
NO グループ名 人数 構成 活動内容 備考

1 ガイドサークルむつみ会 11
女性７
男性４

視覚障害者の外出支援
福祉教育への協力
グループでの勉強会の実施
視覚障害の理解 視覚障害者との交流
盲動犬普及募金の手伝い

活動日時：随時
活動場所：広島市内を中心
定例会：年６回
定例会場所：安佐南区総合福祉センター
H5.4.1発足

2 点訳サークルむつみ会 24
女性２１
男性3

　視覚障がい者との交流および区
報、社協あさみなみや個別ニーズの
点訳、点字カレンダーの作成、福祉
教育の支援など

定例会日時：第2･4木曜日10:00～12:00
定例会場所：安佐南区総合福祉センター
Ｓ57.４発足

3 音訳ボランティアむつみ会 11 女性のみ

　視覚障がい者の方々への情報提供
及び交流。区報、社協あさみなみ、
天風録・こだま等の音声訳をテープ
とＣＤに録音。また、個別の依頼に
よる音声訳の録音など

活動日時：随時
活動場所：安佐南区総合福祉センター
定例会日時：第2水曜日 10:00～12:00
定例会場所：安佐南区総合福祉センター
S5３.4.1　発足

4 音訳ボランティア祇園 9
女性8
男性1

視覚に障がいのある方へ、生活情報
誌を中心とした記事の音訳化、ＣＤ
発送を行う。

活動日時：毎週１・３金曜日
あああああ９：００～１６：００
あああああ毎週２・４金曜日
あああああ９：００～１２：００
活動場所：安佐南区総合福祉センター
H9.4.1　発足

5

ＮＰＯ法人
広島市要約筆記サークル
おりづる安佐南支部

4 女性4
聴覚障害者に対して、OHCなどの
機器やボード等を使用した要約筆記
など

定例会日時：第２･４木曜日
                  ９:３0～12:３０
定例会場所：安佐南区総合福祉センター

6 要約筆記サークル さくら 10
女性9
男性1

　聴覚障がい者、難聴者のコミュニ
ケーションを文字で手助けする学習
や交流を通して技術の向上
　要約筆記を知ってもらうための啓
発活動など

定例会日時：第２･４月曜日10:00～
12:00
定例会場所：安佐南区総合福祉センター
Ｈ26.4.１ 発足

7
聴覚障害者交流サークル
なの花

10
女性７
男性３

　聴覚障がい者と健聴者の屋内外で
の筆談による交流など

定例会日時：第3月曜日10:00～12:00
定例会場所：安佐南区地域福祉センター
H21.4.1　発足

8 手話サークル古市 26
女性2３
男性３

　手話を通して、聴覚障がい者と健
聴者が学び合い、地域に理解を求め
手話を広める活動

定例会日時：毎週火曜日10:00～12:00
定例会場所：安佐南区総合福祉センター

9 手話サークル　かけはし 19
女性1１
男性８

　聴覚障がい者との手話の学習や交
流を通して、聴覚障がい者の理解を
深める。
　手話の普及及び啓発活動など。

活動日時：毎週土曜日   10:00～12:00
活動場所：安佐南区総合福祉センター
Ｈ24．４

10 手話サークルいこい 16
女性9
男性７

 手話の学習、交流会等を通して聴覚
が不自由な方と健聴者が手話で学び
合い、助け合いながら地域社会に理
解を広めていく活動など。

活動日時｜毎週木曜日11：30～13：30
活動場所｜緑井学区集会所
H29.4発足

11

精
神
障
が
い

安佐南区
精神保健福祉家族会
のぞみ会

17
女性1５
男性2

　精神障がい者を抱える家族からの
困りごとや相談受付。医療・福祉に
関する情報提供。または、勉強会な
どの開催。

定例会日時：第4水曜日１３：３０～
定例会場所：安佐南区総合福祉センター
Ｓ5９.４発足

12 ごったにの会 12
女性6
男性6

　障がいを持つ当事者支援を行う。
住居探しや障害程度区分申請の代行
申請、セルフプラン作成のサポート
など。

定例会日時：不定期(年４回)
定例会場所：事務局(個人宅)など
H29.4.1発足

13
運転ボランティア
うさぎ会

16
女性1

男性15

　車いす利用者の外出支援のための
リフト付き車輌『うさぎ号』による
運転ボランティア、福祉教育への協
力など。

活動日時：随時
定例会日時：偶数月第１火曜日
　　　　　　13:30～15:30
定例会場所：安佐南区総合福祉センター
H13.10.12　発足
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14 安佐南在宅看護職の会 14 女性のみ
「まちの保健室」での高齢者の健康
づくりや健康相談などを行っていた
が現在は活動休止中。

活動休止中

NO グループ名 人数 構成 活動内容 備考

15
子育て・サークル応援グループ

MaMaぽっけ 14 女性のみ

子育てサークルへの支援
あそびネタサロン開催
MaMaぽっけ通信の発行
子育てサークル訪問

「あそびネタサロン」
＊安佐南区地域福祉センター
活動日：第4水曜日　10:00～1400
活動場所：安佐南区総合福祉センター
　　　　　区内公民館　など
定 例 会 ：第３火曜日　10:00～14:00
定例会場所：安佐南区総合福祉センター

16 ワイワイ広場実行委員会 9
女性７
男性2

「家や学校でもない地域の暖かい居
場所づくり」を目的に、子どもから
高齢者の地域の集い場を目指す。ま
た、孤食を無くし、楽しく食べるこ
と、多世代交流を通して楽しい時間
を過ごす。

活動日時：第２土曜日、最終金曜日
活動場所：広島医療生協
あああああ虹の会館１階ほっこり
S28.12　発足

17
ボランティアグループ
あじさい

6
女性5
男性1

　高齢者施設利用者の傾聴活動

活動日時：第1火曜日　13:00～
活動場所：老人ホーム『上安慈光園』
定例会日時：毎月第１火曜日
定例会場所：上安慈光園
S59.4　発足

18 華々グループ 7 女性のみ
　特別養護老人ホーム『菜の華』で
の縫い物(ボタン付け、ゴム入れ、
繕い)

活動日時：第3火曜日
活動場所：特別養護老人ホーム『菜の華』
Ｈ11.１発足

19 ほほえみ 6 女性のみ 　デイケア利用者へのパソコン支援

活動日時：第1･2･4火曜日
活動場所：デイケア施設
定例会日時：随時
定例会場所：安佐南区総合福祉センター
H21.4　発足

20

そ
の
他

大
学

安田ボランティア部 52
女性のみ
(学生)

福島県南相馬市お茶会サロン参加、
8.6平和記念式典車椅子介助、ボラ
ンティア参加、保育まつり・障害児
こどもまつりへの参加、託児ボラン
ティア・行事支援など

定例会日時：毎週水曜日
定例会場所：安田女子大学構内

22

復
興
支
援

防災・災害ボランティア活
動支援チーム広島
(通称：５Kチーム)

13
女性5
男性8

　災害ボランティアセンター運営支
援等の経験とノウハウを継承し、社
会福祉協議会が行う防災・減災活動
および被災地支援活動のサポートを
行う。

活動日時：随時
活動場所：安佐南区総合福祉センター
H27.7　発足

23 こども食堂ゆんたく 5
女性３
男性2

「家や学校でもない地域の暖かい居
場所づくり」を目的に、子どもから
高齢者の地域の集い場を目指す。ま
た、孤食を無くし、楽しく食べるこ
と、多世代交流を通して楽しい時間
を過ごす。

活動日時：第2火曜日
活動場所：安佐南区祇園1-8-8
H28.４　発足

24 ダイヤモンドになりたい会 5 女性５
自分の特技や出来ることを活かし子
育て支援や作品作りなど。

活動日時：第2水曜日
活動場所：安佐南区総合福祉センター
H28.５　発足
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