
H29.1.16現在

団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

1 手話サークル　あすなろ
・福祉体験学習（小学校）
・手話入門講座

毎週水曜日
１８：４５～２０：４５

中区地域福祉センター

2 広島学生赤十字奉仕団

・献血推進活動
・福祉施設訪問（修道院、新生園）ワークキャンプ
・一緒に遊ぶ
・障害者との交流（さくら苑、似島学園）

毎月第２、４月曜日
１９：３０～２１：００

日本赤十字社広島県支部研修室

3 すみれ会

・広島赤十字原爆病院にて入院患者の洗濯・配布、声か
け（毎週木曜日10:00～15:00）
・特別養護老人ホーム高陽荘にて買物ボランティア（月１
回）
・特別養護老人ホーム光明にて話相手ボランティア（第
2．4水曜日）

奇数月の最終木曜日 日本赤十字病院ボランティアルーム

4 友情を愉しむ会
・特別養護老人ホーム高陽荘「友情を愉しむ会」喫茶の
ボランティア活動（月に１回第３木曜日） 不定期

5 広島福祉教育研究会

地域福祉を中心に、社会福祉についての情報を流通さ
せるために、
①資料の収集・研究・提供
②試行的な行事の実施・支援・企画援助
③講師のほかスタッフの紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など行います

必要の都度開催

6 広島視覚障害者協議会

・理療を発展向上させ、職業選択の自由を実現する
・視覚障害者の文化の向上と会員の親睦をはかる
・社会福祉の向上をはかるため、国や自治体への要求
運動
・要求実現のために他団体との協力・協同
・視覚障害者をめぐるバリアの解消、福祉活動など

毎月１回　日曜日 広島市社会福祉センター

7 広島市中途失聴・難聴者協会
・中途失聴・難聴者の福祉の向上
・中途失聴・難聴者の社会参加向上
・要約筆記者養成と社会へ広め、親睦を深める

毎月第４日曜日
１３：００～１６：００

広島市身体障害者福祉センター

8 だるまの会 ・福祉向上をめざしボランティア活動を行う 不定期

9
障害者と家族のくらしと権利を守る広島連
絡会（広障連）

・障害者（児）の要求実現
・街づくり点検
・学習、研究活動

月１回
不定期

広島市社会福祉センター

10 全国障害者問題研究会広島サークル

・障害者問題・自立支援法の学習会
・ふれあい障害者登山
・広島県障がい者問題　実践・研究・運動交流集会
・設立４０周年企画

毎月第１土曜日
１７：００～２１：００

広島市社会福祉センター

11 一般社団法人広島市ろうあ協会

・福祉教室
・日曜教室
・料理教室
・レクレーション
・講演会

不定期 広島市社会福祉センター

12
広島市要約筆記サークルおりづる
夜の部

・要約筆記技術の向上
・難聴者との交流・支援
・要約筆記者派遣事業

毎月第２土曜日
１０：００～１２：００
毎月第４火曜日
１９：００～２１：００

広島市社会福祉センター

13 全国心臓病の子どもを守る会広島県支部

・会報誌『心臓をまもる』毎月発行
・医療講演会・教育問題学習会
・患者・家族交流会（新年会、療育キャンプ、クリスマス
会）
・フラワーフェスティバル、マーガレットコンサート、県・市
など行政へ要望活動
・総会・合同慰霊祭

14
公益社団法人日本てんかん協会広島県
支部

・毎月の会員集会
・機関紙（毎月）「波」、「ゆいひろしま」発送
・レクリエーション
・講演会、医療、福祉相談

月１回、土曜日
１３：００～１６：００

広島市社会福祉センター

広島市ボランティア情報センター登録利用団体一覧



団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

15
公益社団法人
認知症の人と家族の会　広島県支部

・つどい、出前講演会、大会講演会
・介護相談、コールセンター、認知症高齢者介護セミナー
・会報発刊（ぽ～れぽ～れ支部だより）
・アルツハイマーデイ啓発
・陽だまりの会（若年期認知症のつどい）
・木もれびの会（介護者のつどい）

こもれびの会
毎月第３土曜日
１０：００～１５：００
世話人会
奇数月第１月曜日

広島市社会福祉センター

16 広島肝友会

・肝臓病についての正しい知識の普及
・講演や相談会
・患者交流会
・会報「かんゆう」の制作と発行

不定期 広島市社会福祉センター

17 障害児子どもまつり実行委員会 ・障害児子どもまつりの開催 不定期 広島市社会福祉センター

18
ＮＰＯ法人広島県手話通訳問題研究会医
療班

・聴覚障害者の医療情報提供、学習援助、啓発
・医療関係者・機関への手話講習会、啓発　等

毎月第１・３木曜日
１８：３０～２１：００

広島市社会福祉センター

19 視覚障害者の自立をすすめる会

・相談活動
・リハビリセミナー
・指あみ教室・料理教室・アイアイカフェ
・行政機関等への陳情活動

毎月第４月曜日
１９：００～２１：００

広島市まちづくり市民交流プラザ

20 広島ハーネスの会

・補助犬貸与に必要な資金の確保
・補助犬理解の啓発活動
・補助犬使用者の援助活動
・退役犬及びその飼育ボランティアへの支援活動

毎月第２土曜日
１８：３０～２０：３０

事務局

21 Ｆ．Ｉ.．Ｗ．Ｃ．広島委員会

・身体障害者授産施設・療護施設「広島ひかり園」への
訪問・交流・行事運営補助
・太田川学園土曜教室への参加、太田川学園行事の補
助
・愛生園訪問、ちんどん祭り（夏祭り）への参加

毎週金曜日
１８：００～２１：００

広島市まちづくり市民交流プラザ
広島市青少年センター

22 社会福祉法人　広島いのちの電話

・電話相談活動（傾聴）
・電話相談員の養成、研修活動
・啓発活動（公開、講演会、シンポジウム、広報誌定期発
行）

毎月月・水・木・金
１８：３０～２０：３０

23 広島難病団体連絡協議会（難病連）

・医療講演会や地域交流会
・市民と交流の集い
・難病相談ウィーク電話相談
・会報「ひろなんれん」の発行

不定期　　１３：００～１５：３０
広難連事務所、広島市南区地域福
祉センター他

24
公益社団法人　日本産業退職者協会広島
支部

・毎月第2木曜日に「二木会」の例会を開催、交流を図る
・ボランティア委員の活動で、県・市の行事に参画
・海外留学生との交流会を年3回開催して、支援を続け
ている
・「きっかけ新聞」の点訳活動

毎月第２木曜日
１４：００～１７：００

広島ハイビル２１の１７階

25 ＮＨＫ学園ＣＳ広島

・ボランティア活動
・役員会（偶数月１回）
・総会（年１回）
・研修会

毎月第２日曜日
９：３０～１３：００

26 東雲親の会

・小学校・中学校の生徒、保護者、卒業生、教師の交流
の場づくり
・知的障害者の自立支援・相談等
・青年学級生の活動支援

役員会　年４回
運営委員会　年３回

広島市社会福祉センター

27 広島盲ろう者友の会

・盲ろう者向け通訳・介助員養成講座（広島県からの委
託事業）
・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業（広島県からの委
託事業）
・定期交流会
・コミュニケーション講座・指点字教室

毎月第２日曜日 広島市心身障害者福祉センター他

28 リーディングサービス広島

・視覚障がい者、高齢者・一人暮らしの方への情報支援
・電話・ＦＡＸによる新聞・手紙・書類・雑誌の代読
・希望に応じ、書籍のテープ録音等
・地域社会への貢献

毎月第３土曜日
１５：００～１７：００

リーディングサービス広島事務室



団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

29 ほのぼの広島会

・移動弱者の外出支援活動
・ほのぼの車いすツアー（障害者とのバスツアー）
・ほのぼのボランティア（バリアフリートイレマップ）
・ほのぼの安心マップ（社協紹介のボランティア）

毎月第２土曜日
１７：００～２１：００

中区地域福祉センター

30 NPO法人きっかけづくりの会

・福祉情報誌『きっかけ新聞』発行
・車いすバリア模擬歩道体験ユニット事業（ボランティア
リーダー育成）
・車いす、車いすバリア模擬歩道体験ユニット開発事業
・ひとがやさしい街プロジェクト事業
・ユニバーサル社会をめざす事業

事務局及び市内

31
広島市視覚障害者情報支援センター(ＶＩ
Ｃ）

・視覚障害者のパソコン及びインターネット利用の活用
支援
・視覚障害者に有益な情報を提供

毎月第１日曜日 広島市社会福祉センター

32 手をつなごう全ての視覚障害者広島の会 ・すべての視覚障害者の問題解決をめざす 不定期

33 ひなたぼっこ
・肢体不自由児の交流行事
　コンサートやクリスマス会など

不定期
※年３回程度の行事

主に東区地域福祉センター

34 NPO法人ＣＡＰ広島
・子どもへの暴力防止プログラムの提供
・講演会の開催

随時 広島市内

35 いきいきネットひろしま
・原爆特別養護ホーム「神田山やすらぎ園」月１回の書
道ボランティア
・高齢社会における老人問題の情報交換・交流会

毎月第２月曜日
１０：００～１２：００

神田山やすらぎ園

36 広島肢体障害者の会
・会員相互の連帯の強化
・会員の要求の掘り起こし
・会報「おたっしゃ通信」隔月発行

毎月１回
土曜日

不定期

37 リシングルファミリー広島
・離婚や死別で配偶者を失った人への立ち直り支援
・母子、父子家族への子育て支援
・再独身者(リシングル）への生きがい作り

毎月第３又は第４日曜日
１４：００～１８：３０

広島市男女共同参画センター又は
広島市社会福祉センター

38
広島県赤十字血液センター内
献血推進ボランティア『ハーモニー』

・献血ルーム・献血会場などでの献血の呼びかけ
・献血者の案内・接遇
・事務作業　など

39
すべての障害児に豊かな教育を実現させ
る会

・障害児の教育の内容、条件を改善するための活動
・障害児教育の学習会の開催
・障害児の放課後、休日活動、サマースクール、青年教
室等への支援
・障害児教育充実に向けての行政への働きかけ　など

不定期

40 はるかぜ
・広島修道院学習ボランティア
・乳児院スキンシップボランティア
・日本語ボランティア

41 ＳｅＲＶ（サーブ）広島

・広島県・広島市合同防災訓練参加
・佐伯区河川クリーンキャンペーン参加
・災害時救援物資仕分けのお手伝い
・救命救急講習会（予定）

42 西日本緑内障友の会

・緑内障患者及びその親族の勉強会を持つ
・心の交流を図る会とする。
・また、医学的情報を積極的に提供し、相互に病状の進
行を防ぐように努め、福祉の向上を図る。

広島市社会福祉センター



団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

43 子ども虐待ホットライン広島
・子ども虐待に関する電話相談業務
・その他、本会の目的達成のために必要な事業（公開講
座の開催等）

定例会：毎月第２土曜日
　　　　　１５：３０～１７：３０

広島市社会福祉センター

44 つくしの会
・老人ホーム訪問（和光園）その他創作クラブ
・広島修道院０～２才児　オシメたたみ、ミルクあげ、子ど
もと遊ぶ　その他

毎月１回　１１：００～１４：００ 会員宅

45 セイフティ・レスキュー広島
・犯罪防止活動（パトロール等）
・救護、救援活動
・日赤救援法、広報、啓発活動

毎月第２水曜日　　19：00～19：30

46 ぱれっと倶楽部

・留学生及び障害者施設支援わんすてっぷコンサートの
開催
・舟入児童館にてイベントの参加や参画
・海外にてデンタルワークキャンプや炊き出しの開催
・ほか総会で決議したこと

毎月第２土曜日
１８：００～２０：００

広島市社会福祉センター他

47 広島市民病院ボランティア会
・来院者の案内
・院内図書整理

毎週火曜日
１３：３０～１５：００

広島市民病院

48 老大ボランティアグループ

・平和記念公園清掃活動
・赤い羽根街頭募金活動
・ボランティア情報センター紹介活動への参加

毎月第１、２水曜日
１０：００～１２：００

広島市社会福祉センター

49 あしなが育英会
・あしなが学生募金
・あしながＰウォーク１０

不定期

50 NPO法人中国SLA協会
・シニアのための総合生活相談事業
・シニアの自助自立に関わる研修及び居場所づくり
・エンディングノート事業

毎月第２水曜日１０：００～１３：００ 事務所

51 ひろしま傾聴ボランティアの会
・日赤病院、特別養護老人ホームへ訪問し、入院患者等
への傾聴活動を行う
・社会福祉協議会からの要請にこたえる

奇数月の最終日曜日
１２：００～１６：００

広島市社会福祉センター

52 公益社団法人　広島被害者支援センター

・犯罪被害者支援に関する広報及び啓発事業
・犯罪被害者等に対する電話相談、面接相談、直接的支
援活動
・支援活動員の養成及び研修事業
・犯罪被害者の実態に関する調査及び研究事業

53 ミオパチー（筋疾患）の会オリーブ

・総会（年1回、7月開催）及び無料個別医療相談会・医
療講演会
・おしゃべり茶話会
・会報発行
・レクリエーション活動
・医療・福祉研修会

不定期 南区地域福祉センター

54 もったいないおばさんのたまり場

・100円うどん、100円そばの販売
・ワンコインレストラン　手作り100円のお惣菜
・もったいないまつり、もったいないリサイクルバザー
・高齢者、障害者、子どもたちへの支援活動

毎月第１木曜日
１４：３０～１５：３０

もったいないおばさんのたまり場

55 広島シニアライオンズクラブ
・平和記念式典車椅子ボランティア
・東区ぽっぽ東の手伝い

毎月第２・４木曜日
東区地域福祉センター

56 広島修道大学ワークキャンプ同好会

・保育ボランティア
・障害のある方との交流
・レクリエーションの企画
・その他、福祉ボランティア活動　など

毎週火曜日
１６：４０～２１：００

広島修道大学



団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

57
認定NPO法人ひろしまチャイルドライン子
どもステーション

・毎週月・水・木・金・土曜日１６：００～２１：００フリーダイ
ヤルで子どもの話を聴く
・継続的に電話受け手ボランティアの養成を行う
・受け手ボランティアの継続研修を行う
・報告書や報告会を通して、子どもの声を社会に反映さ
せる

不定期 ひろしまチャイルドライン事務所

58 広島少年友の会

・広島家庭裁判所が行う少年及び保護者に対する保護
する措置への援助、協力、経済的な援助
・少年補導委託制度の充実、改善の援助協力
・その他、本会の目的達成に必要な研修・広報

毎月第４月曜日
１６：００～１７：３０ 広島家庭裁判所内

59 福祉住環境ネットひろしま

・研究研鑽のためのシンポジウム、研修会等の開催
・福祉住環境整備の実践、イベント、研修会等の開催
・各種情報の収集提供活動
・機関紙、広報紙の発行、ホームページの作成
・その他前条の目的を達成するための事業

南区地域福祉センター
安芸区地域福祉センター

60 広島県全員参加福祉の会
・環境（環境美化・環境保全・リサイクル等）に関する活
動
・高齢者・障害者(児）のふれあい

61 中電病院ボランティアグループ 中電病院内でのボランティア活動 中電病院別館ボランティア室

62 安田ボランティア部
・保育ボランティア
・障害者の方々のイベント補助
・南相馬市との継続的な交流

毎週水曜日
１２：２０～１２：５０

安田女子大学内

63 きらきら☆HIROSHIMA

・身体に障がいのある人と介助者との車いすツアーの主
催
・バリアフリー点検及び調査とマップの作成・配布
・バリアフリーなまちづくりの支援
・古切手・書き損じ葉書の収集活動

毎月第２土曜日 西区地域福祉センター

64 広島演芸団つばさ
・広島市内、各所の福祉施設での訪問公演など
（年間約１００回、３０年間行なっています）

毎月第１・２水曜日
１８：００～２１：００

つばさ座長宅

65 ファッションセラピーの会ヒロシマ

ファッションセラピー（おしゃれ効用）は、おしゃれをするこ
とで、心が晴れる。高齢になっても、障がいがあっても、
療養生活を送っている方も、おしゃれを通じて、元気に前
向きに“活き活き”とした“明日につながる楽しい笑顔・世
界平和年ヒロシマの輪”広げることが、そしてステージに
立っていただくことが会の目的である。

不定期 広島市社会福祉センター

66 ボランティア健福１７

・広島市発達障害者支援センターサロンにおける障害者
交流
・ボランティア情報センターからの要請により参加（障害
者・障害児）
・障害者施設のイベントでの障害者サポート
・高齢者施設への訪問活動

毎月第３水曜日　　10：00～12：00 広島市社会福祉センター

67 盲導犬の理解を進めるキキの会
・講演会活動による盲導犬理解
・本の作成、販売
・写真展の開催

68 一般社団法人広島ダルク

・薬物依存症に苦しむ本人・家族・関係者に対する相談
援助業務
・薬物依存症者に対する社会復帰支援
・刑事施設（刑務所等）受刑者への薬物依存離脱教育で
の講師
・学校・行政・医療機関の薬物乱用防止教室等での講師

毎月第３木曜日
１９：００～２０：３０

中央公民館

69 勇気と希望で仲間をつくる会
・食事会（月２回）
・夜まわりの会等、路上生活者の支援活動
・ボランティア情報センターからのボランティア要請

１７：００～２１：００ 広島市社会福祉センター

70 いじめから子供を守ろう！ネットワーク広島

・いじめ相談
・いじめシンポジウム開催（不定期）
・いじめ啓蒙のための音楽活動
・ポスター、チラシ配布

毎月第２日曜日
１２：００～１５：００



団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

71 広島市観光ボランティアガイド協会
・市民、観光客、修学旅行生を対象に平和公園・縮景
園・広島城・旧日銀広島支店・街歩き等のボランティアガ
イド

毎月第４月曜日
１３：３０～１５：００

中区地域福祉センター

72 野宿労働者の人権を守る広島夜回りの会

・路上生活者の生活支援に必要な資金集め
・路上生活者の生活支援のための夜回り活動
・生活保護受給申請のための付き添い
・その他の路上生活者支援

毎月第２・４・５水曜日
２０：３０～２１：００

観音町カトリック教会

73 特定非営利活動法人　心の救急箱

・こころの悩み相談室「こころのほっとスペース」
・ストレス解消EFT練習会
・高齢者介護施設への訪問（笑いヨガ・タッピングタッチ）
・心と体の健康講座、癒し体験会

毎月第３火曜日
１８：３０～２１：００

ゆいぽーと

74 特定非営利活動法人　風の家

・宿泊提供事業
・生活支援事業（居場所の提供）
・作業所・就労支援事業
・カウンセリング

毎月第１木曜日
１０：００～１２：００

事務所

75 手話奉仕グループもみじ会
・手話の学習
・聴覚障害者との交流
・施設の慰問活動

広島市社会福祉センター

76 三井ボランティアネットワーク事業団

・国際交流活動
・環境美化活動
・医療福祉活動
・文化教育活動

不定期

77 ぼらさー
・ゴミ拾い
・他大学ボランティアサークルとの交流

広島大学千田キャンパス内

78 ひろボラネット
・東日本大震災の被災地・被災者の支援活動
・広島に避難された被災者の支援活動

不定期 広島市社会福祉センター

79 特定非営利活動法人　のぞみ会広島支部

・医療講演会
・交流会
・トレーニング
・会報の発送

毎月第４土曜日
13:00～17:30

広島市心身障害者福祉センター

80
広島修道大学学生ボランティア団体
Rapport

・募金活動
・地域と連携した防災減災活動
・広島に避難された方々への支援

偶数月第１土曜日
１７：００～１９：００

広島市社会福祉センター

81
日本心臓ペースメーカー友の会広島県支
部

・親睦旅行
・総会
・茶話会

82 健福大同窓会
・地域への社会貢献（全体・平和公園一斉清掃等）
・広島県高齢者健康福祉大学校修了生の活動支援
・広島県内西部地域でボランティア活動の展開

総会　年１回　　役員会　不定期

83 広島抗加齢医学研究会
・市民を対象とした病的老化の予防法の啓発活動
・医療従事者に対する正しい抗加齢医学の情報提供
・会員相互の抗加齢医学の情報交換のための研究会

２～３か月に１回 広島医師会館

84
広島県高齢者健康福祉大学校２０
期同期会

・地域社会に貢献できる活動
・平和記念式典、広島市クリーンボランティア
・各種イベントへのボランティア参加

不定期 広島市まちづくり市民交流プラザ

85 ひろしま避難者の会「アスチカ」

・東日本大震災及び福島第一原発事故により広島に避
難・移住した人々の生活支援
・交流会の開催、情報提供・共有
・支援したい方々の窓口

第１土曜日
13:30～16:00

広島市社会福祉センター

86 ボランティアグループひかり座
・各種施設の訪問活動
・各種既成曲への振付、創作、練習

毎週日曜日10:00～12:00 出島集会所

87
特定非営利活動法人　父子家庭
サポートネット・ひろしま

・子供の健全育成を図る
・保健、医療又は福祉の増進を図る
・男女共同参画社会形成の促進
・人権の擁護又は平和の推進を図る

随時

88 健福もみじ会
・地域のボランティア活動に参画
・地域の高齢者の在宅支援
・社会福祉施設の活動支援と介助

第３金曜日10:00～12:00 その都度



団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

89
特定非営利活動法人　広島クリニ
カルワーク研究所ripple

・相談事業
・子ども、若者を対象としたソールシャル・スキル・
トレーニング事業
・ソーシャルワーク支援論の研究及び研修事業
・地域の社会資源との連携・交流

90 観光アシスタントひろしま

・広島市内の観光ガイド（ボランティア）
・広島とりっ歩（まちあるき）
・観光アシスタント養成講座の実施

第３土曜日
13:20～15：00

広島市まちづくり市民交流プラザ他

91 広島車いすダンスくらぶ

・施設訪問活動及びフラワーフェスティバル、とうかさん
等行事出演
・車いすダンス無料講習会開催（年間３都市）
・海外親善訪問（平和活動）
・広島公演（年１回）

毎週火曜日１５：００～１７：００
毎週金曜日１８：００～２０：３０
毎週土曜日１５：００～１８：００

広島市心身障害者福祉センター

92 ワンダー・ティーンズ
・青少年主体、育成事業
・国際事業（国際協力、交流）
・アドボカシー事業

不定期

93 たんぽぽの会

・配慮が必要な不登校のこどもの学習・生活支援
・保護者相談支援
・不登校児童の生活支援
・居場所作り（ひきこもり）
・体験活動

毎週月・火・金曜日
１４：００～１７：００

中区・東区地域福祉センター

94 ミントの会
・発達障害を持つ子どもの保護者勉強会・情報交換会
・交流会
・自然体験活動

毎月第４金曜日
１０：００～１４：００

東区地域福祉センター

95 特定非営利活動法人　まなびや

・障害児者への相談支援事業
・地域活動支援センターⅢ型
・障害児総合支援法に基づく自立支援事業
・学習会等

毎月第３土曜日　13：00～17：00

96 南相馬ボラバス応援隊

・ボランティアバスによる被災地訪問
・お茶会サロンの開設
・広報啓発活動「ふくしま、南相馬」の現状をひろしまに
伝える
・交流活動（物販活動、ボラバスへの避難者相乗り、招
待活動等）
・その他　「広島市ボランティア情報センター」と連携した

97 ボランティア鯉城の会

・障害者の介助
・広島市内の案内
・活動に必要な研修会（安心・安全を含む）
・情報交換

毎月第３水曜日　10：00～12：00 広島市社会福祉センター

98 シムラ病院　　泉の会

・ティーサービス　　　・傾聴、見守り
・花活け
・ピアノ演奏
・アロマセラピー

不定期

99 ＮＰＯ法人　つみきの会　広島支部
・年３～４回の定例会
・自閉症の子どもを持つ療育勉強会

１３：００～１７：００ 安芸区民文化センター

100 全国障害者問題研究会広島乳幼児サークル
・障害乳幼児に関わる研究集会等の開催や学習
研究活動
・機関紙の発行

毎月第２土曜日　10：00～13：00 心身障害者福祉センター

101 ＮＰＯ法人広島市観光アシスタント協会

・観光ボランティアガイド
・毎週日曜日に広島駅で地元ガイドと街歩き実施
・毎月第３土曜日市内周辺で街歩きガイドツアー
・夏期、冬期を除く第２土曜日にＪＲふれあいウォーク実
施

毎月第４月曜日
広島市まちづくり市民交流プラザ

102 広島県高齢者健康福祉大学校19期会
・地域各種活動への参加
・会員相互の情報交換と親睦
・研修会、見学会等の実施

毎月第３水曜日 広島市まちづくり市民交流プラザ

103 ヒューマン支援ネット

・男女共同参画社会推進事業
・福祉に関する事業
・キャリア形成に関する事業
・貧困に関する事業

毎月２・４水曜日12：00～17:00
広島市社会福祉センター
中区地域福祉センター

104 ＮＰＯ法人小さな一歩ネットワークひろしま

・自死遺族の分かち合い
・うつ症状がある方またはその家族の分かち合い
・自死遺族支援、自殺防止をテーマとする勉強会、セミ
ナー、シンポジウム
・個別カウンセリング

毎月第３土曜日
１４：００～１７：００

広島教会

105 アニマルセラピーＨ＆Ｍ

・動物による福祉施設への訪問活動
・セラピー犬・猫の適性検査
・セラピー犬・猫の訓練、指導及び広報活動
・各種イベントの参加

106 演劇ボランティア・サークルＬＯＡＧ

・老人ホームでの訪問演劇公演
・子ども演劇の指導
・子ども向け演劇・表現ワークショップ
・一般向けの有料演劇公演

毎月第２、４日曜日
ゆいぽーと、三篠公民館、中央公民
館

107 チャリティサンタ広島支部
・ご依頼家庭にサンタクロースがプレゼントを届ける事業
・児童養護施設等に訪問する事業
・その他子どもたちの健全育成に関する事業

毎月第１、３金曜日
２０：００～２２：００

その都度



団体・グループ名 活動内容 定例会の日時 定例会の会場

108 Little Hands
・外国籍の方対象手話通訳活動
・韓国手話通訳、学習会
・韓国ろうあ者との交流

不定期 事務所

109 ＮＰＯ法人中国帰国者・広島友好会

・保健、医療、福祉、社会教育、学校、文化、スポーツ
・中国帰国者の高齢化が進んでいる中、要支援・要介護
予防介護教室の開催
・書道、異文化、料理教室等老後を楽しく暮らしていける
活動の場の提供

110 仕事創出・親の会

・子どものひきこもり支援
・月１回の例会に親が参加し、ひきこもりの子どもの状況
の報告
・子どもの出来る行動を元に仕事の創出を行なう
・子どもが仕事を行なう自主性、選択性を尊重し、仕事を
行なう際の環境を整える

第１水曜日１７：１５～２０：００

111 はるかぜ日本語ボランティア

・留学生への日本語サポート
（広島市内５～６校の学校へ訪問し、日本語ボランティア
活動している）
・外国人への日本語サポート

不定期 不定期

112 ルシセラピー
・アニマルセラピー
・各イベント参加

不定期 不定期

113 こども食堂「きんちゃいごはん」実行委員会
・食事の提供
・交流企画（絵本の読み聞かせ、勉強サポー
ト）

毎月１回土曜日　11:30～13:30本覚寺


