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八王子市ボランティアセンターには様々な分野で活躍するボランティアグループが

登録しています。 

・趣味、特技    1 ページ～7ページ 

趣味や特技を活かしたグループです。特技を披露するだけでなく、参加者みんなが楽しめるような催し物

を企画してくれるグループもあります。 

・手話、点字    8 ページ 

聴覚障がい者、視覚障がい者へ向けて活動を行っているグループです。手話、点字以外に音訳活動を行う

グループも含まれます。 

・傾聴       9 ページ 

傾聴（お話相手）ボランティアを主に行っているグループです。 

・地域住民     10 ページ 

地域の住民を対象としたグループです。活動内容は多岐にわたります。 

・外国人      11 ページ 

日本語を教えたり、文化交流を行ったりと外国の方と関わるグループです。 

・施設ボランティア 12 ページ～13 ページ 

特定の福祉施設で活躍しているグループです。傾聴や施設職員のお手伝いなどを行っています。 

・その他      14 ページ 

 

ボランティアを頼みたい、ボランティアグループに興味がある方は 

ボランティアセンターまでお問合せください♪ 
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趣味、特技 

団体名 活動内容 

あみものグループ 寄付された毛糸を使って編み物作品を制作、販売 

エーデルワイス 高齢者施設等で楽器の演奏をして利用者の方と一緒に歌う。 

扇靖流大正琴リリーズ 
施設に伺って大正琴の演奏。利用者さんが歌えるように歌詞を書

いたものをもって行き、たのしく出来るよう心掛けています。 

大和田子供太鼓 高齢者、こども、地域 

押し花みもざ 押し花で小物作り 

オヒアフラサークル フラダンス 

音読を楽しむ会 

①全員で合唱（歌詞を配り、みんなで 3曲ほど歌う） 

②絵本、紙芝居などのよみきかせ 

③みんなで発声練習 

カナリア 腹話術、和太鼓、踊り、ミニマジック、津軽三味線等 

Kids CROWN MR 

幼稚園児から中学生の子供たちによる、ヒップホップダンス・ジ

ャズダンス・よさこいなどのダンス発表の為の練習。ダンスの他

に歌の発表や英語のスピーチの練習。市内のお祭りやイベント等

に参加し、ダンス・歌の発表。 
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趣味、特技 

団体名 活動分野 

喜らく芸能座 高齢者施設等で踊り、手品を主に活動 

琴伝流大正琴 恵琴の会 

華音フラワーズ「さくらんぼ」 

大正琴演奏、歌 

くっつきっこ 動物の手芸作品を手作りにて作成、販売 

くにさんず 
福祉施設等で歌や楽器を演奏したり、音楽のゲームを楽し

む。手品、南京玉簾、腹話術、小話などの園芸をする。 

ぐるーぷ・がらがらどん 

紙芝居の読み聞かせ。ハンドベル指導（低学年が演奏でき

る曲）。名画紙芝居風読み聞かせ（印象派）。ピアノ演奏

（クラシック、ポピュラー）。小冊子「四季のくらし」発行

（情報・アート・料理） 

グループ錦 

高齢者施設、デイサービス、障がい者施設等での演芸ボラ

ンティア。唄・マジック、踊り、三味線、尺八、フラダン

ス、盆踊り 

KSD八王子 祭り、施設等でのダンスパフォーマンス 

さくらんぼ 
舞踊、フラダンス、社交ダンス、フォークダンス、リズム

ダンス、唄、マジック、コーラス 

さわやかに老ゆる会 

歌（童謡、唱歌、歌謡、懐メロ、民謡、コーラス）、楽器

（アコーディオン、尺八、ハーモニカ、ウクレレ）踊り

（フラダンス、日本舞踊）、マジック、腹話術 
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趣味、特技 

団体名 活動分野 

女声合唱スマイル 

高齢者施設で合唱、独唱を通して利用者と一緒に楽しめるよ

う歌集を用意しリクエストに答えている。盲導犬を連れてい

き、利用者の心をほぐします。 

シルクハーモニィ 
ハーモニカ演奏。主に利用者の歌唱による伴奏。曲目は懐メ

ロ、童謡が主。 

シルバーミュージック 大正琴、ギター、ハーモニカ、ウクレレ、民謡、尺八の演奏 

スマイルハワイアンズ 
高齢者施設でのハワイアンバンド演奏、フラダンス、みんな

で歌う会 

創作手話ダンス倶楽部 老人ホーム等での公演、手話ダンス普及活動 

ぞうさんグループ 
ボランティアセンター等において作品制作をする。ボランテ

ィアセンターの関係場所で作品販売。 

そよ風手芸グループ 
寄付された着物、布、毛糸などで洋服、バッグ、帽子などの

製品を制作、販売。 

館町鳴子会 

よさこい鳴子踊り、鳴子を手に持ち踊ります。パフォーマン

ス、練習会、お祭り参加など目的に合わせての活動とサポー

トが可能です。小学生～70代まで参加しています。 

多摩にじの会 

１．民謡太鼓 

２．創作太鼓 

３．健康体操 

４．お琴演奏 

５．カラオケ唄 
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趣味、特技 

団体名 活動分野 

多摩ハーモニカクラブ ハーモニカバンドによる演奏（アンサンブル） 

ちぎり絵教室ボランティアグループ 
和紙を手でちぎり、それをハガキ色紙等に貼り、季節の草花、

行事などを表現するボランティアの為の手順の実践など 

東京都ボランティアリーダー会 

グループ 

鉄道模型等の施設内レクリエーションボランティア 

鳥の詩 市民センター等で楽器の演奏をして利用者の方と一緒に歌う。 

Now  Future（ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ） 老人ホームなどによるピアノ弾き語りでの演奏と歌 

ハートフルメイク 

ボランティアチャーム 

老人ホーム、シニアクラブ、サロン等高齢者施設に出向き高齢

者にきれいになることに関心をもっていただき、いきいきと生

活を出来るよう、ハンドマッサージ、フェイスマッサージ、メ

イク、ヘアセット等を施す。シニアクラブ、サロンでメイクの

方法、ヘアーセットの方法など指導する。 

八王子うたごえの会 
ピアノ、アコーディオン、ギターの伴奏で司会者がリードし皆

で歌を歌うたいのバラッド 

八王子お手玉の会 

日本の伝統文化のお手玉遊びに関する伝授・伝承活動のなか異

世代交流を図る。お手玉の歴史・お手玉づくり（環境を考えた

生活の出来る啓発活動）昔から遊ばれている基本を大切に、幼

児からお年寄りまで年齢に合った遊びを提供。ふるさと八王子

の拾い技（おさらい）の普及。お手玉ボランティア養成講座の

開催。お手玉遊び競技大会開催し、異世代交流を図る。 

八王子音楽療法研究会 

音楽療法ボランティア。歌唱、楽器、歌体操、等の活動を通し

て療法的（脳トレ、口腔体操含む身体活動）に根拠のある活動

を行っている。 
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趣味、特技 

団体名 活動分野 

八王子自助具工房「フレンズ」 

１．肢体不自由者、高齢者の日常生活を少しでも快適に楽

しく自立を促すよう対象者の症状に合わせた生活便利用品

（自助具）の製作及び普及啓蒙活動。 

２．物づくりの好きな退職者等、高齢者の社会参画活動の

場の提供。 

八王子つむぎ会 
高齢者施設等で阿波踊りの披露や踊り方の指導（観客にも

参加してもらう） 

八王子マジックグループ マジック、玉すだれ 

八王子めぐみヴォイス 

施設で花飾りの体験会、アジアの料理体験会を開催。 

外国人のシンガー、バンドチームを呼んでコンサート開催

可能（歌詞は日本語英語韓国語が可能 

はなこの会 
寄付布等の作品制作ボランティア。エプロン、バッグ、小

物他、依頼品等手作り。 

美扇友の会 舞踊、民謡、フラダンス等の芸能ボランティア 

ひまわり指圧会 地域住民への指圧講習会。 

ふうりゅう 
福祉施設等にて演奏する。訪問先の施設に合わせて演奏曲

を変えてそれぞれの方々が楽しめる工夫をしている。 

マジック玉手箱 マジック 
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趣味、特技 

団体名 活動分野 

民謡みすず会 民謡を三味線・尺八の伴奏で施設の人たちと一緒に唄う。 

ヤングハートコーラス隊 施設で楽器演奏、隊員コーラス等 

ゆう 

①特養、デイサービス等の福祉レク活動 

（脳活性化、介護予防運動、リズム運動等々）指導、受け入

れ施設に合わせた活動を日本レクリエーション協会公認有資

格者保有者中心の支援活動 

②個人得意の傾聴、施設希望による手伝い、縫い物等。 

③健康フラダンス演技ボランティア、毎月 1回と要請による

施設（不定期） 

ライジング サン 大正琴アンサンブル演奏 

落語サークル粋々 
アマチュア落語。地域住民対象の落語会を実施、出演。高齢

者施設、保育園などへの出前寄席を行っています。 

レクボラ NO.1 
小学校、学童保育所、コミュニティ団体等の要請により、出

前で工作やゲーム、昔あそびを一緒に楽しむ 

朗読サークル「ひこばえの詩」 

ディサービスにて 

1.歌、レクリエーション 

2.絵本、紙芝居を読む 

3.朗読 

朗読学習とボランティアの会 

「虹の会」 

高齢者、視覚障害者を前に書籍、雑誌、新聞などを朗読し、

またなつかしの歌などを共に歌う活動を実施している。 

朗読の会マルベリー 講師を依頼して朗読の学習。施設の訪問朗読。 
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趣味、特技 

団体名 活動分野 

わくわく紙芝居サークル 

紙芝居実演、講座主催。 

定期公演、出張公演、紙芝居実演会、実技研修、会員同士

の勉強会。 

紙芝居を通して多くの方々と共感し、コミュニケーション

を取る 

影絵同好会「パレット」 

影絵を中心とし、ほかにマリオネット、パネルシアター、

その他さまざまな演目を含めたミニシアターを 2～3か月に

一回の割合で実施している。その他講演に向けて、月 2～3

回の割合で練習をしている。 

ひだまりの会 
誰にでも簡単に指で書くパステル画を 1時間程度で完成で

きるように指導します。 

セントポーリア 合奏をバックに参加者に歌ってもらう 

Churus 高齢者施設をまわり演奏をする 

三味線りんごの会 民謡、三味線曲弾、津軽三味線、健康体操など 
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手話、点字 

団体名 活動分野 

いちょう点訳会 

・新聞より身近な記事を点訳、読者に回覧（読者も募集

中） 

・依頼された本などの点訳 

楽譜点訳 ムージカ 点字楽譜の作成。点字楽譜の提供。 

手話リズムダンスふれんず 手話ダンス、歌、手品、楽器演奏等 

点訳サークル音の会 月刊誌（点字）の発行、点字講習会補助など 

八王子手話サークル 桑の実会 

聴覚障がい者とのコミュニケーションの方法として手話を

学び、また、聴覚障がい者を理解し共に学ぶことを目的に

下記活動を実施。 

・毎週月曜日を活動日とし、学習会、交流会、講演会等を

行なう。 

・毎月第 2土曜日の聴覚障がい者の集いに参加し、聴覚障

がい者と交流を持つ。 

・手話技術を習得し、ボランティア活動に参加、また、市

の手話協力者の制度に登録し、手話協力活動を行う。 

八王子手話サークル 山吹会 聴覚障害者の方に対する手話ボランティア 

八王子要約筆記サークルそらの会 

例会、技術研修、市内中学校で聴覚障害の生徒への学習支

援、八王子中途失聴・難聴者友の会との交流、情報支援、

市内聴覚障害者制度改革委員会参加 

八王子六つ星会 
点訳。点字の講習会講師及び補助者の派遣。視覚障がい者

の活動補助 
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傾聴 

団体名 活動分野 

「聴くこと」勉強会 

傾聴ボランティア活動に伴って生じる悩みや疑問をメンバ

ーで共有し、話し合い支えあうことで傾聴ボランティアと

してのスキルをたかめるための勉強会 

傾聴ボランティアグループ 

「こころ」 

傾聴活動が主であるが、唱歌や流行歌等を唄い楽しく過ご

す時もあり。 

傾聴ボランティアグループ 

「こころ２」 

傾聴ボランティア活動。歌ったり、トランプ、ゲームをす

ることもあります。個人宅人も伺っています。 

シルクの道 高齢者施設、居宅での傾聴 

八王子精神保健福祉ボランティア

こもれびの会 

ティーサロン、デイケア等、依頼団体からの対応 

八王子精神保健福祉 

ボランティアの会 いっぽの会 

八王子市内には総合失調症などの精神疾患を抱えながら、

自立した生活に果敢に挑戦している当事者の方が数多く住

んでおられます。こうした当事者の方々に、少しでも心豊

かな生活を送っていただきたいとの思いから我々なりの支

援活動を考え、行っているボランティアグループです。主

に傾聴を行っています。 

ふたば会 傾聴 

南大沢ホロス由木 

傾聴ボランティアだんぼ 

傾聴活動 

りんごの会 傾聴、行事催事等の手伝い 
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地域住民 

団体名 活動分野 

11地区ボランティアグループ 

特養・サロン・デイサービス・サロン：手芸 

障がい者施設のまつり手伝い、各施設のイベント手伝い。

（花見、夏祭り、着付） 

第１３地区交流会 高齢者を対象とする交流会の開催とその準備など 

館町団地福祉支援ネットワーク 

枝切り、草取り、電球交換等の家事援助。認知症予防の体

操、音楽会。介護施設に歌声訪問。パソコン・インターネ

ットを話題とするサロン活動。 

ななちく 
高齢者の手芸・買い物の手伝い、通所者の見守り・話し相

手、陶芸制作時の手伝い、手作り作品展の手伝い等 

八王子市第十地区ボランティア 体操、物づくり、対話等 

みつい台ふれあいの会 

みつい台内の自動車送迎。植木植栽への散水・剪定。電球

取り換え。水道パッキン交換。留守宅郵便整理。散歩の付

き添い。家具の移動。粗大ゴミ出し。縫い物。介護予防の

体操 等。 

南大沢”わ”の会 

・定例会 月 1回 

・手芸 月 1回 

・市民センター祭りバザー報告 

・昼食交流会お手伝い 

・ボランティアセンターからの要請対応 

もくれん 切手整理 
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外国人 

団体名 活動分野 

アクティブライン八王子 

国際的にひらかれた人間関係、いろいろな人の思いにより

そう事ができるつながりを目指し、異なる文化の共有や理

解を助ける情報発信及びイベント開催。日本語・英語の二

ヵ国語によるニュースレターの発行や Facebookページから

の情報発信などと、多言語朗読による異文化理解のために

イベントを開催。高尾の浅川こんぴら神社で月に一度開催

されるインターナショナルなピクニックイベントのサポー

ト。 

八王子国際友好クラブ 

外国人のための日本語教室運営、日本語学習支援。イベン

トを通しての相互交流。日本文化の紹介。外国人の日常生

活面での手助け。ボランティアステップアップの研修。会

員相互のコミュニケーション作り。外国人への情報提供、

会報・HP。八王子国際協会の団体会員として協会主催の事

業に協力 

八王子にほんごの会 
言葉のために日常生活に不自由を感じている八王子周辺に

在住する外国人等への日本語学習支援 
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施設ボランティア 

団体名 活動分野 

いちょう給食グループ 昼食づくり（30名～32名） 

エンジェル・コート お茶出し、折り紙、夏祭りの手伝い 

川口フィオーレ 
ファミリーデイ、ファミリーホーム、愛の家グループホー

ム、ハイネスの丘等の老人ホーム、いちょうホール等 

サントピアグループ ホーム喫茶、書道指導、おむつたたみ 

仁和会総合病院ボランティア 

グループ 

外来患者様の受付、案内、お世話、車いす介助 

すぎな愛育園ボランティア 

グループ 

すぎな愛育園での養育補助やベルマークの整理等 

青陽園婦人グループ 青陽園内での喫茶の手伝い 

ひびきの森 

地域住民（高齢者）対象のサロン、子育支援（バンビちゃ

ん広場）、施設（多摩市白楽荘）の歌の会、行事、催し時の

手助け 
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施設ボランティア 

団体名 活動分野 

めじろデイグループ 手芸・配茶・買い物等のお手伝い 

八栄グループ 
八栄寮内の子供たちの衣類・寝具、手提袋等の作成、修

理。年 2回イベント時の手伝い。 

陵南グループ 
障がい者施設の販売品の小物つくり、バザー手伝い、地域

のアルミ缶回収、障がい児の見守り 

健康クラブ 

南大沢ホロス由木施設内にて、入所者を対象に、軽い体

操、脳トレ、合唱、ゲーム、詩の朗読、等で楽しんでいた

だく。 

みやま買い物グループ 美山苑入居者の買物補助、桜まつり、盆踊り、ホーム喫茶 
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その他 

団体名 活動分野 

あずきカフェ 

喫茶店「あずきカフェ」の定休日に借り上げ、利用者とボラ

ンティアで小グループに分かれて傾聴。利用者の希望や趣味

を活かした活動（カラオケ、折り紙）。市内の公園散策。 

きよぴー＆とまと 
店舗での厨房・サロン活動（店舗での配食、総菜販売、食

堂、料理教室、モーニング、朝市等。） 

創価大学社会福祉研究会 

週に１度、八王子市内の身体障害児者通所施設に伺い、介助

のボランティア。ゲームや作品制作等で交流。他に福祉に関

する勉強会、合宿、学際等。 

八王子介護者を支える 

ボランティアの会・なごみ 

・介護者の悩み、ストレス解消の手助け 

・情報交換の場を提供 

・カラオケや映像鑑賞など 

八王子朗読の会”灯” 

視覚障害者の方に録音図書制作（CD）。 

八王子市図書館にて対面朗読。 

八王子盲学校の先生の対面及び資料制作（CD) 

八王子盲学校の生徒のテキスト（国家試験等）制作（CD) 

八王子市心身障害者福祉センターで新聞・俳句の CD制作 

南大沢音訳の会「こだま」 

視力に障害のある方、読むことが困難な方への対面朗読や、

施設を訪問しての朗読会、図書館でのおはなし会への定期的

な参加。音訳図書の製作（蔵書＋個人依頼）、社協だより、

八障連通信、天声人語、らいぶらりい、新聞歌壇、せせら

ぎ、はちとぴ等。 

 


