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主な活動内容分類 

 

Ａ・・・ささえあうボランティア（福祉・支援活動） 

Ｂ・・・はぐくむボランティア（子育て支援活動） 

Ｃ・・・まもるボランティア（自然・環境・安全・こころ・いのち） 

Ｄ・・・まなぶ・つたえるボランティア（歴史・文化・まちづくり） 

Ｅ・・・つきあうボランティア（海外協力・国際理解） 
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  安心して住みやすい街作り 

 

 

設立 平成 24 年 6 月   会員数 10 名 

 

✿活動内容✿  

・月に１度、地区の天満宮や公園・公民館の清掃活動 

・ひとり暮らしの高齢者の見守り 

 

✿活動日時・場所✿ 

 毎月第 1 木曜日・随所 

  

✿入会条件✿ 

大泉地区在住の方、 

募集しています 

いずみの会 

 

我が町 大泉を美しく！ 

 

 

設立 平成 23 年 4 月   会員数  5 名 

 

✿活動内容✿  

 美化作業 

 （大泉地域・県道 152 号線沿いのごみ拾い） 

 

✿活動日時・場所✿ 
 月 1 回 第 1 月曜日 

 午前８時３０分～ 

 

✿入会条件✿ 

 どなたでも歓迎 

大泉なごみグループ 

粟殿を元気にするお手伝い 

 

 

設立 平成 27 年 7 月 28 日   会員数 9 名 

✿活動内容✿  

 粟殿区民の高齢者を対象に、月１回のふれあいサロン

と年２回のグランドゴルフと夏休みにはラジオ体操

を行い、区民の交流を深め楽しいひとときを過ごす。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月最終火曜日（原則） 

 午後１時半～３時頃 

 粟殿東公民館 
 

✿入会条件✿ 

粟殿区内に在住 

または在勤する方 

 

会費なし 

 
粟殿地区を元気にしようと思われる方であれば、 

どなたでも参加してください。 

粟殿ふれあいサロンひまわり会 

歴史に触れ、歴史を紡ぐお手伝い 

 

 

設立 令和２年 4 月   会員数 10 名 

 

✿活動内容✿  

 身近にある史跡の話を聞いたり、訪れたりすることで

古い歴史に触れ、そういった地にすむことに誇りをも

つきっかけにしてもらい、新たなイベントを企画した

り、広報誌を発行することで、地域を活性化する活動

をしています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 通年・随時 

 基本は慈恩寺区集会所 

 

 

✿入会条件✿ 

 どなたでも 

 正会員（企画等も参加）    年会費 2,000 円 

 準会員（イベントのお手伝い等）年会費 1,000 円 

 

朝倉の宮会 
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ことばを、心をこめて、声にのせてお届けします 

 

 

設立 平成１０年４月   会員数 6 名 

 

✿活動内容✿  

  視覚障がい者、高齢者を対象に依頼本の朗読活動をし

ています。また、奈良から発信している情報や新聞雑

誌から抜粋し、録音制作して、届けています。 

聞く人、読む人がともに楽しく過ごすことができる

ように朗読の勉強会を定期的に行っています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
毎月第１木曜日、随時 

桜井市社会福祉協議会分館（録音室） 

 

✿入会条件✿ 
 募集中（どなたでも） 

年会費：前期 1,000 円  

後期 1,000 円 

 

声のボランティア みち 

あなたの想い・・・聴かせてください 

 

 

設立 平成 26 年４月 22 日   会員数 18 名 

✿活動内容✿  

人は誰かに話をすることで、気持ちが落ち着き、孤独感

や不安が軽減され安心感へと変わります。話し手の方の

おもいに耳を傾け、ありのままを受け止め、その気持ち

に寄り添いながらお話を聴くボランティアです。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 日時：活動場所により異なる 

場所：特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 

ケアハウス、デイサービス等 
 

✿入会条件✿ 

原則として傾聴ボランティア養成講座を受講した人 

年会費：1,200 円 

傾聴ボランティア よりそい 

桜井市の景観を守ろう！ 

 

 

設立 平成 19 年 10 月   会員数 20 名 

 

✿活動内容✿  

 桜井市の名所・旧跡・道路沿い等、ごみのない桜井を

目指し、観光地としてのきれいな桜井になるよう、み

んなで力を合わせて取り組んでいます。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 月 1 回 第 3 水曜日 

 9 時 30 分～11 時 30 分頃（ごみ拾い） 

 随時随所 

 

✿入会条件✿ 

募集中 

景観ボランティアの会 

笑顔で元気とお話しをお届けしたい 

 

 

設立 平成 11 年 7 月   会員数  4 名 

 

✿活動内容✿  

 絵本が好きな仲間が集まって、障害福祉サービスセ

ンター利用の方々に読み聞かせやお話しをお届けし

ています。いつもみんなと笑ったり、感動したり、楽

しいひと時を過ごしています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月第 1 金曜日 13 時 30 分～ 

 障害福祉サービスセンターあゆみ 

 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

おはなしの会 ひまわり 
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地球規模で考えて 行動は地域から 

 

 

設立 平成７年４月 会員数 法人・団体 28 団体 

           個人 102 名 

✿活動内容✿  

世界の人々と交流することで多文化に触れ、お互い

を理解し認め合い、共に生きることを目指していま

す。様々なイベントを企画し、多くの方に参加してい

ただける国際交流の場を提供しています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 随時 

桜井市まほろばセンター等 

 

✿入会条件✿ 

 特になし 募集中 
 【事務局】 

 〒633-8585 桜井市粟殿 432-1 

桜井市行政経営課内 

 ０７４４－４２－９１１１(代) 

 http://www.begin.or.jp/~sifa/ 

ＳＩＦＡ（桜井市国際交流協会） 

心に残る楽しいお話を届けます 

 

 

設立 昭和 58 年 10 月   会員数 14 名 

✿活動内容✿  

 子どもたちにお話（昔話、創作話）を 

届ける事を目的とし、市内の保育所・ 

幼稚園・小学校・図書館などでお話会 

をしています。お話の素語り（ストー 

リーテリング）を主に、絵本の読み聞 

かせ・手遊び・紙芝居・パネルシアター・ 

ペープサートなどもします。 
 

✿活動日時・場所✿ 
 （定例会）毎月第 2 木曜日 10 時～12 時 

      桜井市中央公民館にて 

 （お話配達・お話会）依頼された日時・場所にて 

           担当者が行います 

  桜井市立図書館の第１土曜日の「おはなし会」も担当して 

  います 
 

 

 

✿入会条件✿ 

 興味のある方ならどなたでも 

耳で聞くお話を一緒に楽しみましょう 

桜井おはなしの会 

♪元気で、明るく、楽しく歌いましょう♪ 

 

 

設立 平成 15 年   会員数 17 名 

 

✿活動内容✿  

 童謡、唱歌、世界民謡、ナツメロや、最近流行の心に

響く美しい歌などを練習しています。 

 毎年、桜井市内のふれあいサロンや高齢者施設など

で歌ったりしています。 

 

 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月第 2、第４水曜日 

午後 1 時 30 分～4 時 

ペンションサンチェリー 

 

 

✿入会条件✿ 
 募集中（女性のみ） 

レッスン料 

1 回 1,300 円 

入会金なし 

コーラス それいゆ 

まず自分が楽しみ、わくわくすること 

 

 

設立 平成 19 年 9 月   会員数 21 名 

 

✿活動内容✿  

 ・山野及び菜の花畑、花畑の手入れ 

 ・子どもたちの遊び場、自然学習、森林環境体験学習

の場の提供及び親子で集えるイベント 

 ・おとなも子どもも憩える空間の提供 
 

✿活動日時・場所✿ 
 毎週月曜日…山野・畑・遊具の整備 

 毎月第１日曜日…親子であそぼう会 

 毎月第３土曜日…人工林の手入れ 

 

彩雲ひろば 

（山野及び田畑） 

  

✿入会条件✿ 

 人のよろこぶことをしたい人 

 山野・畑の作業を楽しめる人 

 

彩雲ひろば 

http://www.begin.or.jp/~sifa/
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壊れたおもちゃを修理します！ 

 

 

設立 平成 27 年   会員数 18 名 

✿活動内容✿  

 壊れたおもちゃを原則無料（部品代・電池代は実費負担） 

で修理し、新しい生命を与えることに価値を見出し、生

きがいを感じているボランティアです。壊れてしまった

大切なおもちゃ、捨ててしまう前におもちゃドクターに

診せてください。物を大切にするこころを育み、再び動

き出すおもちゃに瞳を輝かせる子どもたちの笑顔を一

緒に見ませんか。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月第 2 日曜日 

 桜井市中央公民館 2 階 美術工芸室 

 

✿入会条件✿ 
 日本おもちゃドクター養成講座を受講し、日本おもちゃ

病院協会に入会すること 

 
lhttp://www.omocyabyoin-

narayamato.justhpbs.jp/C_sakurai/1-sakurai3.html 

桜井おもちゃ病院 

アマチュア無線で社会貢献！ 

 

 

設立 平成 28 年 1 月   会員数 26 名 

 

✿活動内容✿  

 アマチュア無線の技術を活用して、桜井市と締結する

「災害時の情報収集に関する応援協定書」に基づき、有

事の際（他の通信手段途絶時）に非常通信を行う。その

為の訓練スキルアップ、D-STAR レピータによる桜井

市内伝播調査。桜井市を PR する記念局の開局・運用。 

 免許取得・開局申請等、応相談。 
 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・桜井市内、奈良県内各所 

 

✿入会条件✿ 

 桜井市内に住む成人で、 

アマチュア無線従事者免許保持者 

「災害時の情報収集に関する応援協定書」と、 

構成員名簿を市に提出する事に同意する方 

 年会費 1,000 円 
https;//minami3.com/jl3zhn/ 

桜井市アマチュア無線ネットワーク 

我が町を訪ねた人に町を知り、好きになって頂く 

 

 

設立 平成 10 年   会員数 52 名 

 

✿活動内容✿  

 「桜井市及びその周辺の歴史文化等を紹介する」ことを

目的として、全国各地から桜井市を訪れるお客様の依頼

により、ご希望の地域・場所をご案内する語り部活動を

しています。 

✿活動日時・場所✿ 
 日時：通年、お客様が案内を希望する日・時間 

場所：市内全域と隣接地域 

（天理市・橿原市・明日香村・宇陀市の一部） 

✿入会条件✿ 
募集：必要に応じて新人会員を募集しています 

条件：会開催の養成研修（座学と実習）を受講する 

 

ガイドの依頼は下記【事務局】まで 

〒６３３－８５８５  

桜井市粟殿４３２－１ 

桜井市観光まちづくり課内 

TEL：０７４４－４２－９１１１(代) 

FAX：０７４４－４２－１７４７ 

ガイドの様子 

桜井市観光ボランティアガイドの会 

交通安全は家庭から 

 

 

設立 昭和 45 年 8 月   会員数 11 名 

✿活動内容✿  
  桜井市内の幼稚園・小学校・中学校の PTA が中心にな

って、様々な交通安全対策に取り組んでいます。 

主に交通安全教室や立哨活動、自動車の安全利用啓発、

子育て・高齢者宅への訪問事業を実施しています。 
 

✿活動日時・場所✿ 
＊幼稚園・保育所等を中心とした交通安全教室を 

 年 10～15 回程度 

＊街頭・大型スーパー等での交通安全啓発活動を 

 年 10 回程度 
 

✿入会条件✿ 
 募集中 
 （桜井市内の方で、 

母の会の活動に 

ご協力いただける方） 
 

【事務局】 

〒６３３－８５８５  

桜井市粟殿４３２－１ 

桜井市危機管理課内 

TEL：０７４４－４２－９１１１(代) 

桜井交通安全母の会 

 

http://www.omocyabyoin-narayamato.justhpbs.jp/C_sakurai/1-sakurai3.html
http://www.omocyabyoin-narayamato.justhpbs.jp/C_sakurai/1-sakurai3.html
https://minami3.com/jl3zhn/
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私達の健康は私達の手で 

 

 

設立 昭和 63 年 4 月   会員数 28 名 

 

✿活動内容✿  

自分や家族の健康はもちろんのこと、ご近所さんにも広げる

活動を行っています。桜井市への協力事業として、わかざくら

健診時の食推普及伝達活動、保育所への食育教室、各種クッキ

ング等を行っています。又、学校や家庭教育学級等にも依頼が

あれば、喜んで出向きます！ 

※クッキング・保育所への食育教室は、現在コロナ禍のため 

 活動できていません 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月 1～２回 

桜井市保健福祉センター 

「陽だまり」内 

 

 

✿入会条件✿ 

桜井市開催の養成講座を受講した方 

養成講座に関するお問合せは 

【事務局】桜井市けんこう増進課内 0744-45-3443 

桜井市食生活改善推進員協議会 

「親子クッキング」開催 

今でも これからも 手話でつながる心と心 

 

 

設立 昭和 49 年 9 月   会員数 47 名 

 

✿活動内容✿  

 手話は聞こえない人の『ことば』です。 

 聴覚に障がいのある人たちと共に、手話を通して活

動し、理解を深め、活動を広めています。 

 障がいのある方もない方もどなたでも参加大歓迎！ 

 

✿活動日時・場所✿ 
 ◎桜井市社会福祉協議会分館 

  毎週土曜日 19 時～21 時 

 ◎桜井市中央公民館 

  毎月第 2・第 4 土曜日 

 10 時～12 時 

 

✿入会条件✿ 

 子どもから高齢者まで 

手話に関心のある方、どなたでも 

年会費 1200 円 中学生以下 600 円 

 

会員以外でも見学・体験・参加可能です。 

手話サークル さくら会 

絵本と音楽のコラボレーション読み聞かせ 

 

 

設立 平成 22 年 5 月   会員数 10 名 

 

✿活動内容✿  

 桜井市を中心に、絵本と朗読の読み聞かせボランティ

アを行っています。幼稚園やイベントでは、絵本と音

楽のコラボコンサート。小・中学校では「平和学習」

や「いのちの授業」を行います。 

 

✿活動日時・場所✿ 
・桜井市立図書館 

「おはなしのへや」 

（第 3 土曜日担当） 
 

・月２回程度 定例会 

桜井市市民活動交流拠点にて 
 

✿入会条件✿ 

 本の好きな方、子ども好きな方、 

一緒に楽しくボランティアしませんか？ 
http://www4.hp-ez.com/hp/kodomo-yomiti/page1 

さくらい読書会 

「子ども読未知（よみち）」 

きれいで住みよい桜井市に 

 

 

               会員数 482 名 

✿活動内容✿  

「自分たちのまちは自分たちでよりきれいにしょう」を合

言葉に、市役所（市施設）周辺の主幹線・国道の沿道な

どの清掃を行っています。市職員有志とその家族も参加

し、子どもと一緒に汗を流しています。また、ならクリ

ーンアップキャンペーンなどの清掃活動へも積極的に

参加しています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 春、秋に随時・桜井市役所周辺等 

 

✿入会条件✿ 

桜井市職員互助会員 

募集なし 

桜井市職員互助会ボランティア 

http://www4.hp-ez.com/hp/kodomo-yomiti/page1
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  家庭の味を届けよう 

 

 

設立 1999 年 5 月   会員数 45 名 

 

✿活動内容✿  

 食事の調達が困難な高齢者・障がい者の方に対して

栄養のとれた食事を提供し、利用者の安否確認等を

行うことを目的に、調理や配達・回収のボランティア

活動 

 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月第 1・3 日曜日 ８時 30 分～11 時頃 

 毎月第 2 水曜日   8 時～13 時頃 

 桜井西老人憩いの家・大福小学校区内 

 

✿入会条件✿ 

 特になし 

大福校区給食サービス推進協議会 

はさみで「チョッキン！」誰でもすぐに参加できます 

 

 

設立 平成 17 年 4 月   会員数 16 名 

✿活動内容✿  

  家や学校、会社などで集められた使用済み切手を選

別・整理し、必要とする団体へ寄付します。はさみ片

手におしゃべりしながら、楽しく作業しています！ 
 

✿活動日時・場所✿ 
偶数月の第 2 土曜日 13 時 30 分～16 時 

桜井市社会福祉協議会分館 

 

✿入会条件✿ 

 どなたでも  

はさみを持ってきてくださいね 

 

チョッキン・クラブ 

「集める」活動にもご協力ください！ 

使用済み切手のお届け先：桜井市ボランティアセンター 

☆切手にはきれいな絵や写真が印刷されています。使い終わっ

たものでも、世界中のコレクターに人気があり、そういった人

達に買ってもらって、お金に換えて、そのお金が、福祉活動や

海外支援活動などに使われるのです。 

あなたもアコーディオンで明るく元気に歌いませんか 

 

 

設立 平成 17 年   会員数  2 名 

✿活動内容✿  

 アコーディオンと歌で、ふれあいサロン・高齢者福祉

施設・公民館・子育て支援その他施設への演奏活動を

行ない、皆様に喜んで頂けるよう、音楽（童謡・唱歌・

演歌・流行歌・ポップス）でふれあい交流をさせて頂

いております。 
 

✿活動日時・場所✿ 
 皆様からのお声かけで 

 日程が空いている時は 

どこへでも行かせて 

いただきます 
 

✿入会条件✿ 
 募集していません 

手 風 琴（てふうきん） 

文字と点字が手をつなぐ 点・点・点の情報発信 

 

 

 

設立 昭和 58 年 5 月   会員数 11 名 

 

✿活動内容✿  

 視覚障がい者の文字である点字で、身近な生活に密着し

た情報を提供する。点訳依頼のあるものは勿論、月 2 回

の「ゆづき情報」の発行や、「天声人語」「余録」及び蔵

書の点訳、クリーンカレンダーの点訳、大相撲の番付表

は手打ちで年 6 回発行。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月第 2・第 4 日曜日 

 13 時～15 時 30 分 

桜井市社会福祉協議会分館 

 

✿入会条件✿ 
桜井市在住で成人の方 

点字サークル ゆづき会 



９ 

 

  

  

守ろう 生かそう 楽しもう みんなの自然 

 

 

設立 平成 13 年 4 月   会員数 113 名 

✿活動内容✿  

  山野草自生地の保護・復旧、山野草の調査、放置山林・ 

農地の復旧と活用、花の宴（自然を楽しむ会）の開催、 

親子参加の自然教室の開催、山野草園の整備と一般開

放、研修の場として開放。 

✿活動日時・場所✿ 
毎週水曜日・土曜日 

イベント随時開催 

桜井市三谷と 

その周辺地域 

✿入会条件✿ 

 募集中（どなたでも） 

  特定非営利活動法人 

  山野草の里づくりの会 

桜井市の里山「山野草の里」が、環境省により、全国の 

「重要な里地里山 500選」の一つに選ばれました。 

皆様ありがとうございました。 

【重要里地里山ウェブサイト】 
http://www.env.go.jp/nature/satoyama/jyuuyousatoyama.html  

みんなの“ひだまり”の場所 

 

 

設立 平成 11 年 12 月   会員数 8 名 

 

✿活動内容✿  

  子育て支援、障がい児支援、地域交流、自然とふれあ
うキャンプ企画リーダー育成、音楽を通してふれあう
おひさまコンサート等、レクリエーション支援活動を
行うみんなにやさしいまちづくりを目指したNPO法
人です。 

 

✿活動日時・場所✿ 
各活動によって異なる  
（主にひなたぼっこ、指定障害福祉サービス事業所 
 さくらんぼ 3 階会議室 依頼先等） 

 

✿入会条件✿ 
 募集中 
（子どもが好きでいっしょに楽しく活動してくださる方） 
 

 HP http://www.ohisamahiroba.org/  

 e-mail himawari@ohisamahiroba.org 
 

      特定非営利活動法人  

     おひさまひろば 

笑顔の集う元気な町作り 

 

 

設立 平成 21 年 9 月 会員数 ２団体・個人 14 名 

✿活動内容✿  

  ・遊休農地での菜の花栽培を通して、資源循環の 

システムを学ぶ場の提供  

・農作業体験、環境学習のイベント開催 

✿活動日時・場所✿ 
月１回 主に桜井市内 

イベントは随時 

 

✿入会条件✿ 
 特になし どなたでも 

 https://nanohanasakurai.jimdo.com/ 

 特定非営利活動法人 

 さくらい菜の花プロジェクト 

菜の花畑 

桜井市内保育所で 

ナタネ油の搾油体験 ナタネ油を長谷寺に奉納 

地域で自分らしく仲間とつながる 

 

 

設立 20 年 4 月   会員数 20 名 

✿活動内容✿  

 NPO 法人 人・モノ・支援センターは、障がいを持つ人

が地域や社会の中で孤独にならないように、いろいろな

かたちの居場所の提供や情報発信をおこなっています。 
  ①フリースペース 

  ②夕方くらぶ 

  ③就労継続支援 B 型事業所 畑楽 

  ④盲導犬を通じて学ぶふれあい事業 など 

✿活動日時・場所✿ 
  ①毎月 1 回第 4 日曜日 13 時～15 時 

  ②毎週金曜日 16 時～19 時 

  ③月～金曜日 9 時～15 時 30 分 

   ①～③は法人事務所 桜井市粟殿 15-11 

  ④随時 依頼校等 活動に応じた場所（小学校など） 

 

 

 

✿入会条件✿ 
 会員は当法人の活動に賛同していただける個人・団体 

 活動のお手伝いをしていただけるボランティアは随時 

 募集しています。 

  特定非営利活動法人 

 人・モノ・支援センター 

活動についての問合せ先 

 0744-46-3560 月～金曜日 10 時～15 時 

http://www.env.go.jp/nature/satoyama/jyuuyousatoyama.html
http://www.ohisamahiroba.org/
mailto:himawari@ohisamahiroba.org
https://nanohanasakurai.jimdo.com/
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ワイワイガヤガヤみんなの居場所 

 

 

設立 平成 29 年 1 月   会員数 12 名 

 

✿活動内容✿  

  ひとりぼっちで淋しい人、どこかでホッとしたい人、み

んなでワイワイ楽しく過ごしたい人々に、居場所の提供

と、子ども食堂をしています。子どもからお年寄りまで、

誰でも利用できます。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 毎週月曜・水曜・金曜日 

 午前 9 時～ 

 桜井市吉備 

 

✿入会条件✿ 
 どなたでも 

みんなでワイワイしたい人なら、 

誰でも歓迎します 

http://tomarigi-sakurai.com 

とまり木の会 

元気に！ 楽しく♪ 

 

 

設立 平成 12 年 4 月   会員数 30 名 

 

✿活動内容✿  

 地域の絆を深めるための居場所づくり 

 月２回のカフェ、年に 4 回程度のふれあいサロン 

 の開催 

 

✿活動日時・場所✿ 
 月２回水曜日 

 中津道自治会館 他 

  

✿入会条件✿ 

中津道在住の 

60 才以上の方 

中津道ふれあいサロン 

男性 3 人と女性 2 人のバンドが音楽を届けます！ 

 

 

設立 平成２２年１０月１７日   会員数 5 名 

 

✿活動内容✿  

 ボーカル、サイドギター兼ボーカル、ベース、ドラム、

キーボードの５名で構成されたバンドです。 

音楽を通じて地域の交流を深め、高齢者福祉施設等

への訪問演奏活動にも取り組んでいます。 

演奏の依頼があれば、可能な限り応じます。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 月２回日曜日（中津道自治会館） 

演奏依頼に対しては、 

必要に応じて、平日も活動可 

（桜井市内） 

 

✿入会条件✿ 
 募集していません 

 

中津道バンド 

桜井市から桜耳ねこ 

 

 

設立 平成 30 年 1 月   会員数 17 名 

✿活動内容✿  

 「地域猫活動」や「TNR」推進・啓発が主な活動です。

猫の被害や猫が増えて困るなどの悩みの相談及び解

決方法のサポート。 
  

  TNR とは…飼い主のいない猫を捕獲（Trap）し、不妊手術

（Neuter）を施し、元の場所に戻す（Return）活動のこと。 

  その印として、猫の耳先を桜の花びらのように V 字カットし 

   ます。 

 
✿活動日時・場所✿ 
 主に桜井市内 随時 

  

 

✿入会条件✿ 

 「できることをできる範囲で」 

 をモットーに！思いやりの心を持ち、 

 ルールを守れる方。桜井市内在住が望ましい。 

 

 特定非営利活動法人 

Life for cats in NARA 

３ヶ月に１度開催の 

ニャンだホーミーティングの様子 

http://tomarigi-sakurai.com/
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安全で住み良い街作り  

住んで良かったと思える心の通う街作り 

 

 

設立 平成１５年８月   会員数 88 名 

✿活動内容✿  

  ・朝倉台の中で、環境、ふれあい、防犯、文体の４グル

ープで行っている。（活動内容は各グループ欄をご覧下さい） 

 ・全体活動は地域の各団体と連携し、安心・安全に生活

できるよう、ネットワークを組んで朝倉台の諸問題解決

に取り組んでいる。 

 

✿活動日時・場所✿ 
・各グループ欄をご覧下さい 

 

✿入会条件✿ 
 ・募集中（朝倉台在住者） 

  入退会自由、入会費・年会費なし 

 

 

ボランティア朝倉台 総括 

 

楽しんで、喜んで参加出来、活動の充実感、 

心の豊かさを得る事が出来る 

ボランティア活動を目指しています。 

楽しんでボランティ

ア活動しています！ 

気の合う仲間と楽しくフラダンス♪ 

 

 

設立 平成２７年５月   会員数 7 名 

✿活動内容✿  

  ハワイアンフラをはじめ、日本の歌謡曲でのフラダンス

も踊っています。高齢者施設への訪問や発表会などに参

加しています。私達の踊るフラダンスで楽しく、元気に

なっていただけたら、とても嬉しいです！！ 

 

✿活動日時・場所✿ 
月３回 火曜日 

幸玉会館 

 

✿入会条件✿ 
 募集していません 

 

 

フーラ♡フラ クラブ 

 

清潔・綺麗な街作り 

 

 

設立 平成１５年８月   会員数 33 名 

 

✿活動内容✿  

月 1 回、団地内の幹線道路、準幹線道路、遊歩道等や、

各公園および朝倉駅前、朝倉大橋の清掃、ごみ拾い、草

刈を順次実施し、朝倉台環境の美化活動をする。 

また、年末には、門松作りを行っています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 ・毎月第 3 日曜日 

・朝倉団地内の清掃活動 

  

 ✿入会条件✿ 

募集中（朝倉台在住者） 

入退会自由 

入会費・年会費なし 

ボランティア朝倉台 環境グループ 

いやしのオカリナ演奏 

 

 

設立 令和元年 11 月   会員数 2 名 

✿活動内容✿  

 オカリナ演奏と歌でふれあいサロン・施設等への訪

問活動を行います。昔なつかしの童謡・唱歌を中心に

皆さまと一緒に歌ったりして、交流させていただき

ます。芸達者なメンバーが皿回し等で盛り上げます。 

 

✿活動日時・場所✿ 

 日程を調整し、出来る限り 

 行かせていただきます。 
 

✿入会条件✿ 

 どなたでも 

 演奏に合わせて歌って 

 いただけたら嬉しいです。 

 他の楽器演奏、大歓迎。 

は～もにぃー♡ 
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優しく まごころと思いやりで接し みんな楽しく！ 

 

 

設立 平成 7 年 4 月   会員数 36 名 

 

✿活動内容✿  

 障害福祉サービスセンターの食事作りや、施設利用の方

や高齢でひとり暮らしの方等を訪問、招待する活動を行

なっています。（手作りの食事、踊り、唄など）また、手

作りの作品をプレゼントしたり、一緒に作ったりして楽

しんでいただいています。地域の施設の盆踊りにも参加

し、皆様に楽しい一日を過ごしてもらえるよう活動して

います。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 食事作り（週 4 回）  

訪問（月 1、2 回） 

招待（年 2 回） 

 

✿入会条件✿ 
 ボランティア活動に理解のある方 

ボランティアグループ みのり会 

心のふれあう 住み良い街作り 

 

 

設立 平成１５年８月   会員数 10 名 

✿活動内容✿  

・朝倉住民の交流の場、心のふれあいの場 

  楽しくリフレッシュする場を提供し、高齢者さん

のお宅への誕生月プレゼント実施と、共に皆が住

んで良かったと思える街作りのお手伝いをする。 
 

✿活動日時・場所✿ 
 集会所で“ふれあいサロン”他開催 

 

✿入会条件✿ 
 募集中（朝倉台在住者） 

 入退会自由 

入会費・年会費なし 

 

ボランティア朝倉台 ふれあいグループ 

安心・安全のまち、明るい街作り 

 

 

設立 平成１５年 8 月   会員数 31 名 

✿活動内容✿  

・朝倉小学校児童の登下校見守りパトロール、住宅地内

の昼・夜間の見守りパトロールを実施。 

 ・見守り活動を通じて安全・安心。心の通う町づくりを

目指している。 

✿活動日時・場所✿ 
・児童登下校時、毎日、見守りパトロール実施 

・毎月 2 回、昼間は第 1 水曜日・第 3 水曜日、 

夜間は 1 日・15 日に見守りパトロール実施 

✿入会条件✿ 
  募集中（朝倉台在住者） 

  入退会自由 

入会費・年会費なし 

 

ボランティア朝倉台 防犯グループ 

 

児童の付き添いパトロール 

健康で文化・教養薫る街作り 

 

 

設立 平成１５年 8 月   会員数 14 名 

 

✿活動内容✿  

 展示会、ラジオ体操等々、多彩なイベントを開催し、

住民皆で楽しみ、地域コミュニティを活性化する。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 年間計画を立案し実施 場所は集会所 他 

 

✿入会条件✿ 
 募集中（朝倉台在住者） 

 入退会自由、入会費・年会費なし 

ボランティア朝倉台 文体グループ 
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活動を通じ、歴史ある土舞台を全国発信 

 

 

設立 平成 23 年   会員数 17 名 

 

✿活動内容✿ 

桜井公園等の公共施設の清掃、草刈、植栽の剪定、補

植その他の美化活動を行なっています。 

また、高齢者施設・児童福祉施設等で高齢者、子ども

達との交流訪問活動、その他、まちづくり活動団体と

の交流、支援活動も行なっています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 随時 桜井公園（土舞台周辺） 

 

✿入会条件✿ 

 会の活動主旨を理解し、 

希望される方 

 

ボランティアの会 土舞台 

奏でる音色の響で心に和らぎを 

 

 

設立 平成 29 年 12 月   会員数  2 名 

 

✿活動内容✿  

 童謡はじめ唱歌や歌謡曲等の演奏。 

 高齢者施設、幼稚園、地域自治会行事等に 

 出向き、演奏ボランティア活動を行なっています。 

 又、皆様と共にハーモニカ演奏にあわせ合唱したり、 

ひと時を楽しんでいただいています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 通年随所 

 少人数の場でも、ご希望があれば伺います 

いつでもどこでもご相談に応じます 

  

✿入会条件✿ 

音楽演奏に関心のある方 募集中！ 

ゆうらくハーモニカ 

あなたの目になりたい！！ 

 

 

設立 平成元年   会員数 13 名 

 

✿活動内容✿  

視覚障がい者の方々への各種 CD(デイジー図書)を作

り、発送しています。主に毎月 1 回発行される桜井市の

広報誌「わかざくら」を会員が分担して、音声訳・録音・

編集し、ＣＤ(デイジー図書)を作っています。また、桜

井市のホームページからも「わかざくらの音声版」とし

て、聞いていただけます。 
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/soumu/soumuka/

wakazakura/index.html 

 他にも依頼図書の音声訳や対面朗読も行っています。 
 

✿活動日時・場所✿ 
 毎月 2～3 日程度（平日） 

主に桜井市社会福祉協議会分館 

録音室  

 

✿入会条件✿ 
ボランティアに関心があり、 

朗読に興味のある方、どなたでも 

録音ボランティア 虹の会 

全身に響き渡る和太鼓を体験してみませんか 

 

 

設立 平成 16 年 4 月   会員数 15 名 

✿活動内容✿  

 和太鼓演奏を通して、会員相互の親睦を深めながら、

演奏の向上を図るとともに、地域社会に貢献すること

を目標として、各種イベントや高齢者施設などへ訪問

演奏のボランティア活動に積極的に取り組んでいま

す。 

✿活動日時・場所✿ 
 ＊第 1 土曜日 

  13 時～17 時 

  宗像会館 

 ＊第 2、第 4 土曜日 

  15 時～17 時 

  桜井市中央公民館 

✿入会条件✿ 

 和太鼓演奏による躍動感を味わいたい方、和太鼓に

興味がある方はどなたでも  男性の方、大歓迎！ 

 「楽しく元気に」をモットーに演奏しましょう！ 

 会費 月 1,000 円 

和太鼓「櫻組」 

http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/soumu/soumuka/wakazakura/index.html
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/soumu/soumuka/wakazakura/index.html


１４ 

 

 

  ちょっとした困り事のお手伝い 

 

 

設立 令和 2 年 3 月   会員数 39 名 

 

✿活動内容✿  

・ひとり暮らしの高齢者・高齢者夫婦世帯 及び 障がい

者世帯等のちょっとした困り事の生活支援を行う 

 

✿活動日時・場所✿ 
・朝倉台住宅地内 

 

・依頼があれば随時 
 

✿入会条件✿ 

・ボランティア精神があればどなたでも 

 （原則、朝倉台在住の方） 

有償ボランティア 

「いろりの和」あさくら 

どんな世代のひとも 

身近なところに 

できることが何かあるはず！ 



１５ 

 

 

  

  

お年寄りから子どもまで支援！ 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 11 名 

 

✿活動内容✿  

 民生児童委員が地域の高齢者、障がい者、児童への支

援活動を行なう。そのために定例会を持ち話し合い、

県市民児協研修会等に参加する。また、桜井市の福祉

事業、校区学校行事、助け合い運動等への参加協力を

行なう。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・随所 

 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

安倍地区 ボランティア 

「この地に住んで良かった」と言われるまちづくり 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 16 名 

 

✿活動内容✿  

  ・多機能型介護ホーム入所の方との話し相手ボランティ

ア 

 ・織田小学校 環境ボランティア（通学路のごみ拾い、安

全点検） 

 ・こどもの見守り 

 ・地区社協や自治会行事に全員参加で支援 

 

 

✿活動日時・場所✿ 
随時・織田地区内 

 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

 

織田地区 ボランティア 

 みんなのまちをみんなできれいに！ 

クリーン・ ウォーキング♪ 

美しく安全なむらづくり 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数  8 名 

 

✿活動内容✿  

 美しい環境を守り続けるために、啓発看板を設置して

美化を呼びかけると共に、みんなが安全に暮らせるよ

うに啓発を実施しています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・上之郷地区 

  

✿入会条件✿ 

募集していません 

上之郷地区 ボランティア 

地域に根ざした福祉サービスをしよう 

 

 

設立 35 年    会員数 12 名 

 

✿活動内容✿  

 ●民生児童委員が、家庭訪問、施設訪問、相談対応、

見守りなどのボランティア活動に取り組んでいま

す。 

 ●地区のボランティア団体や自治会との協働によ

り、わんぱくキッズ＆ママ、ふれあいサロン、夏祭

りや盆踊り、地区運動会の行事を行なっています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・随所（朝倉小学校区内） 

 

✿入会条件✿ 

募集していません 

朝倉地区 ボランティア 

（わんぱくキッズ＆ママ） 

（みまもりたい） 



１６ 

 

  

民生委員信条に基づき、多様化する社会変化に対応し

地区内の社会福祉の向上を目指す 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 11 名 

 

✿活動内容✿  

城島地区ボランティアは、地区内の福祉の向上、お年寄

り・一人暮しの老人宅の見守り、友愛訪問を実施し、各

地区における色々な相談にのっています。又、児童問題

については通学路の見守りや児童虐待等の防止に向け

た活動を実施しています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
毎月定例会 下り尾集会所  

通学路の立哨 各通学路交差点 

その他様々   

 

✿入会条件✿ 
城島地区民生児童委員 

 

 

城島地区 ボランティア 

《安全見守りの連絡会議》 

《児童虐待防止啓発の様子》 

高齢者の見守り・ふれあいと児童の健全育成 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 12 名 

 

✿活動内容✿  

 桜井小学校区域を活動範囲とし、 

① 高齢者、特に独居者及び高齢者世帯の見守り 

② 児童の虐待防止 

③ 子どもの安全な環境づくり 

学校や地域と密接な連携を図り、高齢者の孤立化を防

ぎ、また児童の健全育成に少しでも役立つよう、活動し

ています。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 随時 

随所（桜井小学校区内） 

 

✿入会条件✿ 
 桜井小学校区内在住で、 

活動趣旨に賛同してくださる方 

 

桜井地区ボランティア 

ふれあいサロンでの 

ひな祭りの様子 

 

共に喜び助け合う地域づくりを目指して 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 16 名 

✿活動内容✿  

  乳児から高齢者まで、地域の方々と結びつきを深めるコ

ミュニティづくりの中で、皆さんとふれあい、交流を深

めながらボランティア活動を行なっています。 

地域の見守り運動等、地域住民への支援や地区の高齢者

施設や障がい者施設、福祉団体での年間行事等において

サポートを行なっています。 
 

✿活動日時・場所✿ 
各バス停にて安全見守り（週１、２回） 

ごみ・空き缶拾い（4 月、10 月） 

市総合福祉センターの草刈（年 1 回） 

毎年、福祉施設で盆踊りや運動会、 

福祉団体の行事をお手伝いしています 
 

✿入会条件✿ 
 桜井南・多武峰地区 

民生委員 

桜井南・多武峰地区 ボランティア 

市総合福祉センターの 

草刈作業 

声かけ ふれあい 助けあい 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 12 名 

 

✿活動内容✿  

  ◆施設へ訪問し、入所者の方達とのふれあい交流 

 ◆地域住民への「声かけ」「安否確認」「友愛訪問」 

 ◆歳末助け合い運動、共同募金運動への参加協力 

 ◆スクールスタッフと共に小学校登下校時の見守り 

  ◆小学校等での高齢・障がい体験学習のサポート活動 

 

✿活動日時・場所✿ 
随時・随所 

 

✿入会条件✿ 
 募集していません 

桜井西地区 ボランティア 



１７ 

 

 

  

明るく住み良いまち 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 10 名 

 

✿活動内容✿  

  地域の福祉活動をサポートしています。 

 気軽に話し合える地域社会を目指しています。 
 

✿活動日時・場所✿ 
月 1 回・三輪区公民館 

 
 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

 

三輪地区 ボランティア 

井戸端会議の現代版を復活させたい。 

若い人が住み良いまちづくりを目指したい 

 

住んでよかった 大福校区 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 17 名 

 

✿活動内容✿  

  我々、大福地区ボランティアは民生児童委員を中心

に、地域の高齢者のみなさんや障がいのある方々、児

童への支援活動を行なっています。また、福祉施設へ

の訪問や共同募金活動なども積極的に行なっていま

す。 

 

✿活動日時・場所✿ 
随時・大福地区内 

 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

 

大福地区 ボランティア 

「住んでよかったこの街に」 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 12 名 

 

✿活動内容✿  

  初瀬地区ボランティアは、地区の民生児童委員で構成

されており、各大字の区長・福祉委員と連携し、バザ

ーや共同募金・クリーンウォーキング・子どもの通学

時の見守り等のボランティア活動を行なっています。

また、地域 5 ヶ所でふれあいサロンを行なっていま

す。 

 

✿活動日時・場所✿ 
随時・随所 

（公民館・集会所など） 

 

✿入会条件✿ 

 初瀬地区民生児童委員 

 

初瀬地区 ボランティア 

◆登下校の見守り◆ 

いつでも どこでも ボランティア精神で 

 

 

設立 昭和 35 年   会員数 14 名 

 

✿活動内容✿  

 民生児童委員を中心に地域の高齢者や、障がい者、児

童への支援活動を行なうと共に、年 1 回ボランティ

ア啓発活動・美化活動を目的として、纏向小学校周辺

の清掃活動を行なっています。 

 

✿活動日時・場所✿ 

 随時・随所 

 

✿入会条件✿ 

 纏向地区の方、募集中です 

纒向地区 ボランティア 



１８ 

 

  
暮らしやすい地域を自分たちで創ろう！！ 

 

 

設立 平成 14 年 9 月 28 日   会員数 105 名 

✿活動内容✿  

各地区にある小地域福祉部会においては、ふれあいサロ

ンや高齢者等の見守り活動などを実施しており、その活

動を円滑に進めるため、安倍地区社協においては研修会

や会員の集いなどを実施して、地区内の会員の親睦と連

携、研鑽に努め、コミュニティづくりを行っております。 

✿活動日時・場所✿ 
 原則として年度当初に決められた年間行事を実行 

その他随時 

✿入会条件✿ 

福祉活動に 

賛同される方 

 

 

安倍地区社会福祉協議会 

人生・出逢い～ひとりが輝けば、自分も輝く～ 

 

 

設立 平成 14 年 3 月 17 日   会員数 43 名 

✿活動内容✿  

  朝倉地区の福祉活動を通して地域住民がより一層の交

流を深め、地域福祉の発展に努めています。 

 毎月 2 回朝倉地区全体の高齢者と子どもの「みまもり

パトロール」を実施しています。また 12 月は朝倉小学

校周辺と各地区のクリーンウォーキングを行っており

ます。2 月には研修講演会を行っています。 

✿活動日時・場所✿ 
随時・随所 

✿入会条件✿ 

 募集中（朝倉地区の方） 

朝倉地区社会福祉協議会 

継続こそ 活動の源 

 

 

設立 平成 17 年 6 月 5 日   会員数 46 名 

✿活動内容✿  

大泉・大西・芝・茅原・箸中の各大字では、大字ごとに様々な

取り組みを行い、子どもから高齢者まで地域の方々のふれあ

いの場になっています。 

田植え祭～収穫祭～もちつき大会と年間を通じた行事や、信

長公（しんちょこ）まつり、防災訓練や花火大会、グラウンド

ゴルフ大会や大とんどなどを開催しています。 

また織田地区社協全体として、9 月にはクリーン・ウォーキン

グを実施し、地域の清掃活動にも熱心に取り組んでいます。 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・随所 

✿入会条件✿ 
募集中 

（各支部の住民の方が対象で、 

大字ごとの各種団体員） 

 

織田地区社会福祉協議会 

清掃活動 

地域のお祭り 

《信長公祭》 

 

心がけ、手助け、気配り、話しかけ 

 

 

設立 平成 12 年 4 月 23 日   会員数 57 名 

✿活動内容✿  

高齢・過疎化率が市内でも一番高い上之郷地区で、地区

内の支援を希望される独居高齢者・高齢者世帯・障がい

者の方の見守りを徹底し、近隣の者がお互いに助け合

い、励まし合って、安心して暮らせる地域になるように、

計画を立てて支援活動をすると共に、美しい里山風景を

守ろうと、環境美化活動も自治会、民生委員会、福祉委

員の方々と連携を図りながら、推進しています。 

総会・研修２回、ふれあい会１回、踊りの夕べ協賛 他 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・随所  
 

✿入会条件✿ 

 上之郷地区の方 

 

 

上之郷地区社会福祉協議会 

上之郷地区は、自然豊かな美しい山間地です。 

しかし、近年は過疎化・高齢化が進んでいる一方で地域外から

多くの方々が観光に訪れるようになり地域内の県道や市道だけ

でなく、雑地に至るまで雑草が生い茂り、ごみが捨て放題の状

況にあります。 



１９ 

 

  

 

 

 

ふれあいや交流を通じて、活気ある街づくり 

 

 

設立 平成 15 年 6 月 13 日   会員数 33 名 

 

✿活動内容✿  

桜井西小校区の住民を対象に、年２回程度、親睦を深

めるため講演会や音楽会等を開催しています。 

また、校区内でクリーンウォーキングを実施してい

ます。 

✿活動日時・場所✿ 
随時・随所 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

 

 

桜井西地区社会福祉協議会 

住み慣れた大字（まち）で安心して暮らせる 

ふれあいのある大字（まち）づくり 

 

 

設立 平成 15 年 5 月 17 日   会員数 47 名 

 

✿活動内容✿  

城島地区社会福祉協議会は、７ヶ大字より構成され地区

内の福祉の向上を目的として、地区毎にふれあいサロン

活動等を実施しています。また、定期的に研修会の実施

や、広報誌の発行を行っています。 

✿活動日時・場所✿ 

 活動に応じて様々 

✿入会条件✿ 

募集中（地区社会福祉協議会活動に賛同するもの） 

 

城島地区社会福祉協議会 

 消火訓練 

世代間交流を

大切にしてい

ます！ 

ふれあいサロン 

地域福祉 ＝ 安心して暮らせる地域づくり 

 

 

設立 平成 14 年 4 月 13 日   会員数 89 名 

 

✿活動内容✿  

 ●あいさつ運動 ●共同募金活動 ●イベント事業 

 ●独居老人への年賀状  ●地区社協研修会 

 ●市・校区体協主催の各種行事への参加 

 ●各大字主催の「ふれあいサロン」活動 

 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・大福地区全域 

 

 ✿入会条件✿ 

募集していません 

 

大福地区社会福祉協議会 

 

朝のあいさつ運動 

住んでよかった 安心して暮らせる 地域（まち）づくり 

 

 

設立 平成 13 年 6 月 9 日   会員数 25 名 

✿活動内容✿  

 3 月と 11 月に「ふれあいサロン」を開催、70 歳位

以上の方々に毎回数十名参加していただいていま

す。内容は、皆で歌ったり、体操をしたり、簡単な工

作など、毎回変わります。 
 

✿活動日時・場所✿ 
 3 月と 11 月の年 2 回（谷区公会堂） 
 

✿入会条件✿ 
 募集していません 

 

桜井地区社会福祉協議会 



２０ 

 

  
見守り・声かけ運動 

 

 

設立 平成 13 年 6 月 9 日  会員数 34 名 

 

✿活動内容✿  

 多武峰地区社会福祉協議会では、ボランティアでの見

守り・声かけ運動を積極的に推進しています。 

また全体参加の奉仕活動として、毎年 7 月下旬に倉

橋の市総合福祉センターの草刈・草引きを行ってい

ます。 

年々参加者が増えてきているのが、とてもうれしく

思います。 

 

✿活動日時・場所✿ 
 多武峰地区内外 

 

✿入会条件✿ 

募集していません 

 

多武峰地区社会福祉協議会 

『住んでよかったこの街に』 

 

 

設立 平成 15 年 2 月 15 日   会員数 48 名 

✿活動内容✿  

 民生児童委員連絡協議会や老人会と共同で、ひとり暮ら

し世帯や高齢者世帯の見守りや訪問、児童の登下校送迎

や見守りをしています。また、各区でのふれあいサロン

の開催や、様々な相談にも対応しています。 

研修会も行っており、共同募金・夏祭りのバザー・自治

会との街の清掃活動にも熱心に取り組んでいます。 

✿活動日時・場所✿ 
 随時・随所（公民館や集会所など）  

✿入会条件✿ 
 募集していません（各種団体長・民生児童委員・福祉委員） 

 

初瀬地区社会福祉協議会 

 

住みよい地域福祉の町づくり 

 

 

設立 平成 27 年 5 月 17 日   会員数 46 名 

 

✿活動内容✿  

  三輪小学校区９区の自治会を中心に、人と人の交流の

輪を広げ、誰もが住み慣れたところで安心して暮らせ

る町づくりを目指す。 

 

✿活動日時・場所✿ 
随時・三輪小学校区 

 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

 

三輪地区社会福祉協議会 

防災訓練の様子 

みんながにこやかに幸せに暮らせる街をめざして 

 

 

設立 平成 15 年 3 月 23 日   会員数 55 名 

 

✿活動内容✿  

  住民相互の支え合いを高め、住みよい生活環境づくり

に住民の参加による地域福祉活動。 

 

✿活動日時・場所✿ 
随時・随所 

 

✿入会条件✿ 

 募集していません 

 

纒向地区社会福祉協議会 

定例会の様子 



２１ 

 

 

 

その他のボランティアセンター登録個人・グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人】 

A 桜家 正助（さくらや しょうすけ） 落語・小噺披露を通した交流活動 

A Ｍｒ．ケーシー マジック披露を通した交流活動 

 

 

【グループ】 

A   C 川合婦人会ボランティア部 地域内河川・公園の清掃、行事手伝い 

A 桜井市聴覚障害者協会ボランティア部 サロン活動・手話の指導 

A B C 
桜井地区更生保護女性会ボランティア

部 

更生支援・青少年の健全育成・子育て支援 

（市内幼稚園・保育所で母親達との交流） 

   C 桜井理容組合福祉部 ごみ拾い 市内清掃活動 

A  C 信夫ヶ丘カフェ女子 ふれあいサロン活動 

   C 芝 EM クラブ EM（有用微生物群）を使った環境啓発活動 

    C 西部団地自主防災会 地域の防災活動 

 
特定非営利活動法人 大和の心を育む

会 

漫談・手品・寸劇・腹話術・歌謡ショー等

出前講座 

    C 中津道防災ボランティアグループ 地域の防災・啓発活動 

A ふれあいサロン横内 地域の居場所づくり 

Ａ ホビークラブ 
手芸（小物の手作り）を通した高齢者等福

祉施設への訪問活動 

A 纒向団地ふれあいサロン会 ふれあいサロン活動 

地区社協 桜井南地区社会福祉協議会 地域の高齢者の支援や児童の見守り活動 

 

 

主な活動内容分類 
Ａ・・・ささえあうボランティア（福祉・支援活動） 

Ｂ・・・はぐくむボランティア（子育て支援活動） 

Ｃ・・・まもるボランティア（自然・環境・安全・こころ・いのち） 

Ｄ・・・まなぶ・つたえるボランティア（歴史・文化・まちづくり等） 

Ｅ・・・つきあうボランティア（海外協力・国際理解） 


