
団体名 主な活動内容

ﾀｼﾞﾐﾏｼﾞｯｸｸﾗﾌﾞ 多治見マジック倶楽部 年間を通してﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ施設訪問

ｷｯﾀｸﾞﾘｰﾝｳｨﾝｽﾞ キッタグリーンウィンズ
多治見市内外の施設へ慰問。多治見市等のイベントへの参加。
週2回練習

ﾓﾘﾉｷｼｬｸﾗﾌﾞ 森の汽車倶楽部
ミニＳＬ運転会（ライブスチーム）
ミニＳＬの整備・点検・勉強会等

ｻｸﾗﾝﾎﾞ さくらんぼ 学習支援

ﾆｯｾｷﾎｳｼﾀﾞﾝｲｹﾀﾞﾌﾞﾝﾀﾞﾝ 日赤奉仕団池田分団 独居・寝たきり・施設訪問　神社清掃他

ﾁｮｳﾘﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾄﾏﾄﾉｶｲ 太平デイサービス トマトの会 調理ボランティア

ﾀｼﾞﾐｱｲﾊﾟーﾄﾅーﾉｶｲ 多治見アイパートナーの会
市の広報誌・議会だより・社会福祉協議会のふれあいの会独自の音訳と発送。
録音図書の製作。ｺﾆｭﾆﾃｨｰ支援事業の音訳。
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ﾆｺﾋﾒ 二胡妃女 老人福祉施設・公民館まつりなどでの演奏

ﾀﾆｸﾞﾁｼｬｺｳﾀﾞﾝｽﾄﾞｳｺｳｶｲ 谷口社交ダンス同好会
市主催のヘルシーパフォーマンスに参加。
月4回総合福祉センターで障がい者の方たちに車いすダンス指導をする。

ﾊﾗｳ・ﾌﾗ･ｵﾊﾅ ハラウ・フラ・オハナ フラダンスを曲に合わせて習得し、文化祭や公民館祭等で披露しています。

ﾀｼﾞﾐｼﾆﾎﾝｾｷｼﾞｭｳｼﾞﾎｳｼﾀﾞﾝ 多治見市日本赤十字奉仕団
寝たきりの方のお見舞い・独居の方のお見舞い・炊き出し練習・
多治見市防災訓練参加・ＡＥＤ・三角巾講習・モデル事業献血への呼びかけ

ｼﾜｹﾆｼﾞﾉｶｲ 仕分け虹の会
福祉センターに寄付されたﾍﾞﾙﾏｰｸ・古切手の整理計算をする。
ﾍﾞﾙﾏｰｸはﾒｰｶｰ別に仕分け点数計算し教育助成財団で換金・学校の施設・設備の購入に
使われる。

ﾈﾓﾄｱｲｷｮｳｶｲ 根本愛郷会 道路のゴミ拾い・河川の清掃・公園の草取り・花壇花畑造り

ｲﾊﾞｼｮ　ｴｲﾄﾞ ＩＢＡＳＹＯ　ＡＩＤ
自分に出来る事の新たな発見や、自分らしさに気づき自分を受入れ認めるきっかけと
なるよう個性・自分らしさを大切にした集団活動を居場所の提供を通して行っています。
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ｴﾝｹﾞｲﾌｸｼｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝｻｰｸﾙ 園芸福祉グループグリーンサークル

平成１７年より県病院玄関前の花壇を月１回園芸支援続けております。
平成１７年より聖十字病院ﾃﾞｲ希望の家の園芸活動を月２回継続しております。
その他地域のイベントを中心にグループで活動しております。
特養エバーグリーン・アルママータはじめ・第一陶技学園・発達支援センターひまわり・
児童館の園芸支援も行っております。
最近は、笠原小学校。市之倉小学校の花育の支援をはじめ多治見市の花いっぱい運動の推進
に力を入れております。

ﾀｷﾛﾀﾞｲｺｳｴﾝｱｲｺﾞｶｲ 滝呂台公園緑地愛護会
滝呂台周辺の三公園（北・冒険・花の丘）及びその周辺緑地の整備。
（草刈り・伐採・植樹など）活動の実施

ﾈﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳｱﾝｾﾞﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙﾀ
ｲ 根本小学校安全パトロール隊 旭ヶ丘第８町内会小学生の通学街頭指導

ﾀｼﾞﾐｼﾐﾝｾｲｼﾞﾄﾞｳｲｲﾝｵｰﾋﾞｰｶｲ 多治見市民生児童委員ＯＢ会 地域住民への福祉相談等

ﾀｼﾞﾐｼﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｷｮｳｶｲ 多治見市レクリエーション協会
レクリエーションインストラクター養成講習会の実施。
定例会と総会の開催。委託事業、協力事業、地域活動の実施。

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄｷﾞﾌｹﾝﾀﾞｲﾞ22ﾀﾞﾝ ガールスカウト岐阜県第22団

年長児（５才）から高校生までの少女の為の様々な体験活動集会を月２回行っている。
「自己開発」「人とのまじわり」「自然とともに」の３つのポイントを大切に資格を持った
大人の指導者のもとで様々な体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが提出され活動を通じて自己肯定感・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを
養い社会に役立つ女性を育成しています。
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ｸﾞﾛｳﾈｯﾄ グロウネット 毎月１回会報誌発行、地域の枠をはずした市民活動の紹介、支援、情報発信を行っている。

ｶｻﾊﾗﾊﾅｸﾗﾌﾞ かさはら花クラブ

多治見市緑化公園課の委託契約に基づき、春秋の２期の花苗の生産を行います。
緑化公園課の指示で種まきから育苗し、ポット出荷するシステムを取っています。
育苗ハウス付近の草取りと落ち葉の掃き掃除。トイレ付近の花壇も合わせて剪定。草取り管
理を行っている。２７年度春と秋の２期にわたり笠原小３年生２クラスの花苗支援を２８
年。
市之倉小学校美会員の種まき鉢上げ支援。清流の国ぎふ花き戦略会議の事業として、
多治見市池田小学校の４年生のスミレの種まきを支援した。

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ たんぽぽクラブ 利用者の話相手。手芸の手助け等

ｺﾌﾞｼﾉｶｲ こぶしの会
聞こえに不自由な方に身の回りの情報やより豊かなコミュニケーションを得るための
サポートを提供。筆談サポータの普及

ﾗｸｼｮｳｶｲﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾂﾄﾞｳ 楽生会ボランティア活動

中央公園・児童公園・集会所周辺・空き地・道路と谷境界の竹柵修繕・草刈り・清掃。
町内菜園で作物栽培と収穫物の町内各戸への配布。
健康体操・カラオケ・お茶コーヒー会・絵手紙・マージャン・ハイキングなど住民参加促進
と指導・世話活動・町内会主催の夏祭りに協賛参加・子供会と芋ほり・芋煮会など世代間コ
ミュニケーションの促進。

ｱｼﾞｻｲﾉｶｲ あじさい会
1、町内会主催の行事への参加。
2、老人の慰問
3、町内美化清掃。
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ﾈﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳﾂｳｶﾞｸﾛｱﾝｾﾞﾝ
ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾀｲ

明和町根本小学校通学路安全パトロール
隊

根本小学校通学路（明和等に町内会内）の防犯パトロール

ﾒｲﾜｽｶｳﾄﾀｲ メイワスカウト隊
1、町内の美化清掃
2、高齢者宅の草取り清掃
3、町内行事への参加

ｹｲﾁｮｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾎｴﾐ 傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　ほほえみ

介護保険利用者の中で家事援助以外の援助（こころのｹｱ）が必要な高齢者の家庭を
二人一組で訪問し、月に２回程度、１時間位の「傾聴」を行います。
また、社会から孤立する傾向にあるよう支援者の見守りを兼ねて家庭を訪問し、介護予防を
目的とした傾聴を行います。

ﾊｯﾋﾟｰﾊﾟｯﾋﾟｰ ハッピーパッピー お喋り会　ヨガ　交流分析等　勉強会

ﾔﾖｲｶｲ やよい会 銭太鼓踊り、童謡（利用者さんと一緒に歌う）、手遊び　遊びリテーション等

トクテイヒエイリホウジン
タジミヒナタボッコ

NPO法人　多治見ひなたぼっこ　たいよ
うの会

・障がい者サロン（ひまわりサロン）月１回
・夏休み障がい児の活動４～５回
・日曜日の成人式の集まり３～４回
・障がい児の託児

ｻﾝｼﾞｭｳﾊｯｸ　ﾎﾞｳｻｲﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ３８区防災ボランティア 多治見市立滝呂小学校の通学路に立ち安全誘導や安全確保の見守りボランティア
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ｺﾓﾝｼﾞｮｦﾀﾉｼﾑｶｲ 古文書を楽しむ会
池田町屋郷土資料館所蔵の古文書を解読し文書化する。製本後は図書館へ。市図書館郷土資
料室保管の古文書を分類・整理する。

ﾀｼﾞﾐｵﾔｺｹﾞｷｼﾞｮｳ 多治見おやこ劇場

年4回の子供の年齢にあった舞台鑑賞・サークルを中心とした自主活動・例会活動・
おやこまつりなどの自主活動・舞台鑑賞の事前・事後交流会
キャンプ　親子まつり　例会づくりなどの自主活動
舞台鑑賞の事前交流会と事後交流会

ﾀｼﾞﾐｶﾝｺｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ 多治見観光ボランティアガイド 観光案内及び市内イベントのお手伝い

ｲﾁﾉｸﾗﾁｲｷﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 市之倉地域福祉協議会
地域福祉・介護予防出前教室開催
・講演会・研修会開催
・市之倉地区のサロン情報交換会開催

NTT.OB ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻーｸﾙ
ﾔﾏﾋﾞｺﾉｶｲﾀｼﾞﾐ

NTT.OB ボランティアサークル
やまびこの会多治見

不法投棄物の収集・収集不可能物の調査並びに市役所への連絡。

ﾀｼﾞﾐｼｾｷｼﾞｭｳｼﾞﾎｳｼﾀﾞﾝｶｻﾊ
ﾗﾌﾞﾝﾀﾞﾝ 多治見市赤十字奉仕団笠原分団

かさはら陶生苑清掃奉仕月２回年間を通して２４回
・笠原保育園　子育て支援センターの手伝い年間３～４回
・笠原町災害救護ボランティアに協力行事
・地域社協行事協力
・日赤本部研修・消防救急救命講習・親睦会・その他
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ｶｻﾊﾗｺﾄﾋﾒｶｲ 笠原琴姫会 大正琴演奏

ﾀｼﾞﾐｺｳｸｳｹｱｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾈｯﾄ 多治見口腔ケアグループはねっと
平成９年より市内の介護施設の口腔ケアボランティアを始める。
施設を利用している高齢者・障害者（児）を対象に口腔ケアを実施

ﾀｼﾞﾐｼﾞｹｲﾀﾞﾝ 多治見自警団 企業とその周辺地域内の的巡回、防犯意識の啓発、夜間巡回パトロール

ﾀｼﾞﾐｼｶｻﾊﾗﾁｮｳｻｲｶﾞｲｷｭｳｴ
ﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 多治見市笠原町災害救援ボランティア

笠原町内における災害発生時に速やかに住民救護対応ができるよう、それぞれの役割分担・
連絡体制・生活支援活動等目的とする。

ｶｻﾊﾗｺｳｸｾｲｼｮｳﾈﾝﾏﾁﾂﾞｸﾘｼ
ﾐﾝｶｲｷﾞｱｵｲﾛﾊﾟﾄﾛｰﾙ

笠原校区青少年まちづくり市民会議青色
パトロール

自動車に青色回転灯を搭載し、ボランティア活動で地域の犯罪・事故・災害等を地域の
皆さんの関心を高める。

ﾏﾏｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄ Mama’sぽけっと 母親の診察時や自動車免許の習得の為の託児。親子活動中の託児

ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄｳｨｯｼｭ ヒューマンサポート　WISH
親や関係者向けに月１回の定例会
（数年に１回）不定期・講演会・講座の開催
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ﾏｴﾔﾏﾊﾟﾄﾛｰﾙﾀｲ 前山パトロール隊 児童の登下校時に隊員が当番を組んで、通学路に立ち、安全を見守っている

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ　ｸﾛｰﾊﾞｰ アンサンブル　クローバー マンドリン他の演奏で施設等の訪問・慰問を行う。

ﾀｼﾞﾐｼﾎﾞｳｻｲﾈｯﾄﾜｰｸ 多治見市防災ネットワーク

地域防災活動の重要性と防災力向上
地域活性化及び住みよい地域づくり
災害ボランティア（コーディネーター）
被災地支援
救命処置の普及と応急手当・救護ボランティア
他地域おの連携活動とネットワークづくり
ＡＥＤ活用の普及

ｵﾘﾍﾞﾏｼﾞｯｸｸﾗﾌﾞ おりべマジッククラブ 施設・高齢者・児童当に日頃の練習の披露を行う。

ﾎｸｴｲﾁｲｷﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 北栄地域福祉協議会

支援事業（朝市開催・草刈り・剪定）
サロンの開設（出張サロンなど）
多世代交流ﾐﾆ講座の開催
地域情報収集・発信
相談事業

ﾒｲﾜﾎﾞｳﾊﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙ 明和防犯パトロール

毎月第一・第三金曜日の夜（19：30～20：30）に２班に分かれ当日に定めたコースを
各自パトロールベストを着用し赤色ｼｸﾞﾅﾙ棒とﾄｰﾁを点灯し、町内を巡回。防犯灯による
道路の明るさ具合の点検、公園、児童ｾﾝﾀｰ、幼稚園敷地周囲、空き家等で不審者や子供の
夜遊び等を監視、出会う人々に「声かけ」「挨拶」を励行している。
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ｿｳｺﾞｳｵﾓﾁｬﾋﾞｮｳｲﾝ 総合おもちゃ病院
おもちゃドクターの養成とともにおもちゃ病院開設の手助けや、その後のフォローを行う。
おもちゃ病院では対応出来ないおもちゃの修理や操作の手助けを行う。地域のイベントにも
協力する。

ﾀｼﾞﾐミニﾃﾂﾄﾞｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ たじみミニ鉄道ボランティア 地域との連携によりミニ鉄道の会場の設営と運行又は、協力を行う。

ﾀｼﾞﾐｵﾓﾁｬﾋﾞｮｳｲﾝ たじみおもちゃ病院
各施設を利用させて頂き、定期的に「おもちゃの修理」活動を行う。
イベントなどにも積極的に参加。

ﾀｼﾞﾐｵｳｷｭｳﾃｱﾃﾌｷｭｳｶｲ　ﾀ
ﾙﾎﾞ 多治見応急手当普及会　TARVO

指導員講習修了者の育成　普及員講習会開催のお手伝いと講師補助。
救急講習の普及と会員相互の技術向上。市内の各種マラソン大会へのＡＥＤステーションの
設置。
年数回の募金　毎年６/第２（日）の技能更新講習受講。

ﾄｳﾉｳｴﾘｱｴｺ 東濃エリアエコ
既に実施されている環境保全活動等の好事例を学び社会全体への水平展開を図る。
地域で開催される環境フェアーにブース出展など積極的に参画し市民への啓発を図る。
地域で活動している諸団体と連携を図る。

ﾐｽﾞﾄｶｲﾄﾞｳﾄｳﾉｳｾｲﾌﾞｶｲ 「水と街道」東濃西部会
生田川・土岐川等の遊歩道整備、清掃、植樹活動など道路　河川周辺の自然環境保全等
奉仕活動。
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ｶｻﾊﾗﾓﾘｼﾀｺｳｴﾝｦｳﾂｸｼｸｽﾙ
ｶｲ かさはら森下公園を美しくする会

①公園道路の清掃及び草刈り並びに立ち木の剪定
②公園内のベンチの修繕
③公園内のツツジの保護
④公園内での善導
⑤上記以外の周辺環境整備

ﾀｼﾞﾐｦｳﾂｸｼｸｽﾙｼﾐﾝﾉｶｲ 多治見を美しくする市民の会 市内全域の清掃活動

ﾊﾁｸｶｲ 葉竹会
年４回の誕生会で食事
ビンゴゲームの余興等　新羅神社での清掃を毎月
総会時は、酒と食事や余興等

ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｷﾞﾌｹﾝﾀﾞﾝｼｭ
ｶｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ NPO法人　岐阜県断酒連合会

広く一般市民に向け酒害が及ぼす様々な事故、事件の予防と知識の普及。
岐阜県東濃保健所健康増進課及び多治見市保健センター健康緒福祉課の委託を受けての活動
です。
・酒害被害（酒害に巻き込まれた家族）「毎週金曜日午後７時～９時迄」

ｲﾁﾉｸﾗﾓﾘﾂﾞｸﾘﾌﾞｶｲ　ﾂﾂｺﾞﾔﾉ
ﾓﾘ 市之倉森づくり部会　筒小屋の森 森林整備

ﾀｼﾞﾐﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰﾕｳｼﾉｶｲ

（ﾊｲﾗﾝﾄﾞ）

たじみロードサポーター有志の会（ハイ
ランド会）

市道県道の沿道脇の草刈り・ゴミ拾い



団体名 主な活動内容

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄｹﾝｷｭｳｶｲ ダンボールコンポスト研究会
ダンボールコンポストを普及する講習会を行う。毎月１回総合福祉センター、
毎月１回公民館、希望する方が５名以上集まれば指定された場所。
アフターケアにも力を入れる。設置型コンポストや木枠コンポストの普及にも努力する

ｲｺｲﾉﾊﾞ　ﾔｺｱﾝﾄﾞﾓｺﾉｲｴ 憩いの場　やこ＆もこの家
子どもとその保護者等を会員とする食事の提供と困りごと相談を受け孤立を予防する。
年間を通して畑で野菜づくりを共に行いその食材を使って共に調理する子供食堂を月１回
実施する。

ﾈﾓﾄｺｳｸﾁｲｷﾘｮｸｺｳｼﾞｮｳｽｲｼﾝ
ｶｲｷﾞ 根本校区地域力向上推進委員会

1、防災G：日本一防災意義の熱いまちづくり
2、地域交流G：誰とでも話ができる町づくり
3、高齢者・障がい者Ｇ：ふれあいで安否確認が自然にできる町づくり
4、子供・子育てＧ：子育て、親育ち・子供が生き生きと活きる町づくり
5、防犯Ｇ：日本一防犯意識の熱い町
6、自然・生活環境：歴史や自然を大切にする町づくり。

ﾎｸｴｲﾎﾞｳﾊﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙ 北栄防犯パトロール 北栄地域旭ヶ丘８丁目・１０丁目を中心とし巡回

ｺｹｲｻﾞﾝﾉｻﾄﾔﾏﾂﾞｸﾘ 虎渓山の里山づくり

虎渓山の整備と里山の再生活動。
①遊歩道の整備
②林木・倒木の整備
③明治古道の整備
④竹林の整備

ﾀｼﾞﾐｼﾎﾞｼｶﾌﾌｸｼｶｲ 多治見市母子寡婦福祉会 多治見市母子父子寡婦福祉会売店　母子　父子　寡婦の役員会　コミュニケーション



団体名 主な活動内容

ｷﾞﾌﾀﾀｲﾈｯﾄ 特定非営利活動法人ぎふ多胎ネット

・妊娠期から出産、育児のそれぞれのステージのニーズに合った多胎支援メニューの提供
・多胎家庭の現状と支援の必要性を社会に啓発。
・多胎支援を担う人材の育成。
・多胎に関する情報の収集　管理　発信。

ﾀﾀｲｼﾞｻｰｸﾙﾐﾄﾞﾌｧﾄﾞ 多胎児サークル　みど・ふぁど
役員会（１回/月）で行事を決めながら活動。
未就学児・園児・小学生・中学生以上のグループ毎で活動したり全体で活動したりする。
運動会・クリスマス会・お泊り会・ケーキモーニング・リトミック等

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄﾀｼﾞﾐｷｮｳｷﾞｶｲ ボーイスカウト多治見協議会
定例会→隊集会・隊ｷｬﾝﾌﾟ等毎月第３土日
４月緑の募金・わんぱく祭り　５月多治見陶器祭り奉仕（献血キャンペーン）
９月ｽｶｳﾄの日（市内清掃奉仕）　１１月多治見祭り　　１２月歳末募金運動

ﾀｼﾞﾐﾁｸｺｳｾｲﾎｺﾞｼﾞｮｾｲｶｲ 多治見地区更生保護女性会

登校時のあいさつ運動
社会を明るくする運動と中学校訪問（しおり贈呈）
夕食提供支援（岐阜市洗心の家）
子育て支援活動

ｺﾞｶﾝｹﾝｺｳﾎｳｽｲｼﾝｲﾝ 五感健康法推進員
軽い体操　寄せ植え等の園芸
脳トレ　小物づくり　折り紙他

ﾀｷﾛﾁｮｳｼﾞｭｳﾆﾁｮｳﾒｾｰﾌﾃｨｸ
ﾗﾌﾞ 滝呂町１２丁目セーフティクラブ

1、滝呂小・中学校児童生徒の登下校安全サポート
2、町内安全パトロール（随時・不定期）
3、夏季・冬季の町内特例安全パトロール
4、関係機関の協力を得て町内の防犯点検
5、警察等が実施する防犯イベント等への参加



団体名 主な活動内容

ｳｻｷﾞﾉｶｲ うさぎの会 勉強会、親睦、昼食会

ﾀｼﾞﾐﾌﾟﾚﾊﾟｰｸﾗﾌ たじみプレパーク楽風
冒険遊び場として木工遊び・森の散策・火育・ハンモック・隠れ家作りなどの自主的な子供
と大人の遊びを楽しめる場の提供。

ﾊﾋﾟﾈｽﾄ
MINOホストファミリーの会「ハピネス
ト」

ホームステイ　ホームビジットの受入

ﾖｳｾｲﾁｲｷﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 養正地域福祉協議会
子どもからお年寄りまで、誰もが住み慣れたこの町でいつまでも仲良く安心して暮らして
いけるような助け合いの町づくりを目指す組織です。
養成校区青少年まちづくり市民会議と連携していきます。

ﾖｳﾔｸﾋｯｷｻｰｸﾙﾌﾀﾊﾞ 要約筆記サークルふたば 学習会・交流会、要約筆記通訳の啓発活動　その他、目的達成のための必要な事業

ｱﾄﾋﾟｯｺﾌﾞｳﾜﾉｶｲ アトピッ子　ぶうわの会 食物アレルギーの勉強をしながら悩みを相談しています。

ﾀｼﾞﾐｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ
ＴＡＪＩＭＩ　ＣＨＯＩＲ　ＪＡＰＡＮ
多治見少年少女合唱団

赤い羽根募金の取り組み
老人施設や病院などへの慰問
チャリティーコンサートの開催



団体名 主な活動内容

ｱｻﾋｶﾞｵｶｷﾚｲﾆｼﾀｲ 旭ヶ丘きれいにし隊 住宅周辺の草刈り・清掃

ﾀｼﾞﾐﾃﾝﾔｸﾄﾓﾉｶｲ 多治見点訳友の会
点字カレンダー・視覚障がい者協会からの依頼文・点字講習会・行政からの文書の依頼・
書籍の点訳・自立支援法による障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ・その他

ﾀｼﾞﾐﾆｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｲﾝﾀｰｱｸﾄ
ｸﾗﾌﾞ 多治見西高等学校インターアクトクラブ 施設慰問、募金活動、地域清掃活動、児童保育体験ほか

ｲﾁﾉｸﾗﾀｽｹｱｲｻﾎﾟｰﾀｰ 市之倉助け合いサポーター 独居高齢者や高齢者世帯の家具・家財の移動や固定などの転倒防止支援

ﾀｼﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸｼﾞﾑｼｮ 多治見土木事務所
環境美化（道路美化、花木植栽維持、道路施設清掃等）、
道路情報提供（落石、穴ボコ、交通安全施設等の道路情報）、まちづくり提言等

ﾘｯｼｮｳｺｳｾｲｶｲﾀｼﾞﾐｼﾌﾞ 立正佼成会多治見支部
優ヶ丘授産所ボランティア・施設の介助
施設の介助

ｲｹﾀﾞｼﾞﾝｼﾞｬｿｳﾀﾞｲｶｲ 池田神社総代会 祭等とその準備・神事・後片付け他（平日の行事）



団体名 主な活動内容

ｲｹﾀﾞｺﾄﾅｼｮｸﾄﾞｳ 池田ことな食堂
会員が作る食事を地域の人と一緒に食べたり子供たちの遊び相手・話相手まなび相手と
なったりする。

ﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰﾜｷﾉｼﾏ ふれあいセンター　わきのしま
災害時におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ構築の組織作り。情報収集により知識取得。
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの育成。

ｺｸｻｲﾄｳｼﾞｷﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員
会

国際陶磁器フェスティバル美濃でのボランティア活動

ｼｭﾜｻｰｸﾙｷｷｮｳﾉｶｲ 手話サークル桔梗の会
手話学習・ろう者との交流会・納涼会（８月）クリスマス会（１２月）お楽しみ会（３月）
その他として学習の中でのゲーム(手話を使って）ろう者のﾐﾆ講座・他団体との交流・行事
参加等も行っております。

ｳｴﾊﾗﾁｮｳｼﾞｭｶｲ 上原長寿会
小中学校　生徒・児童の見守り活動
花いっぱい活動

ﾌﾚｱｲﾈﾓﾄ ふれあいねもと
相談事業（窓口開設）　支援事業（高齢者・弱者の家事支援・学童の保育のｲﾍﾞﾝﾄ支援・
障がい者イベント支援・子育て支援）　毎月広報発行

ｹﾝﾘﾂﾀｼﾞﾐﾋﾞｮｳｲﾝ 岐阜県立多治見病院
・総合サポート
・花壇の整備
・緩和ｹｱ病棟でのイベント



団体名 主な活動内容

ﾀｼﾞﾐｼﾔｸｼｮｷﾗﾒｷﾀｲ 多治見市役所きらめき隊 現在は年に5回程度、市有地の除草や枝切りを実施しています。

ｲﾁﾉｸﾗﾁｲｷｼﾝｺｳｶｲ 市之倉地域振興会　ボランティア部
町内行事参加・手伝い
町内山林　保全整備

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾏｧｰﾙ 特定非営利活動法人　まぁーる
子育て家庭支援事業　地域活性化事業
地域活性化事業

エムピーシー ＭＰＣ（南姫振興委員会） 区体育行事・その他の行事のサポート・地域施設・学校等奉仕作業

ﾀｼﾞﾐｼｮｳｶﾞｲｼﾞｼｬｶｿﾞｸｶｲｴﾝ
ｼﾞｪﾙ 多治見障がい児（者）家族会エンジェル

障がい児（者）やその家族が悩みを相談しあったりする場。又、暮らしやすい地域づくりを
目指し他の地域と交流を深めたり勉強会を企画したりしています。
時に市や県に要望書を出し現状を伝えます。

ﾖｳﾉｶｲ 耀の会

障がい者（児）と家族のIT支援：デイジ―化
・特殊ソフトを使用しての研修会：講習会・支援
・相談活動（パソコン購入前に目的に合わせ）
・コーディネート（諸々機関の活用　各種支援の方法等）
デイジー化に向けての研鑚（障害による個々の要望）



団体名 主な活動内容

ｾｲｶｺｳｸｾｲｼｮｳﾈﾝﾏﾁﾂﾞｸﾘｼﾐ
ﾝｶｲｷﾞ 精華校区青少年まちづくり市民会議 スポーツ支援、親子工作、夏祭りなど

ｼｬｷｮｳﾀｼﾞﾐﾊﾋﾟﾈｽ 社協たじみハピネス 福祉施設やイベントで元気な声をお届けする活動を行っています。

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｻﾞｲﾀｸ
ｼｴﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾐﾝﾅﾉﾃ

特定非営利活動法人在宅支援グループみ
んなの手

ホームヘルパー事業、口腔衛生指導に関する事業、介護リフレッシュサービス事業、
地域住民の交流事業、研修、啓発、広報事業など

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾏﾏｽﾞｶ
ﾌｪ 特定非営利活動法人Mama's　Café

親子居場所提供事業（親子カフェ）
イベント事業　物販事業　託児事業　ファミサポ事業


