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12ページ 

 

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       1～7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、音訳   8～9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          10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        11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           

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   

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 

子育て支援、介護者支援、買い物、切手整理などのグループです。

 

 

 

 

 

ボランティアを頼みたい、ボランティアグループに入って一緒に活動

したいという方は、ボランティアセンターまでお問い合せください♪ 

13ページ 
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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する。 

エーデルワイス 施設等で楽器を演奏し、参加者に歌ってもらう。 

絵本オオルリの会 

八王子市高齢者いきいき課と東京都健康長寿医療センター研

究所が、2020年度に開催した「絵本の読み聞かせ講座」を終

了したシニア世代の団体。質の高い絵本の読み聞かせを通し

て、世帯間交流や地域貢献をめざす。ご要望のある所に出かけ

て絵本の読み聞かせをします。 

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、楽しく出来るよう心掛けています。 

大和田子供太鼓 地域夏祭り、市民センター祭り、老人ホーム等で子供太鼓演奏。 

カナリア 
腹話術、和太鼓、踊り、ミニマジックや津軽三味線、サックス演

奏。 

川口フィオーレ 

福祉施設訪問や市民祭等で、歌や楽器を演奏。懐かしい歌から

最近の流行歌まで、利用者様と一緒に楽しめる様に工夫してい

る。 

ｋids CROWN MR 

高齢者施設や病院等で歌・ダンスを披露。子供達がジャズダン

スやヒップホップ、ヨサコイソーランや演歌で踊ったりもします。

施設入居者や高齢者の方に簡単なエクササイズやストレッチダ

ンスの指導、みんなで身体を動かす時間を提供。 

着物エンジョイサロン 夏祭りでの浴衣の着付け、成人式の振袖の着付け。 
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趣味、特技 

団体名 活動内容 

きらきら星 
施設にて、ハーモニカ、大正琴、尺八、オカリナ等の演奏。フラ

ダンス、マジックの披露。手芸、折り紙等。 

琴伝流大正琴 恵琴の会 

華音フラワーズ「さくらんぼ」 
依頼をいただいた場所にて大正琴演奏、歌。 

くっつきっこ ねこ・うさぎ・犬・カエル・さる等のハサミ人形の作成、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、南京玉すだれ、腹話術、小話などの演芸をする。 

ぐるーぷ・がらがらどん 

・紙芝居・朗読舞踊・ピアノ演奏 

・低学年向けハンドベルの指導 

・名画鑑賞紙芝居風読み聞かせ 

・小冊子「四季のくらし」年 4回発行 

グループ錦 演芸、マジック、踊り、フラダンス、唄。 

コスモス 
施設・サロン等で一緒に歌を歌ったり、体をほぐす体操をした

りゲーム等で楽しんでいただく。 

さくらんぼ 

高齢者等福祉施設において、歌、踊りを披露。民謡、ダンス、

舞踊、フォークダンス、フラダンス、リズムダンス、マジックなど

を、１時間の中に取り入れて様々なニーズにお答えするように

している。 
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趣味、特技 

団体名 活動内容 

さわやかに老ゆる会 

高齢者デイサービスと地域住民を対象に演奏、披露する。 

・歌（童謡、唱歌、懐かしの歌謡曲、コーラス） 

・楽器（アコーディオン、ハーモニカ、尺八等）、 

・踊り（フラダンス等）・腹話術 

シルクハーモニー 

地域、介護施設等において、ハーモニカ演奏。曲目は 100曲程

度幅広く練習。合奏、独奏もあり。 

参加者にも唄っていただけるよう、声を出し、肺活運動もかねて

伴奏にも重きをおき、楽しんでいただくようにしています。 

シルバーミュージック 
デイサービス等で大正琴、尺八、ウクレレ、ハーモニカ、人口笛

等の演奏。民謡、踊り等。 

ぞうさんグループ 
ボランティアセンター内において作品作り。 

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

を製作。木馬工房「木のっぴ」で販売。 

高尾マジッククラブ 
マジックを主に市民センター祭りや高齢者施設で披露。 

体操や音楽療法も有。 

館町鳴子会 

ストレッチ、リズム体操、よさこい鳴子踊り。 

（オンライン、ビデオ作成） 

対面だけでなく、コロナ対応での動画作成など。 

体験会用の鳴子の貸出しも有。 

多摩にじの会 
民謡、面太鼓、盆踊り太鼓、創作太鼓、お琴。 

夏祭りでの芸能ボランティア披露。（太鼓ショー他） 
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趣味、特技 

団体名 活動内容 

Now  Future 

高齢者施設等でバンドやピアノ弾き語りでの演奏と歌。 

歌を利用者もしくは演奏側で歌う。 

利用者の方が喜んでいただけるように、懐かしい曲やジャンル

で幅広く演奏している。 

東京都ボランティア 

リーダー会グループ 

鉄道模型を用いた体験型レクラボ企画実施。プラレールを用

いた子供たちの遊び場の提供。 

鳥の詩 お琴の演奏に合わせて参加者と一緒に唄う。 

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伺い、高齢

者の方達に美しくなることに関心をもっていただき、ハンドマッ

サージ、ネイル、フェイスマッサージ、メイク、ヘアセット等を行

う。シニアクラブ、サロンでメイクの方法等指導をする。 

八王子うたごえの会 
ピアノ、アコーディオン、ギター、クラリネットなどの伴奏で、司

会者のリードに合わせ皆で歌う。 

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、お玉

の歴史・お手玉づくり。 

幼児からお年寄りまで年齢に合った遊びを提供。 

高齢者には脳トレを主眼に健康増進、現状の維持等に適した

遊びを提供。 

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の開催し、異世代交流を図る。 

八王子音楽療法研究会 

福祉施設等において、歌や楽器、紙芝居などを利用者の方々

と共に楽しめるよう工夫している。手話での歌や会話、季節が

感じられる歌や会話、滑舌方法なども取り入れている。 
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趣味、特技 

団体名 活動内容 

八王子自助具工房「フレンズ」 

1.肢体不自由者、高齢者等に少しでも快適な楽しい自立した日

常生活が出来るよう、対象者の病態に合わせた生活便利用

品（自助具）の製作及び住宅のバリアフリー化を通した支援、

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 

週 1～2回阿波おどりの練習を行い、年間 25～30回高齢者

施設等で阿波踊りの披露。（観客にも踊りや掛け声、口囃子等

参加してもらうよう工夫）随時入会受付し、踊り方、鳴り物、衣装

の着付の指導を行っています。 

八王子マジックグループ 
デイサービスや保育園、幼稚園、小学校、地域の催しもの等でマ

ジックや玉すだれを披露。 

八王子めぐみヴォイス 地域の教会等でゴスペルコンサート、バルーンアート教室を開催 

はなこの会 主にボランティアセンターに寄付された布・毛糸の作品制作。 

ひだまりの会 
パステル画の作品作りながら交流する。 

高齢者宅へ訪問して見守る。 

美扇友の会 
福祉施設や町会の施設等で、フラダンス・舞踊を主に盆踊りや

歌を利用者と一緒に楽しむ。 

プア アロアロ 
福祉施設、地域の集まり等でフラの披露、利用者の方と一緒に

踊ったり、身体を動かしてもらったりする。施設利用者の方と手

芸、買い物付き添い等も有り。 

ふうりゅう 
高齢者施設、障がい者施設、乳児院、小学校など、様々な場所

に月 1回のペースで訪問、演奏しています。 
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趣味、特技 

団体名 活動内容 

フレンズ 
施設等を訪問し演奏。 

（ウクレレ等楽器演奏、利用者と一緒に唄う） 

ボランティアサークル 

「ナウハッピー」 

高齢者施設や団体、自治会やシニアクラブで演奏会をする 

昭和 50～60年代の歌・映画音楽・抒情歌・童謡・ハワイアン・ 

ラテン・ジャズ等幅広く。演奏時間の中頃に全員で歌う。 

舞楽座 

演芸内容 

（どじょうすくい、玉すだれ、銭太鼓、かっぽれ、面踊り、新舞踊、

フラダンス、手品、腹話術、韓国舞踊、キーボード弾き語り） 

民謡みすず会 
施設を訪問、三味線・尺八で民謡を演奏後、施設の皆さんと一

緒に伴奏つきで民謡を歌う。（1時間程度） 

ヤングハートコーラス隊 

福祉施設等で、コーラスを中心にハンドベル演奏、ピアノ演奏。

リズムを併用した軽い体操も取り入れて施設の皆様に楽しい時

間を持っていただくようにしています。 

落語サークル粋々 

・アマチュア落語サークル 

・プロ落語家（真打）の指導を毎月受けています 

・地域住民対象の落語会を開催しています 

・町会・自治会・高齢者施設などへ出前寄席を行っています 

陵南グループ 

高齢者、障がい者施設で使用する物品作り。 

障がい者施設バザー用品作り。 

養護施設入居者で使用する物品作り、布製品修理。 

朗読の会「ひびきの森」 

 

施設等にて朗読ボランティア 
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趣味、特技 

団体名 活動内容 

朗読の会「マルベリー」 
・紙芝居の実演（定期、出張公演） 

・紙芝居講座主催 

わくわく紙芝居サークル 
・紙芝居の実演（定期、出張公演） 

・紙芝居講座主催 
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手話、点字、音訳 

団体名 活動内容 

いちょう点訳会 
・新聞から身近な記事を点訳、読者に回覧、送付 

・依頼された本などの点訳 

おててでつながるプロジェクト 
・主な対象者は聴覚障がいをお持ちの子育て中の方 

・手話などを使って安心して過ごせる時間を提供する 

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 

高齢者施設や福祉施設等において、歌にあわせて手話ダンス

を楽しんでいただく。 

利用者の方が一緒に楽しめるよう心がけています。 

創作手話ダンス金踊会 マジック、手話ダンス、お話（絵本、紙芝居）、お手玉、歌。 

創作手話ダンス倶楽部 

1.老人施設、障がい者施設、自治会施設等での公演活動 

2.技術向上の練習 

3.手話ダンス普及活動 

4.手話ダンス創作活動 

5.広報活動 

点訳サークル音の会 月刊誌の発行、講習会補助他。 
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手話、点字、音訳 

団体名 活動内容 

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 

・毎週月曜日が活動日。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 聴覚障がい者との交流、情報交換、手話の学習など。 

八王子六つ星会 

・点訳のための打合せ、PC入力、校正、点字打ち出し、製本 

・中途視覚障がい者のための点字学習会サポート 

・ボランティアのための点字講習サポート等 

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がいの生徒さんへの学習支援 

・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、盲学校にて対面朗読 

・八王子市心身障害者福祉センターで新聞リーディング・俳句

の CD制作 

南大沢音訳の会「こだま」 

・音訳図書作成 

・対面朗読 

・おはなし会 

・八視協、八障連、社協、図書館関係他 定期刊行物の発行物

の音訳 

・移動図書館朗読、介護施設等での朗読 
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傾 聴 

団体名 活動内容 

「聴くこと」勉強会 
・傾聴ボランティアのピアサポート 

・傾聴ボランティアの資質の向上に役立つ学習 

傾聴ボランティアグループ 

「こころ」 

高齢者施設等にて、傾聴や童謡や唱歌を歌い、ひとときを過ご

す。 

傾聴ボランティアグループ 

「こころ２」 

主にグループホーム寿限無での傾聴、お話相手。 

食器洗い、洗濯物たたみ等。 

シルクの道 高齢者施設、居宅での傾聴。 

なやみを語ろうかい 

市内の公的施設（市民センター）や障がい者団体の運営する

カフェを利用し、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、音楽鑑賞など）。 

市内の公園散策。 

八王子精神保健福祉 

ボランティア こもれびの会  

ティーサロン定例会、総会、デイケア等、依頼団体からの対応。

講座手伝い等。フォローアップ講座。入会説明会。懇親会。 

 

八王子精神保健福祉 

ボランティアの会 いっぽの会 

 

八王子市内には統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

を送って頂きたいとの思いから、我々なりの支援活動を考え、

行っています。主に傾聴を行っている。 

 

りんごの会 

傾聴。第 2・4日曜 喫茶の日。 

第 1木曜・3火曜 歌、踊り、手遊び、お手玉、マジック等で楽

しむ集い。 
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地域住民 

団体名 活動内容 

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。 

八王子市第十地区ボランティア サロンや会館等で、介護予防体操（協力）、物づくり等。 

ハッピーステーション きよぴー 
弁当配食、惣菜販売、日替わりランチ提供、子ども食堂、朝市、

楽しい会等。 

ヘブボラ八王子 公園、歩道等のゴミ拾い活動。 

ボランティア よりそい 

・浅川金刀比羅神社の清掃 

・高齢者、障がい者等の介護・介助のサポート 

・施設、作業所等と地域住民とのつながりのサポート 

・個々の資格、経歴を活かした分野での活動（移動支援等） 

松が谷福祉の会まつぼっくり 

地域で 4つの高齢者サロンを運営し、おしゃべりや体操、手

芸、歌などを楽しんでいる。（サロンは参加自由） 

市民センターの子育支援、市民祭り等にも参加している。 

みつい台ふれあいの会 

みつい台内の自動車送迎。 

清掃。散歩付き添い。簡易作業。買物代行。縫い物。体操指導 

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出店 

・ボランティアセンターからの要請対応 

明神町クラブ 
東放射線アイロード、京王八王子駅付近や第四小学校前の 

街路樹植込花壇の維持管理をする（水やり、雑草取り、清掃）。 
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外国人 

団体名 活動内容 

アクティブライン八王子 

国際的にひらかれた人間関係、さまざまな人がお互いにつなが

りをつくれるコミュニティを目指し、異なる文化や慣習、考え方の

共有や理解を助ける情報発信及びイベント開催。 

日本語・英語の二ヵ国語併記のニュースレターの発行や

Facebookページからの情報発信、多言語朗読による異文化

理解のためのイベントを開催。 

虹の橋 

外国の方々との交流を通して、お互いに安全な生活が出来るよ

うに、日本の子供達には英語を、外国の方には日本語を学習し

て頂き、お互いにコミュニケーションがとれる様に支援活動を行

う。 

八王子国際友好クラブ 

・外国人のための日本語教室 

・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 
外国人など日本語学習の必要な人に対して、マンツーマンでの

学習支援活動。 
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施設ボランティア 

団体名 活動内容 

エンジェル・コート 
エンジェル・コートにて、入居者の方とお話をしたり、給茶、後

片付けなど。夏祭りなどのお手伝い。 

音読を楽しむ会 
施設で一緒に歌を歌ったり、よみきかせをしたり、発声練習を

一緒にしたりする。 

サントピアグループ サントピア内でホーム喫茶、おむつたたみ。 

青陽園婦人グループ 青陽園内での喫茶の手伝い。 

多摩ハーモニカクラブ 病院等でハーモニカのアンサンブル演奏。 

ちぎり絵ボランティアグループ 

福祉施設にてのちぎり絵。（ちぎりやすいように材料セット） 

障がいがあってもできる様に、一緒に作ったり、できる事は自

分で作っていただき、出来上がった時の喜びを感じられるよう

に心がけています。 

ななちく 高齢者の手芸・買い物の手伝い、通所者の見守り・補助等。 

ふたば会 養護老人ホーム「楢の里」にて傾聴。 

めじろデイグループ 
・高齢者施設の方達の買物の付き添い 

・趣味の手芸の時間のお手伝い、配茶等 

八栄グループ 
・八栄寮内の子供たちの衣類、寝具、手提げ袋等の修理、作成 

・年 2回イベント時の手伝い 



 

 

14 

 

その他 

団体名 活動内容 

子育て応援隊 AVENGERず 
子育て支援。親子あそびや子育てイベント。対象年齢は設けない

が未就学の子の相談とママとパパの相談がメイン。 

チョキチョキ クラブ 切手整理。 

天使の会 

・高齢者の安否確認 

・傾聴し寄り添う（居宅） 

・買物・散歩 

八王子介護者を支える 

ボランティアの会・なごみ 

・介護者のストレス解消の場を提供 

・介護者の悩み等の相談 

・会員の近況報告と情報交換 

・参加できない方へ通信配付 

マルベリー東京パイロットクラブ 

・6月 障がい者主体のフェスタ 

・10月 障がい者と健常者が共に歩くチャリティウォーク 

・11月 いちょう祭り出店 

・3月 学童保育所での紙芝居 

・毎月第 2月 役員会、 ・第 3月 例会、わくわく支援 

もくれん ボランティアセンターに集められた使用済切手整理。 

dattochi みんなの食堂 

生活に困窮する家庭の子どもたちに、食事や学習指導、居場所を

提供し、子ども達の豊かで充実した生活と社会づくりに寄与す

る。 

  


