君津市登録ボランティアグループ
令和元年5月10日現在

№

登 録 ボ ラ ン テ ィ ア

活

動

内

容

1

音訳の会「さざなみ」

視覚障害者への音声訳サービス（情報提供）、依頼図書、対面朗読

2

どんぐり劇団

芸能活動・老人ホームの訪問

3

ボランティアサークル ｆｏｒｰＵ

地域・施設での介助・各種イベントでの支援 他

4

緑晃会舞踊グループ

芸能活動、踊りの指導

5

コール響エコー

高齢者の合唱指導・各種イベント参加（コーラス活動）

6

津軽三味線 福栄会

病院や施設での芸能活動・民謡の指導

7

白ゆり会

舞踊で地域行事参加

8

ガイドヘルパー マリモ

視覚障害者の歩行介助・ガイドヘルプ

9

カット＆ふれあい「ハッピー」

福祉施設での散髪・着付け・理美容 等

10

フレンドミュージック

音楽を通して障害者のリハビリ

11 介護ボランティア あゆみサークル

施設等で高齢者の介助・庭木手入れ・諸行事での協力

12

かぼちゃ会

料理指導協力・うどん打ち実習

13

君津鐵友会

諸行事への協力

14

君津点訳の会

点訳での地域視覚障害者への情報提供及び支援

15

手話ダンスサークルきみつ

障害者・高齢者施設での手話ダンスの披露

16

明るい社会づくりかずさ委員会
君津地区委員会

知的障害者施設・諸行事での支援

玄々堂君津病院
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ けやきの会
18 ちばぎんＶネットクラブ
17

玄々堂君津病院における行事、手作業などのお手伝い等
地域での環境整備、清掃、森林植樹・育成、使用済み切手の収集

19

９９の会

施設、地域の各種イベント、行事への協力 等

20

介護ボランティア コスモス

施設での支援・各種行事協力 等

21

菜の花の会

芸能活動（歌･踊りの指導）・行事、イベント等の参加支援

22

ナルクかずさ

市内在住の方対象に支援 家事・送迎 福祉施設支援 等

23

君津地区自閉症協会 にじの会

当事者団体の保護者による行事・講座での支援

24 BOOKママ 読み聞かせグループ 施設等での読み聞かせ
25

オカリナ・サウンズ

施設・幼稚園・学校等でオカリナ演奏

26

君津ラテン・ジャズ同好会

地域・施設等でのバンド演奏

27

傾聴ボランティア ♡ ハート

高齢者に対する傾聴ボランティア活動、月一回”傾聴カフェ 元気力”開催

28

あさりの会

知的障害児者・支援、行事・イベントの関わり、環境整備、被災地支援

29

日本伝統文化国際交流団

日本伝統文化・芸能の伝承,公演活動,体験を通して子供たちに礼・節を～

30

君津すずらん

地域・施設での各種イベントでの歌、踊り、ピアノ、ギター等の演奏

31

君津台南の会（楽笑団）

地域の独居および伴侶を亡くされた高齢者のお楽しみ、支えあい

32

オストメイト三津友会

君津在住の内部障害者(オストメイト)の自立支援・諸団体との交流

33

オリーブ

フレンド君津(当事者団体）への支援

34

オハナフラスタジオ田村

地域・施設、各種イベントでのフラダンス披露

35 みどり ・ ひろがりの会

身体障がい児者を介護している親の子育て支援・身体障がい児者の健康増進

36 君津市太極拳同好会

古切手・プルタブ収集活動、ふれあいまつりでの体験講習会

施設等での新日本舞踊の披露

37 柳会
38

地域(限定)でのひとり暮らし高齢者と歩く会や、手芸を楽しむサロンを開催

きずな

39 北子安地域女性ボランティア なでしこ 地域の絆を広げる｢声かけ」の実践

生活・介護支援の会
富弘美術館を囲む会
41
千葉県支部 「菜の花」
42 すずめ同好会
40

高齢者施設でサロンの手伝い、余暇活動（麻雀・話し相手等）
富弘美術館の催しに関わりながら、地域の皆様に作品を知っていただくための活動

編物を通じた高齢者の交流

43

第４日曜日の会

知的障害者への支援（会員内での交流・イベント等）

44

ハピネス

施設等で一緒に童謡を楽しく歌う

45

チーム５３０

久留里周辺の主要道路の美化（ゴミ拾いなど）

46

布絵本倶楽部

布絵本及び布のおもちゃなどの制作、布絵本の提供を通しての活動

47

ボランティア たんぽぽ

懐メロを中心に施設の皆さんと一緒に歌を楽しむ

48

八重原太鼓

和太鼓演奏

はぐくみの杜を支える会
東日本大震災・避難者支援
ボランティア ネットワークきみつ
自立生活体操指導グループ
「健康寿命を延ばす会 輝き」
ナプア・フラの会
赤十字防災ボランティア
第7ブロック 君津地区協議会
笑話会

施設内で子どもの見守りや畑づくり、花壇づくり、食事づくり等

55

点訳同好会 みらい

点訳図書の作成、点訳依頼への対応

56

よ ろ ず かい

万事会
57 鹿野山・愛彩の会

20代を中心としたボランティアによるイベント行事へのお手伝い 等

オカリナ・アンサンブル「風」
君津警察署管内電話de詐欺防
59
止パトロール隊

福祉施設、イベント等でオカリナ・アンサンブル演奏

49
50
51
52
53
54

58

60

あなたの健康守り隊

61

ぷれジョブきみつ ここいる

62

メイトサロン

市内で避難している被災者への支援
地域の高齢者の健康寿命を延ばすための体操指導
施設等でのフラダンス披露
救急救命講習での出前、災害ボランティア立上げ等
親睦、交流、福祉事業への協力

鹿野山周辺の環境美化

高校生ボランティアによる振込詐欺防止活動
骨盤体操、健康体操、健康講座また、カイロプラクティック技術を活用し
た、家庭内健康法などの指導 団体・グループへの出張可
障がいをもつ子供達が、それぞれの住まう地域でお仕事体験をする交流
活動
会員間の生活支援

63

中富 お助け隊

地域(自治会）で高齢者世帯を対象とした生活支援
こころに障害を持つ人の家族・介護者・当事者のメンタルケアサポート。
64 こころの健康を支援する共励会
家族相談、SST研究会（回復力を高める接し方）を実施。
65 リコ・アロハ
施設等でのフラダンス披露
66

フォーク音楽同好会

イベント時・障害者のリハビリ訓練等での演奏、施設での演奏

67

お茶っこクラブ

杢師在住の高齢者の交流を図るため、月に一度お茶会開催

68

フラサークル マカナ

各種イベント・施設でのフラダンス披露

69

ゆりかご

朗読の会 揺籃
70 君津リコーダークラブ
71
72

朗読会公演・対面朗読
福祉施設、イベント等でリコーダー（ｿﾌﾟﾗﾉ・ｱﾙﾄ・ﾃﾅｰ・ﾊﾞｽ）のｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ演奏

千葉県交通安全推進隊 君津市
大和田小学校の子供達の登下校での見守り・声掛け
立大和田小学校区交通安全推進隊

OBボーイズ バンド

施設訪問や図書館などでのライブ演奏

73

周西小グリーンクラブ

74

つくし園

周西小学校の子供達の登校時の交通安全指導・見守り・安全マップ作り
の協力、プール開放日での監視
久留里公民館にて子供食堂の運営（準備段階）

75

坂田ふれあい太鼓

歌に合わせて太鼓を叩き、踊り披露

76

ふくいん

幅広い活動をおこなう、男性限定のグループ

福音
77 コスモスの会
78

セボーラヴィ

施設等でﾌｫｰｸｿﾝｸﾞ・ﾎﾟｯﾌﾟｽ歌演奏・ﾊｰﾓﾆｶ演奏・ﾌﾗﾀﾞﾝｽ・ﾌﾞﾙｰｽ等披露
歌に手話表現を加えることでより多くの人達と音楽を共有し、交流を深める

79 介護施設訪問ボランティア 笑おう会 介護施設にて入所者の方達と軽い運動やゲーム、歌等を一緒に楽しむ
80

君津レディースクラブ

地域に太巻き寿司を広めるために活動。講習依頼可

