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いぶき会 施設見学を随時受入可能。作業所周辺の清掃活動。

癒しのハガキ絵同好会
高齢者や病気の方にハガキ絵を送り、心を癒してもらう活

動を行っています

歌声ひばり
高齢者施設、地域サロン等に出向き、なつかしい歌を会場

の皆さんと一緒に歌う活動を行っています

あしたの支援室

学習や生活に何らかの困難を抱えた子どもを対象に、学習

支援、おやつづくり、絵本や紙芝居の読み聞かせ、居場所

づくりを行っています

NPO法人　アスペ・エルデの会　岐阜支部　にじの会
発達障がいの子どもや成人のワークショップや、学習会を

行っています

いきがいづくりボランティア研究会 たんぽぽ
高齢者施設を訪問し、習字指導、レクリエーション活動、

車椅子の清掃、傾聴等を行っています

大垣市レクリエーション協会
レクリエーション活動の普及振興のための活動や青少年健

全育成、まちづくり活動等を行っています

大垣市赤十字奉仕団
災害時の救護活動、献血活動、救護法の普及活動、社会福

祉活動など人道的な諸活動を行っています

OSアンサンブル“風”
尺八・ハーモニカ・ピアノ（キーボード）の演奏を行って

います

大垣140ビデオ同好会

会員の撮影した作品を観る、見せる、観てもらう等、観賞

を目的とする例会を開催し、作品制作意欲向上を目的とす

る

大垣市視聴覚教育連絡協議会

視聴覚教育の普及のため撮影・編集技術を磨き、各種行事

に参加協力し、映像化する。また、県コンクールに提出し

ている。

大垣手話サークル
手話通訳、手話講習会への協力、聴協の行事、事業への参

加、手話の学習、聴覚障がい者との交流等を行っています

大垣地区更生保護女性会
更生保護に係る啓発活動・施設慰問・保護司会およびBBS

会奉仕活動への協力・会員の研修等を行っています

大垣点訳グループ　愛盲会

地域の視覚障がい者支援として、点訳（広報おおがき、市

の定期刊行物、図書）及び配布、視覚障害者のサポート、

岐阜盲学校へ寄贈の手でさわる絵本づくり等を行っていま

す
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大垣理科ラボ・サークル

理科（科学）大好きな子どもを育てると同時に21世紀の

「地域のものづくり産業」を支える子の育成をめざす。平

成18～23年まで科学技術振興機構の事業に参加。その後国

立青少年教育振興機構の事業に参加。

おもちゃ病院おおがき
玩具の修理や再生を通して物を大切にする心を育てていま

す

NPO法人　岐阜県園芸福祉協会　西濃支部
心身の安らぎを得ることができる花や緑の園芸を施設訪問

等を通じてボランティア活動を行っています

岐阜西濃断酒会

アルコール依存症者とその家族による自助グループ、岐阜

県精神保険センターの依頼にて、仲間とともに酒害相談活

動を行っています

岐阜盲ろう者友の会　大垣支部
目と聞こえ両方に障がいのある盲ろう者の方への福祉増進

を図り社会参加と自立を促進しています

音訳奉仕グループ　つばくろ
視覚障がいの方々のため、主に市の広報紙、市議会だよ

り、社協だより等の広報の音訳活動を行っています

凱山吟詠研究会
伝統芸能、詩吟を広めるとともに、対象者に楽しんでもら

えるよう工夫し活動しています

歌謡楽団　てるてる座

てるてる座は、座員が各自仕事を持ちながら、老人施設の

慰問や老人会のイベントなど、昭和の名曲歌謡ショーを

行っています。大垣市のイベントに参加したり、各種お祝

いごとのパーティーや、温泉施設でもショーを行っていま

す

健康づくり友の会　大垣

いきいきサロン、高齢者施設等へ出向き、元気の出る体操

やマジックなど、毎日の生活が元気でいきいきと活動でき

る健康づくりをしています

コーラスどりーむ
高齢者や子どもを対象にボランティア、コーラス活動を

行っています

児童文化研究会みつばち 手作り人形劇等の公演活動を行っています

キャスト
介護施設などへのレクレーション・行事への参加

他ボランティア団体への支援

熊さんの会
道路（国道21号線・県道４１７号線）等の清掃活動、久瀬

川等の除草活動を行っています

傾聴ボランティア　水都３３ずく
介護施設や高齢者宅において傾聴ボランティア活動を行っ

ています
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たけのこ
養老鉄道の無人駅の清掃、介護施設の車椅子の清掃や点検

整備、イベント支援等を行っています

団塊世代の会・大垣

団塊世代やそれに前後する世代の会員で、これからの人生

後半の生き方いきがい探しを、勉強会を通じて会員相互の

親睦を図りながら地域社会への貢献に応えられる市民活動

と協働社会の創造に寄与することを目的としています。主

体事業：大垣キャンパスの開催（社会に貢献する人たちに

学びと活動の場を提供する）

NPO法人　地域の福祉をささえる会

認知症を理解しより良い対応の仕方を知っていただくた

め、寸劇を交えた講座開設、高齢者や障がい者を対象とし

た支援活動等を行っています

手話サークル　鳩の会
手話通訳活動・ろう者を交えコミュニケーション向上のた

めの勉強会を行っています

スウィート　アロハ
ハワイアンバンドとフラダンスによる施設訪問等を行って

います

NPO法人　清爽力

高齢者・障がい者施設を訪問し、作業補助やレクリエー

ションボランティアの実施、公園の清掃や街の美化活動を

行っています

にこにこコアラ
月1回第3火曜日に、総合福祉会館において子育てサロンを

運営しています

日本車椅子レクダンス協会

車椅子ダンスの普及を目的に、老若男女、高齢者、障がい

者を問わずレクダンス活動を行っています。公共行事に参

加しています。

認知症の人と家族の会　岐阜県支部　西濃大垣部会
認知症の方や家族、支援者への相談や情報交換、交流を

行っています

点訳ネットたまいと

月刊誌「ラジオ深夜便」や郷土に関する本等の点訳活動、

市の福祉事業への参加協力、技術向上のための点訳活動等

を行っています

NPO法人　ナルク大垣
会員同士による協働奉仕活動のほか介護施設や病院などで

ボランティア活動を行っています

南部民踊同好会
全国各地の民踊を踊りながら、高齢者施設等の訪問を行っ

ています

ハイビジョン大垣

ビデオ撮影、編集技術の向上を図りながらの映像作品づく

り、各種行事やイベントの記録撮影をボランティア活動と

して行っています
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ふるさと大垣案内の会

大垣市民を始め大垣市へ訪れる観光客の皆さんに大垣の歴

史、文化、産業、史跡の案内をしたり、大垣の活性化を

願って市、各種団体の行事に参加協力したりしています

ふるさと大垣を楽しく知ろう会

大垣の歴史や文化を楽しく学ぶため、オリジナルの媒体

（紙芝居、画像のプレゼンテーション、腹話術、玉すだ

れ、寸劇、おおがき昔話の読み聞かせ、手話や英語による

大垣紹介等々）を駆使して、学校や地域の集会へ出前講座

を実施しています。

フレンドリー

高齢者の生きがいづくりや地域づくりを目的として、各施

設を訪問し大正琴演奏、日本舞踊で楽しんでいただき、新

進の健康づくりに役立つ活動をしています

パソコン情報保障おおがき

聴覚障がい者や人の話が聞こえにくい高齢者の方を対象

に、話し言葉を文字で表示する「文字通訳」（情報保障）

を行っています。関連活動として、映像等への字幕付等も

行っています

ふうせんかずら
折り紙、クラフト、音楽療法、レクゲーム、福祉体操等を

通じて施設訪問活動を行っています

ボランティアすぃとぴー
①福祉ボランティアとして　②視覚障がい者とのかかわり

③ボラ連の中で施設支援部会に所属し活動しています

ボランティア微助人

高齢者を対象に傾聴ボランティア活動、支援を必要とする

人への短期的なつなぎ支援（ちょこっと手伝い、外出付き

添い）を行っています

NPO法人　まち創り
ボランティア活動、市民活動や市民活動団体の支援を行っ

ています

防災支援ネットワーク
防災・減災活動として出前講習会の開催や、災害地ボラン

ティア活動、大垣市総合防災訓練の応援等を行っています

防災チュウチュウ隊
防災に関する知識を学び、減災の啓発活動を楽しく広める

ため、寸劇やファッションショーを舞台で披露しています

炎の会 孟宗竹の伐採と竹炭の生産等

みかんクラブ
フリーカウンセリングを実施 不登校の子ども・親の傾聴

障がい者・老人。フィットセラピー。
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あすなろの会

大道芸（皿回し・バナナの叩き売り等）、ハーモニカ、バ

ルーン、踊り(伊予万才)、銭太鼓、腹話術等を行っていま

す

荒崎校区青少年育成推進員会
荒崎地区の青少年育成活動を行っています。パトロール、

地域行事協力、研修活動、啓発活動をしています

荒崎地区防災士会
校区での防災啓発活動、自己研修活動、地域住民の防災意

識調査及び広報活動、地域行事に参加しています

青野ふるさと福祉村
ひゃくえん喫茶「みのる」、高齢者を囲む会、青野子育て

サロン、地域の見守り活動等を行っています

みんなの未来をつくる会

発達がゆっくりなこどもを育てているママ達が共に学び共

に生きるを目指し活動（講演会、ワークショップ、勉強

会）

朗読劇ニングルの会
高齢者施設やいきいきサロン、子どもを対象に朗読劇や読

み聞かせを行い、平和の尊さや命の大切さを伝えています

いずみ大正琴クラブ 大正琴の演奏を行っています

イデアーレ フルート演奏（キーボード）幼児から高齢者対象

WING（ウイング） ホームステイの受け入れ等国際交流を行っています

いき粋墨俣創生プロジェクト
墨俣脇本陣を活用したまちづくり活動（つり雛づくり）を

行っています

いこいの家コーヒーサロン100
地域の高齢者を対象にいきいきサロン（金山彦神社境内内

の公民館）を行い、憩いの場の提供をしています

嬉しがり屋　行時・千代和

年齢に関係なく「日本の歌百選」を中心に、遊び唄やアニ

メソング、伝承歌謡も交え、コミュニケーションの楽しさ

を、唄で伝えて交流しています

NTT・OBむすびの会

①ひまわり学園での清掃活動

②福祉会館での古切手整理

③かわなみ作業所で障がい者の方々との生産性向上の作業

大垣オカリナの会「ほほえみ」 オカリナ演奏を行っています
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（公財）大垣国際交流協会
地域住民の国際交流・国際協力活動を推進する事業や在住

外国人市民支援活動事業等を行っています

大垣視覚障害者福祉協会 視覚障がい者の福祉向上のため活動を行っています

大垣市環境市民会議
環境講座講師、水質調査、畑作業、公園管理などを行って

います

大垣市金生山化石館サポートスタッフ

大垣市食生活改善協議会

大垣ジュニアリーダーズクラブ

地域で和太鼓演奏を行っています

大垣市立図書館「おはなしコーナー」、小学校、幼保園で

の絵本の読み聞かせ等を行っています

読書普及活動として、幼稚園、小学校の依頼による訪問活

動

日常生活で気軽にできる有酸素運動、体操、福祉レクリ

エーションやJ-POPダンス等を行っています

ごみべらしの助っ人運動

歴史民俗資料館およびその周辺のボランティアガイド等や

事業補助を行っています

例会、水門川を中心に都市美化運動をしています

地域貢献活動をしています

交通遺児を対象とした事業を行うなど

大垣市や周辺地域のママのための支援を行う

かえっこバザーを行い、おもちゃや服のリサイクルを行う

化石館事業の補助、館内外の清掃を行っています

地域において子どもから高齢者までの健康な食生活が実践

できるよう幅広い食育活動と世代別に生活習慣病一次予防

としての料理教室。

地域の子ども会、インリーダー育成、研修会等を行ってい

ます。リーダースクール（年3回）企画運営

カフェデモンク

大垣麋城太鼓

お話の会「大きな樹」

かがやきUP体操クラブ

大垣市生活学校

大垣市歴史民俗資料館友の会サポートスタッフ

公益社団法人　大垣青年クラブ

大垣竹の子会

大垣パピママくらぶ

患者様へのティーサービス、傾聴をしています
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かまくら支え合いの輪

上石津町しらゆり会

上石津町VYS

コーラスふみ

子育てエンゼル会

しもみや雑技団

健康ラボ　楽らく広場

コスモスの会

（特）岐阜ダウン症の会ピュア

金生山ゆうすげを育てる会

グループ　星

川並校下青少年育成推進会

健康麻雀ぎふＨＣ

岐阜県身体障害者福祉協会大垣支部

岐阜県理容生活衛生同業組合大垣支部

困りごと支援（電球交換、草取り、ゴミだし、簡単な大工

仕事、

清掃整理、家具等の移動固定）

障がい施設支援、デイサービス慰問、食事サービス等をし

ています

高齢者施設・保育園・乳幼児・利用者とふれあい・イベン

トのスタッフをしています

通学路のパトロール、ホタルの飼育、シイタケ菌打体験、

さつまいも栽培

老人施設・老人クラブ・いきいきサロンで童謡・唱歌昔の

流行歌を演奏しています。歌詞を掲示しみんなで歌っても

らっています

高齢者の方を対象に、合唱や大正琴、ミュージックベル等

を使用した音楽演奏活動を行っています

大垣市文化財ゆうすげの保存に関する検討、維持・繁殖・

保護活動をしています

高齢者施設、サロン、学校等で漫談（袋小路まさまろ）、

落語（司馬艶鳳シバエンホウ）民謡、童謡、唱歌等を披露

し、楽しんでいただけるような活動をしています

健康に関する楽しく続けられる講座を開催。地域の方がい

きいきと集える場所づくり。つぼ（東洋医学・理学療法

士）、笑いヨガ、脳トレ。

健康マージャンを多くの市民に普及させ、健康・いきがい

作りに寄与する。

身障手帳を取った人に社会参加をうながし場を提供してい

ます

施設入居者への散髪を行い、理容奉仕活動をしています

ダウン症児、その家族対象に療育支援等を行っています

子どもを対象に託児保育を行っています

保護者の研修の講師等の活動

皿回し、南京玉すだれ、ジャグリング、ひげダンス、楽器

を使った合唱、座布団回し、ハーモニカ演奏他

会場全員参加型レクリエーション
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テツ＆トマト

テツ＆ミニトマト

NPO法人　土地と住まいの安心ネット

清流のくにぎふ女性防災士会

千友さくら乙女会

奏楽～ＳＯＲＡ～

大正琴サークル琴音

多良歴史回廊案内の会

獣害柵・除草環境保全会

墨俣手話サークル

すのまたまちづくり倶楽部

セーノーどっこいしょ

（特非）パソコンまるごとアシスト

八王子神社護持会

フードバンク　ぎふ

どんどん太鼓

２００５園芸の会

老人施設

フルートとピアノをメインとし、色々な楽器を入れながら

赤ちゃんからシニアまで楽しめるコンサート活動

主に介護施設にて、大正琴の演奏に合わせて、高齢者の

方々と一緒に歌う活動をしています

多良の観光ガイドを行い、歴史文化及びゆかりの地を案内

し地区内の発展に寄与すること

手話の技術取得向上に努めながら、手話を通じて健常者と

ろう者の交流を図り、福祉活動を通じて自己啓発すること

を目的としています

クリーン作戦、あじさいの管理、まち創りに関する事をし

ています

よさこい、ハーモニカ演奏、リズム体操等の軽体操、民踊

等を行っています

防災・減災についての知識を深める勉強会を開いていま

す。講座の依頼を受けた場合、講師を派遣しています

草刈、不法投棄等の巡回（藤古川、牧田川）

神社掃除、神事の実施、管理をしています

食糧　配布

知的障害者の和太鼓演奏

大垣公園花壇の維持管理、出前講座、イベント参加

地域住民を対象に、情報通信技術に関する諸事業を行って

います

主に高齢者を対象に、歌とギターを演奏するボランティア

を行っています

福祉施設やサロンなどに訪問し、ボーカルとギターで皆さ

んと共に歌を楽しむために活動しています。

安心・安全な住まいづくり、土地建物の困り事に関する相

談や支援活動
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125 わくわくポケット

MIWA&60GH

みんなのちゃぶ台ｉｎ荒崎

民謡悠遊　沙羅

山村老人クラブ

優・悠・邑和合

和っとひろば＠西地区

フリーサロン「福和里」

舞れく大垣

牧田保育園地域子育て支援センター　はらっぱお助け隊

ミドリバシこども食堂の会

旧清水家住宅への来館者との交流や呈茶。ボランティアに

よる演奏会や花展、アート展などを開催。

月に1回、0～100歳まで、みんなと一緒に、ごはんを炊い

て、おにぎりとお味噌汁を作って、わいわい楽しく食べ

る。

津軽三味線、民謡の唄、三味線、太鼓

山村地内におけえる掃除、草刈等

買い物支援

子ども食堂　プレーパーク

市内の保育園、幼稚園にて絵本の読み聞かせ、パネルシア

ター上映などを行い、子ども達や様々な世代の方とふれあ

い、絵本のよさや自分たちのメッセージを伝えています

一般市民を対象とした健康いきがいづくりにつながる創作

ダンスやレクリエーションダンス、よさこいダンス、ダン

ス体操や参加型ダンス等を行っています

子どもを対象に託児を行う

子育て支援事業の手伝い（制作、お楽しみ会出し物

etc）

こども食堂の運営　こども向けのイベント運営

ギター、ハーモニカ伴奏による歌謡ライブ


