
（令和3年5月31日現在）

№ 活動地域 グループ名 構成 人数 活動内容

女性 2 ・高齢者の防犯・健康教室・消火訓練教室 定例会場 大磯集会所

・日帰り旅行 定例会日時 不定期

・高齢者の家庭訪問 発足年月日 平成６年２月

女性 7 ・老人保健施設での手芸 定例会場 老人保健施設せのがわ

男性 1 ・買い物の支援、入所者の話し相手 定例会日時 偶数月第４火曜日

１５：００～１６：００

活動場所 老人保健施設せのがわ

発足年月日 平成１６年３月３日

女性 7 ・高齢者デイサービスセンター等での話し相手 定例会場 安芸区総合福祉センター

定例会日時 奇数月　第４木曜日

１３：３０～１５：３０

活動場所 高齢者施設ほか

発足年月日 平成２２年３月１６日

女性 6 認知症の方、その家族、そうでない方も認知症への理解を 定例会場 瀬野 代表者宅

男性 0 深めていただく場を支援する。 定例会日時 毎月第３水曜日

１５：００～１６：００

発足年月日 平成３０年４月

女性 10 認知症カフェ支援・運営 定例会場 安芸区総合福祉センター

男性 1 定例会日時 毎月第３火曜日

１６：００～１７：００

発足年月日 平成３０年４月

女性 13 毎週火曜日１３：３０～１５：３０地域高齢者交流サロン（ふれあい 定例会場 旧広島市阿戸保育園

男性 2 広場「ひだまり」）を開催し、地域住民同士の交流を図っている。 定例会日時 毎週火曜日

１５：３０～１６：００

発足年月日 平成３０年４月

女性 9 ・視覚障がい者への点字情報の提供 定例会場 安芸区総合福祉センター

男性 3  （区報・みんなの福祉・時刻表・カレンダーその他 定例会日時 第２・４月曜日

　視覚障がい者の要望による点訳） １０：００～１２：００

・点字講座の協力・福祉教育への協力

・点訳の学習・パソコン点訳活動

・安芸区図書館の絵本の点訳

・視覚障がい者との交流会 発足年月日 昭和５６年１１月

女性 13 ・視覚障がい者向けテープ「ほのぼのテープ」の作成、配布 定例会場 中野公民館

男性 1 ・区報安芸の音声訳と配布　　 定例会日時 毎月第2・４月曜日

・視覚障がい者との交流会 ９：００～１３：００

・ブラックライトの紙芝居作成と老人施設等への訪問活動 （第２月曜日は必要に応じて開催）

発足年月日 昭和５８年４月

女性 9 ・テープ図書・大型紙芝居の作成 定例会場 安芸区総合福祉センター

男性 2 定例会日時 第１・３水曜日

１３：００～１６：００

・児童館いきいきサロン・高齢者施設等、訪問・交流会

（大型紙芝居の上演(集団朗読）・絵本の読み聞かせなど） 発足年月日 平成１４年４月

女性 22 ・聴覚障がい者との交流 定例会場 安芸区総合福祉センター

男性 5 ・障がい関係行事への参加・協力 定例会日時 毎週木曜日

・手話通訳活動　・手話の学習・聴覚障害問題研究 １０：００～１２：００

発足年月日 昭和５６年４月

女性 8 ・聴覚障がい者との交流 定例会場 矢野福祉センター

男性 4 ・手話通訳活動　・手話の学習 定例会日時 毎週木曜日

・障がい者関係行事への参加・協力 １９：００～２１：３０

・地域行事の手話通訳活動・協力 発足年月日 昭和５６年４月

広島市 女性 11 ・要約筆記の学習 定例会場 安芸区総合福祉センター

要約筆記サークル 男性 3 ・難聴者への理解 定例会日時 第１・３金曜日

おりづる安芸支部 ・要約筆記活動など １０：００～１２：００

・聴覚障がい者への情報提供 発足年月日 平成９年４月

難聴者サポート 女性 10 ・難聴者への情報提供 定例会場 安芸区総合福祉センター

つくし ・難聴者との交流（サロン） 定例会日時 第２・４金曜日

・聴覚障害についての学習 １０：００～１２：００

発足年月日 平成２６年４月

安芸区ヤング 女性 2 ・障がい児なかよし教室・生活実習の援助 定例会場 安芸区総合福祉センター

ボランティアグループ 男性 1 ・障がい者関係行事への参加・協力 定例会日時 随時

やぼ 発足年月日 昭和５６年８月

女性 5 ・矢野なかよし教室の企画・運営 定例会場 安芸区総合福祉センター

・障がい児者の親同士で情報交換、相談等 定例会日時 月１回 火曜日

１０：００～１４：００

発足年月日 昭和６１年４月

女性 3 定例会場 瀬野福祉センター　他

男性 3 定例会日時 おおむね第３土曜日

１４：００～１６：００

発足年月日 平成１１年７月

・安芸区内の障がい児の休日や長期休暇（夏休み等）の
 遊び場作り

12 安芸区

13 安芸区

14

障
が
い
児
・
者
関
係

安芸区

15 安芸区 たんぽぽの会

16 安芸区

・視覚障がい者向けオリジナル朗読テープ（CD)の作成・送付
　（月１回）

10

聴
覚
障
が
い
者
関
係

安芸区
手話サークル
あゆみ(昼)

・地域の小中学校手話指導と聴覚障がい者への理解啓発
　活動

11 安芸区
手話サークル
あゆみ(夜)

7

障
が
い
児
・
者
関
係

視
覚
障
が
い
者
関
係

安芸区
点字サークル
ぴあらいと

8 安芸区 安芸朗読会

9 安芸区 朗読グループ　はる

にこにこくらぶ

安芸区ボランティアグループ一覧表
☆下記グループについてのお問い合せは・・・安芸区社会福祉協議会ボランティアセンターまで　TEL（０８２）８２１－２５０３

対象 備考

1

高
齢
者

安芸区 ぼつぼついこう会

2 安芸区

5 安芸区 認知症カフェ 誰故草

6 安芸区 阿戸ひだまりクラブ

ボランティア木の実

3 安芸区
話し相手ボランティア
はな♡

4 安芸区 認知症カフェ オハナ

1



（令和3年5月31日現在）

№ 活動地域 グループ名 構成 人数 活動内容

安芸区ボランティアグループ一覧表
☆下記グループについてのお問い合せは・・・安芸区社会福祉協議会ボランティアセンターまで　TEL（０８２）８２１－２５０３

対象 備考

女性 14 ・社会福祉法人「安芸の郷」支援 定例会場 森の工房ＡＭＡ

定例会日時 毎週金曜日10:00～15:00

活動場所 森の工房ＡＭＡ

発足年月日 平成９年１０月

女性 14 ・社会福祉法人「安芸の郷」支援 定例会場 森の工房ＡＭＡ

男性 2 定例会日時 第４木曜日

活動場所 森の工房ＡＭＡ

発足年月日 平成１９年４月

女性 11 ・区社協と協した活動 定例会場 森の工房ＡＭＡ

男性 17 ・障がい者施設としての助言 定例会日時 毎月第３木曜日(職員会議)

・ボランティア受入れ 発足年月日 平成１５年１０月

ボランティアサークル 女性 17 ・東部障害者デイサービスセンター内の利用者支援 定例会場 東部障害者デイサービスセンター

イースト 男性 0 ・交流事業を主体に、作業室、重介護サービス室の援助 定例会日時 毎月第４木曜10:00～12:00

活動日時 随時

発足年月日 平成１３年７月

女性 40 ・知的障がい児者施設の行事、衣服の修理等のお手伝い、 定例会場 瀬野川学園

 利用者への援助 定例会日時 随時

発足年月日 昭和44年4月1日

女性 6 ・ソーシャルクラブ「ゆめ広場」の支援 定例会場 安芸区総合福祉センター

男性 1 定例会日時 奇数月第４火曜日

１０：００～１２：００

活動日時 毎週木曜日

１０：００～１２：３０

発足年月日 平成１４年４月

女性 4 ・知的障がい者社会参加支援ボランティアグループ 定例会場 安芸区総合福祉センター

男性 4 ・視覚障がい者及び車いす利用者の外出支援 定例会日時 毎月第２金曜日

・行事支援（ふれあい運動会・フレンドの集い・安芸の郷など） １０：００～１１：３０

発足年月日 平成１８年４月

女性 6 定例会場 矢野福祉センター

男性 0 活動日時 第２土曜日

・子育て相談 １０：００～１１：００

発足年月日 平成１５年１０月

女性 5 定例会場 安芸区総合福祉センター

ボランティア 男性 5 定例会日時 第２火曜日

　ほっとぴのきお座 １０：００～１２：００

発足年月日 平成１７年６月

女性 7 人形劇の制作と上演 定例会場 矢野福祉センター

定例会日時 毎週月曜日

１４：３０～１７：００

発足年月日 平成６年２月

女性 4 ・フルート演奏で訪問活動 定例会場 安芸区総合福祉センター

定例会日時 不定期

（演奏依頼による）

発足年月日 平成２１年３月

女性 18 ・主として介護施設等のレクリエーションを手助けするために、 定例会場 畑賀福祉センター

男性 2  演芸出張を行っている。 定例会日時 毎月第１土曜日

１３：３０～

発足年月日 平成２６年４月

男性 10 ボランティア要望に応じて、高齢者交流サロン等で焙煎した珈琲を 定例会場 安芸区総合福祉センター

振る舞う。 定例会日時 毎月第３水曜日

１４：００～１６：００

発足年月日 令和元年７月

女性 20 フラダンスを通して踊りを披露したり、住民の方々と一緒に踊る 定例会場 安芸区総合福祉センター

などして楽しいひとときを過ごす。また足腰に自信がない高齢者 みどり坂集会所

やその他の理由で立位が難しい方でも、座って出来るフラダンス 定例会日時 随時

を考案し、一緒に歌いながら体を動かし楽しむ声尾を提案し、

笑顔になって頂く活動。 発足年月日 平成３０年４月
女性 9 ・演芸ボランティアとして施設等を訪問 定例会場 中須賀集会所

男性 1 定例会日時 毎月第４水曜日

１７：３０～

発足年月日 平成２９年４月

女性 12 ・安芸区スポーツセンターの利用者支援活動 定例会場 安芸区スポーツセンター

男性 3

活動日時 毎週月曜日ほか

活動場所 安芸区スポーツセンター

発足年月日 平成１４年１２月

女性 8 災害により生活が変わった子供を支援するため、子供の洋服等の無料 定例会場 矢野公民館等

男性 7 配布や勉強スペース・イベント・遠足等を通して心のケアを行う。 定例会日時 第３日曜日

発足年月日 平成３０年１０月

32

そ
の
他

安芸区

安芸区スポーツ
センター利用者
支援ボランティア
あすなろ

33 安芸区
災害で生活が変わった
子供を支援する会

・地域のイベント（新年互礼会、区民まつり、敬老会、
 いきいきサロン等）への演芸実演参加をしている。

29 安芸区 ロマンスグレーC a f e

・０歳～学童児とその保護者を対象とし、月１回「うたと絵本
　とリズムあそびの会」を主催

25

訪
問
活
動
関
係

安芸区

・唄・フラダンス・銭太鼓・南京玉すだれなどの演芸や
　ギター演奏・大正琴で、いきいきサロンや施設を訪問

26 安芸区 人形劇 しゃぼんだま

27 安芸区

30 安芸区 アカハイ・ホヌ

フルートアンサンブル
チェリッシュ

28 安芸区 グラマーズひょっとこ

31 安芸区 中野東ひょっとこ会

23

外
出
支
援

安芸区 ひだまり＆こすもす

24

児
童
関
係

安芸区 がんぼ・そんごくう

20 安芸区

21 安芸区 瀬野川学園

22

精
神
障
が
い
者
関
係

安芸区 ドリーム

17

障
が
い
児
・
者
関
係

障
が
い
児
・
者
施
設
関
係

安芸区 みのり会

18 安芸区 フレンドベリー

19 安芸区 ＡＭＡ
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（令和3年5月31日現在）

№ 活動地域 グループ名 構成 人数 活動内容

安芸区ボランティアグループ一覧表
☆下記グループについてのお問い合せは・・・安芸区社会福祉協議会ボランティアセンターまで　TEL（０８２）８２１－２５０３

対象 備考

女性 11 ・子どもから高齢者まで誰でも来れる地域の居場所づくり 定例会場 矢野の家
男性 3 　「矢野の家」の運営 ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 毎週木・金 １０時～１６時

・季節のイベント開催 こども食堂 第１・３金曜日１６時～１９時

・週２回（木・金10:00～16:00）を開放日としオープンスペース 認知症ｶﾌｴ 第４金曜日

・第１・３金曜日「やの地域・子ども食堂」開催 カフェ　 毎週火曜日～金曜日

・認知症カフェ「うめばたけ」　・健康体操

・自主運営の為に「やの屋」にてお弁当づくり・カフェ 発足年月日 平成３０年１月

広島市シニア大学 女性 20 ・講演・講習会 定例会場 安芸区総合福祉センター

グループ 男性 20 ・清掃ボランティア 定例会日時 随時

安芸区の集い

発足年月日 平成２９年４月

･草取り、掃除他、必要に応じたボランティア活動 定例会場 矢野福祉センター
男性 3 定例会日時 月１回　第３水曜日

９：３０～１３：００

発足年月日 平成２４年１２月
女性 5 活動場所 阿戸福祉センター

男性 1 定例会日時 毎月第２金曜日

１４：００～１６：００

発足年月日 平成２０年９月

女性 11 ・一人暮らし老人の方へお知らせ（交流会の案内）（年１回） 定例会場 船越老人いこいの家

男性 2 ・75歳以上一人暮らし老人との交流会（年１回） 定例会日時 第２木曜日

・75歳以上一人暮らし老人へ誕生月にお寿司を配食（月１回）  ９：００～１５：００

発足年月日 昭和５６年１２月

女性 14 定例会場 安芸区総合福祉センター

定例会日時 第４木曜日

 ９：００～１６：００

発足年月日 平成１３年４月

女性 4 ・船越の高齢者対象の「童謡を歌う会」を開催（月２回） 定例会場 船越老人いこいの家

定例会日時 第２・４金曜日

１３：３０～１５：００

発足年月日 平成１２年１月

女性 35 ・百歳体操支援 定例会場 矢野みなみ会館

男性 11 ・子育て支援 活動日時 随時

・障害児の行事への支援 子育て支援 毎月第１木曜日

・訪問配食　・近隣ミニネットワーク

 （見守り・社会参加支援） ９：３０～１１：３０

発足年月日 平成１３年５月２３日

女性 12 ・中野東小学校の下校時パトロール活動 活動場所 中野東学区

地域パトロール 男性 12 活動日時 毎週月曜日～金曜日

ハッピー 発足年月日 平成１７年３月

女性 6 ・誰もが参加できる居場所づくり「わいわい！！はたか」の支援 定例会場 畑賀福祉センター

　（お茶の接待等） 定例会日時 毎週月曜日

１０：００～１５：００

発足年月日 昭和６０年８月

女性 3 定例会場 畑賀水谷集会所

男性 1 活動日時 毎月第４木曜日

１０：００～１５：００

発足年月日 平成１５年５月

女性 9 ・畑賀小学校児童とパンジーの育成。種まき・ポットやプランター 定例会場 畑賀小学校

男性 4 　への移植と三過程を経て共に花を咲かせる。 畑賀福祉センター

・6年生への卒業記念プレゼントを始め、一人暮らし高齢者、 活動日時 随時

　施設などへ贈呈する。

　（ボランティアと3年生がコンビを組んで持っていく） 発足年月日 平成１３年８月

女性 12 定例会場 畑賀福祉センター

男性 3 定例会日時 第３土曜日

発足年月日 平成１８年１月

女性 11 ・子どもと親の楽しい広場づくりを支援 活動場所 畑賀福祉センター

・絵本、紙芝居の読み聞かせや気軽な交流をサポート 定例会日時 毎月第４水曜日

１０：３０～１２：００

ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 第４水曜日

１０：３０～１２：００

発足年月日 平成１５年５月３０日

・上本郷サロンの企画・運営

47 畑賀
子育てサロン
さくらんぼ

44 畑賀 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ水谷

・ふれあいいきいきサロンの開催
・高齢者の相談相手、湯茶の接待、弁当などの調達

45 畑賀 パンジー

・月１回「ＶＯＧほしの会」開催
・何かしら「こころさみしい・つらい思い」を抱えている人に立ち寄っても
らえるサロン。
・お茶や会話を通しこころ静かなひとときをほしの会で一緒に共有。
・町の皆さんが元気になってくださる講演会なども不定期で開催。

38

地
域

船越 えんの会

39 船越 つづみ会

奇数月は上記に加え　第２木曜日健康相談

42 中野東

43 畑賀 たのしみ会

・船越ミニデイサービス支援（病弱・中途障害者・高齢者・高齢者１人
暮らしの人のミニデイサービス）

40 船越 いわたき

41 矢野南 ひまわり

46 畑賀 いきいきｻﾛﾝ上本郷

34

そ
の
他

安芸区 矢野の家

35 安芸区

36 安芸区 ひまわりin矢野

37 船越 ほしの会

3



（令和3年5月31日現在）

№ 活動地域 グループ名 構成 人数 活動内容

安芸区ボランティアグループ一覧表
☆下記グループについてのお問い合せは・・・安芸区社会福祉協議会ボランティアセンターまで　TEL（０８２）８２１－２５０３

対象 備考

女性 1 ・安芸市民病院のロビーに写真、絵画、木版画を製作展示する。 定例会場 畑賀福祉センター

男性 4 定例会日時 随時

・安芸市民病院だより（年４回発行）の表紙に掲載する写真

 提出 発足年月日 平成２６年２月

女性 5 ・安芸市民病院内で①花の育成・水やりなどの環境整備 定例会場 畑賀福祉センター

男性 9 定例会日時 不定期

活動場所 安芸市民病院

発足年月日 平成１６年５月

女性 1 ・安芸市民病院内での話し相手・湯茶の接待、必要に応じ 定例会場 安芸市民病院

男性 1 ては、当事者の通院介助や自宅へ訪問して話し相手 畑賀福祉センター

定例会日時 毎月　第３月曜日

１０：３０～１２：００

休祭日の時は第４月曜日

発足年月日 平成２０年１２月

女性 3 ･福祉センターの図書の整理や月に一度貸出カードの管理をし、 定例会場 畑賀福祉センター

 中央図書館に送る。

定例会日時 随時

発足年月日 平成２６年４月

495
152
647

51 畑賀 図書ボランティア

女性
男性
合計

48

地
域

畑賀 畑賀「結の会」

49 畑賀 「ほのぼの」

50 畑賀 サロン「あがと」
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