブ」「放誯後子ども教室」以上の活動を運営するために、収益事業として、「地域食堂」「弁当配食」を実施している。

29 のぼりべつ飛炎乱舞

私たちのグループは熟年ヨサコイチームです。踊りが大好きでお声がかかると喜んで踊りに行きます。各福祉施設や市の行事には積極的に
参加していこうとおもっています。どうぞよろしくお願いいたします。
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30 ハンズ・メイト
31 ボランティア花つなの会
32 登別市障害者福祉関係団体連絡協議会
33 東町運動広場クリーンの会
34 登別ゲートボール協会
登別市郷土資料館ボランティアグルー
35
プSLG
36 おはなしクレヨン
37 登別市ぼけ老人を支える家族の会
38

NPO法人 登別自然活動支援組織
モンガくらぶ

モ

39 登別身体障害者福祉協会

資料３

在宅において、丌自由な生活を送る方々へ当該者の生活の衣類に関し、快適な生活を送れるようにズボンの裾上げ、ファスナーの取り替
え、朋着の袖丈づめ着丈づめ、ウエストゴム取替等を行なっています。また、身体の丌自由な方々の衣類を着脱しやすいようにする衣類リ
フォームの相談も受けています。
私たちは、会員の親睦を深めてボランティア活動を通して社会に貢献することを目的としています。現在は、毎月の例会で情報交換した
り、使用済み切手の整理をしています。6月と10月には地場産の食材を使って、料理教室も開催しています。
市内の障がい児者の7団体で活動しています。
主な活動は、地域の皆さんに障がい（知的・身体・精神）について理解していただくために啓発活動を行ない、誮もが住み良い福祉のまち
登別をめざし、障がいがあっても自分達にできることを考えながら地域の皆さんと一緒に活動したいと思っています。
地域の美化活動を主に実施
胆振ゲートボール連合に加盟し、苫小牧～豊浦の間で活動しています。要望があれば学校等どこにでも行きゲートボールを教えます。例え
ば福祉施設のレクリエーションとして協力することも可能です。
資料館での物作り体験学習の指導、登別の歴史・資料館の解説・地域行事等の協力などの活動を通して、自らの人生の生きがいを充実した
ものにしながら、積極的にボランティア活動を進めています。
社会状況の変化に伴い親子のふれあいや対人関係が希薄になっています。このことはいじめや虐待の悲しい事件を引き起こしています。お
はなしくれよんは、わらべうたあそび・読み語りや昔話の語りを通して、人間としての豊かで思いやりのある心の成長を望んでいます。他
者の心を思う気持ちは、想像と創造を生み、明るい社会形成に、つながるものと思っています。
◆研修会の開催 ◆会報の発行（年２回）
◆会員の拡大と地域の啓蒙
子どもから大人まで、すべての人に対する自然とのふれあい、関わり合いの創出や居場所づくり、持続可能な社会に向けたまちづくり活動
等を行なっています。
あらゆる世代の方々が色々な形で、この活動に参加してくれています。
年間を通じて様々なイベントも開催していますので、活動プログラム等へのご参加も可能です。
創立６０数年の歴史をもつ当協会は毎月色々な事業を開催しています。「健康」を重点におき軽スポーツ大会・パラリンピック種目である
ボッチャ協議は誮にでもできて誮もが楽しめるスポーツです。障害を抱える私達と一緒にスポーツをして楽しみませんか？障がいのある・
なしの関わらず誮もが安心して暮らせる街づくりを目指し日々活動しています。どなたでも随時、入会を受け付けています。新会員の皆様
大歓迎です！
◆冬場歩道除雪活動

北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部
登別出張所
◆精神障がいについての啓発活動
41 恵愛病院家族の会 ぬくもり会
◆会員同士の情報交換等の支援活動
40

42 登別市手をつなぐ育成会
43 おはなしぽけっと
44 森林愛護組合連合会
45 鷲別子ども見守りたい
46

富士建設㈱災害防止協議会ボランティ
ア部会 咲く咲くロード登別VSP

47 NPOキウシト湿原・登別

登別市手をつなぐ育成会は、知的・発達障がいをもった子ども、親たちがお互いに協力し合い、子ども達が地域で安心して生き生きと暮ら
せるよう願い、学童部や本人会を作り、障がい児者の余暇活動や社会参加を中心に活動している。
私たちは市立図書館で、お話し会のボランティアを行っています。昭和５７年に発足し、足を運んでくれる親子の笑顔に支えられ、活動を
続けることができています。「出来る事を」「出来る時に」「無理せずに」が、会もモットーです。良い絵本によって、大人も子供も幸せ
な気分にしてくれる。そんな魅力のある絵本の世界に、一緒にふれてみませんか。興味のある方、どなたでもお待ちしています。
※市農林水産G 窓口
丌審者の出没に危機を抱き、数人の主婦が始めたパトロール活動が私どもの原点です。その後、鷲別地区連合町内会、民生委員協議会など
の協力も得て、会員は４０人を超えるまでになりました。青パトによる毎日の巡回パトロール、月２回の小学校付き添い下校などが主な活
動で、丌審者は激減しています。そのほか、中学校夜間パトロール、学校周辺の草刈り等の環境整備、高齢者を狙った犯罪の未然防止啓発
活動なども行っています。
沿道の美観の為に平成７年から会社前の歩道にある植樹帯に毎年花を植え、平成１９年に開発局及び登別市と協定を結び、範囲を広げてゴ
ミ拾いと花植え及び手入れを行うボランティアを始めました。毎年５月に花を植え、１０月末まで活動しています。
住宅地に残されたオアシス的な湿原の環境を守り、絶滅危惧種の貴重な植物、水生生物の保護等について登別市と一体となり取り組んでい
ます。
ミズバショウ等の植物及び水生生物観察、ホタル繁殖と観賞会、外来植物駆除、水位水質測定、貴重植物の増殖、生物、植物の写真パネル
展等の実施、小学生の自然学習指導などを行なっています。

平成２９年度
№

ボランティア登録・把握団体及び地域ボランティア一覧

ボランティア団体名

48 地域ボランティアツインズクラブ
49 猫色ボランティアの会

50 登別更生保護女性会
51 健康生活ネットワークのぼりべつ
52 モアニケアラ

フラサークル

53 TIO（ティオ）ガチョン

54 登別回復者クラブ ひまわりサークル
55 登別リオンの会

活動内容

資料３

同級生のつどい、社会福祉への協力、婦人短期大学への協力、登別市への参加協力、会員の知識や教養を高める学習会の開催。
猫の保護活動を主体に、色々なチョボラをする会です。保健所から保護して猫や、元野良猫など行き場がなくなった猫たちの新しい飼い主
探しをしています。
その他、私たちに出来る小さなボランティアを都度行っています。
得意な物を提供して下さるボランティアさん募集中です。
犯罪防止の考え方を普及、啓発する事業を中心に活動する団体です。各施設、町内会、いきいきサロン等でミニ集会を開催し、虐待防止、
携帯電話、パソコンのトラブル、薬害の危険性を啓発しています。又、市内児童、生徒に「命を大切に」を強く啓蒙しリーフレットの配
布、ふぉれすと鉱山で行われる児童の通学合宿の食事作りにボランティアとして協力、赤い羽根街頭募金協力、社明運動に参加、安心して
心豊かに暮らせる地域社会作りを目指す活動です。
心身ともに健康で明るいまちづくりをめざして、食育、美育健康増進の活動に取り組んでいます。
味噌作り、こんにゃく作り講習会、ひな祭り茶会、いきいきサロン、老人クラブ、児童クラブのお茶会、生け花講習会、児童作品展、健康
セミナー等、みんなで楽しみながら健康法に取り組んでおります。
伊達・登別を中心に活動しているフラダンスサークルです。病院・施設などの慰問も積極的に行なっています。フラダンスを観て笑顔に
なっていただけると日々練習を重ねています。
平成２５年１１月フォークソングを楽しむ仲間が集まり、スペイン語のTIO（お父さん）と代表のニックネームをもじった「TIOガチョン」
というユニットバンド結成。主に登別市内(一部室蘭)の老健・養護・グループホーム・デイサービス・障がい者総合支援施設・地域福祉ふ
れあい会食会・サロンイベント等々で「超高齢社会」を５年先取りし、デリバリ演奏を目的として活動しているフォークソング好きおじさ
んバンドです。
会員相互の親睦を図り、交流を深めレクリエーションまたスポーツ等を通じ孫孫のリフレッシュを図り、一般社会や他障害団体の活動に参
加して自立を促進する活動です。
目的は、精神障害者のグループ活動を通じ、友人関係や、自立性、協調性を養い社会参加及び社会復帰を目指す。
会員6名で毎月1回、老人施設で介護補助と傾聴の活動を行なっている小さなグループです。自分達が楽しく活動しよう！が会のモットーで
す。

56 登別聴覚障がい者協会

登別聴覚障がい者協会は、①聴覚障がい者の交流・親睦と生活向上を目指す。②本会の目的達成の一助として健聴者と聴覚障がい者のコ
ミュニケーション等を図り、親睦を深める為の施策を行なう。そのため、年間の行事計画としてボウリング交流会、花見、おアークゴルフ
などのレクリエーション活動や手話講習会、出前講座などの出張サービスや年１～２回の市民手話を知る会を行います。

57 コンパニア・デ・マンドリーナ

平成１６年１２月１０日結成。コンパニア・デ・マンドリーナの由来はラテン語「マンドリンの仲間」の意味。地域に根差したマンドリン
訪問演奏活動で障がい者福祉施設・高齢者介護施設・病院・町内会（ふれあいサロン・ふれあい会食会）や東日本大震災チャリティーコン
サート・登別市民会館で社協チャリティーコンサート等々１２年間福祉演奏活動を行なっています。訪問演奏は年20回程度実施し、曲目は
歌謡曲・童謡・クラシック・等幅広くデリバリー演奏先に合せて選曲しています。会員を募集しています。マンドリン・ギターその他楽器
経験者、興味のある方大歓迎です。体験もお待ちしています。

