
No. 団体グループ名 代表者 活動内容 活動場所 活動の頻度
定例会の

有無
人数 年齢層 結成年月日

1
明るい社会づくり運動茅野市
協議会

藤木健一
「ちのステーション」クリーン運動に参加、市内
クリーンウォークに参加・歳末助け合い街頭募
金

茅野市内 不定期 有 33 ４0～７0代 S47.6.25

2 新井ボランティア愛の会 五味照子
七夕飾祭り・いきいきサロン・宅配弁当作り・清
拭布作り

宮川新井公民館 年に5～6回 有 18 60～70代 H12.5

3 アラン 秦良子
健康で呆けないために頭と手先を使って健康
麻雀をする

公民館など 不定期 無 17 ５０～８０代

4
いじめ・いきしぶり・不登校
くちこみ情報センター

古屋智子

不登校を体験した子どもの親が集まって「子ど
もの笑顔を守りたい！」と、つながり合い、育ち
合い、いくつかの親の会が連携して活動して
います。
・情報紙、ブログでの情報発信・グループ相談
会、カウンセリング、学習支援・お泊り会、ハイ
キングなど親子活動

宮川地区コミュニティー
センター

諏訪市いきいき元気館
不定期 有 43 １0～６0代 H23.4

5
歌声ボランティアｍｆ（メゾフォ
ルテ）

金子悦子

高齢者・障害者施設に出向き、一緒に歌をう
たったり、絵本等に合わせて音楽を入れる。ま
た、小学校の「お話の部屋」の授業で歌や音
楽を一緒に演奏する。

信濃医療福祉セン
ター・永明小学校

他
不定期 無 4 ５０代 H20.5.14

6 エンジェル絵手紙の会 牛尼貴美子

絵手紙を在宅療養されている方、施設に送る・
デイサービス通所者と絵手紙を描いて交流す
る・地域、いきいきサロン、公民館等で体験す
る

デイサービス・ちの
地区コミュニティー

センター
月に２回 有 25 ６0～８0代 H11.7.23

7 おきなぐさ 那須真紀
高齢者施設での音楽活動。音楽を通じての地
域交流

特養・老健　他 不定期 有 5 ５０～６０代 Ｈ２７．４

8 押花　なでしこの会 両角たか

押し花で様々な作品を作成し、すべての人々
の心を豊かにしたいと考えます。特に高齢者
や障害をお持ちの人たちたの交流も考えてい
ます。

どっこいしょ広場・やす
らぎの丘　他

年に１３回 有 6 ６0～80代 H9.10

9 押し花ふしぎな花びら 小沢すえ子
好きな花を押し花にして作品にして飾る楽し
み。（生の花の押し方、組み合わせ方）施設訪
問して小さな作品作りをします

自宅・泉野公民館 月に１回 無 7 ８０代 Ｈ２８．１１

10 おはなしくれよん 伊藤文子

子ども達に楽しいおはなしの世界を肉声を通
して届けたいという願いで“語り”“絵本”を中心
に学び合いながら、語り聞かせや読み聞かせ
を実践をしています。

茅野市図書館
市内保育園　等

活動場所による 有 10 ５0～70代 S61.4.1

11 お話しサークル　モモ 小島定子
金沢地区内での絵本の読み聞かせ、紙芝居と
文化祭への参加。最近は高齢者の集まり時に
も行っています。

金沢分室キラキラ
館

月に1回 有 4 50～60代 H7.4.1

12 おひさまクラブ 中柄房子 環境整備・花壇整備
市民活動センター・
やすらぎの丘・ゆう

ゆう館
月に2回 有 19 60～８0代 H23.12.13

13 親子うんどう　ママだっこ 佐竹　恵美

運動講師を迎え、身体を動かしながら親子の
スキンシップを大切にし、そこから子どもとのよ
い関わり方を学んでいく、親子が楽しい時間。
親のケアとして育児アドバイス、相談、親子同
士の交流をはかる。

家庭教育センター
ちのコミュニティセン
ター和室

月に3、4回 無 64 1～50代 H25.4.1

14
外国籍市民サポートグループ
ねこじゃらし茅野

岡元春美
外国籍市民のための支援をしています。市民
生活における、さまざまな問題に対してアドバ
イス、日本語教室開催、翻訳等

家庭教育センター 不定期 無 10 30～60代 H25.5.1

15 合唱団　“宙（Sola）” 森田勝己
１人ひとりの声の良さを生かせる合唱を目指し
ます。自主演奏会や施設への訪問演奏、交流
イベント（公開練習等）などを行っている。

ちの地区センター 週に１回 有 18 ２0～70代 H19.4.23

16
介護老人保健施設やすらぎの
丘内ボランティア

武居真
やすらぎの丘居室のご利用者ベッドメイキング
及びデイケア事業における利用者の見守り、
介助

やすらぎの丘内 月に３回 有 24 ５０～７０代

17
柏原ボランティアの会（おとな
し会）

両角千寿子
高齢者福祉にかかわる活動。
・声がけ・宅配弁当・昼食会、サロン

柏原区公民館 不定期 有 14 ５０～７０代 H１５．１

18 かにさん 渡辺信子

皆様から寄せられた使用済み切手・テレホン
カード・書き損じハガキを分類し、切手は定め
られた大きさに切りそろえます。それをボラン
ティア協会に送り、医療の一部や植林の一部
として貢献されています。

ちの地区コミュニ
ティセンター

月に2回 有 20 60～80代 H2.10

19 北久保ボランティア 両角美代子
高齢者福祉活動
交流活動（区内80歳以上対象とし、公民館に
て「いきいきサロン」を行なっている

北久保公民館 年に２回 無 7 ４0～70代 H20.3

20 琴風会　ぽんぽこ 藤森美代子
季節や対象者にあった演歌、懐メロなどの歌
詞カードを持参し、演奏に合わせて歌ったり、
手拍子を取ってもらって楽しく交流している

老人保健施設　他 不定期 有 12 60～70代 H13.6.1

21 グリーン倶楽部 平田豊

日常生活にサポートを必要としている方を対
象に、グリーンヒルズヴィレッジの仲間としてお
手伝いの形でサポートし、利用者のより良い
生活を願っています。送迎、除雪、草刈り　他

グリーンヒルズビ
レッジ地域内

不定期 有 13 ５0～７0代 H19.10.8

22 グループ茅の実 大下京子

毎朝諏訪中央病院の玄関からは様々な人が
入ってきます。そんな方々へピンクのエプロン
精一杯の笑顔で"おはようございます"と案内
しています。

諏訪中央病院
診察日毎日午前

中
有 13 ５0～70代 H10.8

23 グループ桃太郎 北原和剛

１、茅野駅西口憩の広場清掃、除草
２、茅野駅西口花壇育成管理の参加
３、茅野市０１２３こども広場世代間交流と手伝
い

茅野駅西口憩の広
場

月に１回 有 5 70代 H17.1.28

24 くるみーず 小山道子 木の笛で老人施設他にてのボランティア活動 市内施設　他 月に３回 有 8 ６0～70代 H10.4.1

25 傾聴パートナー　あ・うん 松崎弘子
あたたかな心で寄り添います。住み慣れた地
域で幸せに過ごしましょう。共生社会を目指し
ます。

やすらぎの丘・虹の森・
ケアハウス豊平・精明学
園・ふれあいの里　他

月に1回 有 12 50～８0代 H15.11

26 傾聴ボランティア「ひだまり」 中村アツ子

深い思いやりと温かな心で耳を傾けお話しを
お聴きします。話される方の考えや意思を尊
重し秘密を守ります。傾聴を通じて人と人が支
え合う社会創りを目指します。

やすらぎの丘・虹の
森・寿和寮・西部デイ・

個人宅　他
不定期 有 20 ５0～70代 H17.10.19



No. 団体グループ名 代表者 活動内容 活動場所 活動の頻度
定例会の

有無
人数 年齢層 結成年月日

27 傾聴ボランティア　ひまわり 土橋早智子
相手の方にできるだけ話しをしてもらい、その
ことによって、その方の負担が少しでも軽くな
るようにお手伝いさせていただく

やすらぎの丘・アイリ
ス

月に1回 有 10 60～70代 H27.8.25

28 さくら会 草田耀子
いらなくなったタオル、バスタオル、シーツ他、
布などいろいろな方から頂いて、すぐに清拭布
として使えるようにハサミで切る

ふれあいの里 月に1回 無 5 60～７0代 H5.4

29 サンクス 小平武男
茅野駅西口の広場及び道路の雑草の草取
り、インターロッキングのコケ取り

茅野駅周辺 月に1回 無 2 ７０代 H23.3.8

30 三代目ちのちのすたいらーず 五味裕太郎
主にブレイクダンスでダンス発表など活動をし
ている。また、チノチノで練習し、技の上達な
ど。たまにダンスバトル大会に出場します。

CHUKOランドチノチ
ノ

週に４回 有 9 １０代 Ｈ２７．４

31 鹿山村親睦会 木村光子

元里山の別荘地内の登山ルートの清掃、次世
代を担う子供達への自然に関する教育、地域
の人々とのコミュニケーション増進、地域文化
の紹介等

鹿山別荘地内
蓼科消防会館

不定期 有 155 30代～80代 S55

32 シニアリーダースクラブ
茅野市役所

こども課

・ジュニアリーダー、リーダースクラブの育成、
サポート・自然体験活動の企画、運営・「子ど
もが主役」のこども会育成

青少年自然の森 週末 有 28 １0～30代 H9.5.1

33 手話ダンス　千の風 原光江
月2回練習「健康づくり」「仲間づくり」「共に生
きるを学ぶ」・ボランティアで施設訪問

茅野市文化セン
ター

宮川地区コミュニ
ティーセンター

月に2回 有 10 60～80代 H20.3.27

34 手話ダンス　虹の会 篠原郁子

手話ダンスを通して手話を学び、障害者を理
解し、共に生きることを子供達にも障害者（児）
を理解してもらうため保育園へ出向き、手話ダ
ンスを教え、交流をしています。

あすなろセンター
各保育園

不定期 有 15 60～70代 H6.4.6

35 手話通訳・要約筆記実施者
茅野市福祉事務

所

聴覚障害者等が医療域間や学校、保育園等
社会生活上又は日常生活上必要とする場合、
コミュニケーションを円滑にするため手話通訳
者、要約筆記者を派遣します。（申請場所：茅
野市役所福祉支援係）

依頼場所 不定期 無 31

36 ジュニアリーダースクラブ
茅野市役所

こども課

ジュニアリーダーの育成・キャンプ、イベント等
の企画、運営・「子どもが主役」の子ども会育
成・地域イベントの参加

市役所、公民館
青少年自然の森

週末 有 13 10代 H9.5.1

37 障害者・高齢者パソコン広場 高見明 パソコンの取り扱いと簡単な文書作成
諏訪東京理科大学
生涯学習センター

週に３回 有 27 60～80代 H15.8.3

38
女性合唱団コール・フェミニー
レ

廣瀬福代

１、合唱を通じて元気に暮らす
２、歌うことで人とつながる
３、目標をもって楽しく練習する・通常練習・歌
う会の実施・他団体や他の活動との連携、歌う
ボランティア

公民館
市内施設

週に１回 有 21 50～80代 S62.4

39 城山「お助け隊」 斎藤良則
移動手段を持たない区民（主に高齢者）を買
物tと医療機関に送迎する

市内 不定期 有 15 60～70代 H21.9

40 スカイブルー 岡田澄江

・作業所で行われる会食会（秋祭りのお手伝
い）
・ひまわりの里での行事へ参加
・「スカイブルーだより」月に1回発行

ひまわり作業所
ひまわりの里

不定期 有 5 70～80代 H7.10

41 すずめのお宿 両角治江

いきいきサロン。元気で長生きできるように頭
の体操をしたり、お話をしたり、生きがいを見
い出していき、料理等も考えて作ったり、1日を
楽しく過ごしている。

議会棟和室 週に1回 無 12 50～80代 S63.3

42 スター交通・パンダの会 高橋信彦

災害時、被災地へボランティア活動に行きた
いが交通手段がない、または一人で行って何
ができるのか？と思っている人たちのために、
当社所有のバスを提供することと、当会のボラ
ンティアメンバーと活動することで一人ではな
いことをわかっていただく

全国 不定期 有 12 20～70代 H23.3

43 すみれの会 柳沢恵美子
小規模の老人保健施設を訪問し、読み聞か
せ、手作業、手遊び、歌等で交流をはかる

小規模多機能ケア
施設米沢の家、グ
ループホームいず

みの

月2回 有 3 50～60代 H25.12

44 諏訪クラブ 守屋卓郎
知的障害児へのバスケットボールチーム及び
支援

ちの地区コミュニ
ティーセンター

週に1回 無 30 １0～60代 H12.12

45
諏訪中央病院ボランティアグ
ループ

毛塚郁夫

諏訪中央病院のハーブガーデンの草取りなど
の庭園管理全般。諏訪中央病院エントランス
ホールにて案内。諏訪中央病院外来図書館で
の本の貸し出しと管理。諏訪中央病院棟にて
患者さんとのお話しやデイケアの手伝い

諏訪中央病院
各グループごとに

異なる
有 100 ３0～70代 H17.4.1

46
諏訪中央病院グリーンボラン
ティア

成澤泉
諏訪中央病院の庭の手入れ（ハーブガーデン
の管理）

諏訪中央病院庭園 週に1回 有 64 30～８0代 H10.4

47
諏訪東京理科大学ボランティ
アサークル　ボランティ

細野将史
大学設立の際にお世話になった茅野地域の
方たちへの恩返しを目的とし、主に茅野市内
での活動を行っています。

諏訪東京理科大学
茅野市内

不定期 有 20 10～20代 H16.4.1

48
生活支援ボランティアセンター
『ほっとはうす』

石川明吉

悩む心、疲れた心、病む心、いじめ、不登校等
の方々の電話相談、カウンセリング、高齢者、
障害者（児）等の移動・通院・買物サービス（実
費）全国から受け入れ

諏訪圏
土日を除くいつで
も要望に応じて

無 3 30～60代 S57.4

49 正派邦楽　せせらぎ会 赤羽素乃

学校・クラブ活動のお手伝い。
五年生対象邦楽器指導
保育園訪問
ふれあいの里等訪問

宮川・ちの地区コ
ミュニティーセンター
ふれあいの里・保育

園・小学校

週に１回 有 21 ４0～８0代 S50.6.1

50 精明学園ボランティアの会 矢崎ひろ子
障害児・者福祉に関わる活動で、主に施設内
で行われるクラブ活動への参加。行事の手伝
い、引率の手伝い

精明学園 不定期 有 3 60代 H17.4.1

51
芹ケ沢ボランティア　しぶかわ
会

北澤たか子

地域の高齢者の方々に元気で明るく過ごして
いただけるように努める。いきいきサロン昼食
会（80歳以上）、配食弁当（８０歳以上）、花壇
の花植、草取り、温泉配達（男性メンバーが車
のない高齢者宅へ）

芹ケ沢区内 不定期 有 17 60～70代 H6



No. 団体グループ名 代表者 活動内容 活動場所 活動の頻度
定例会の

有無
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52 そよ風のおくりもの 南保久美子

高齢者グループホームを定期的に訪問し利用
者や職員の方々と一緒に懐メロや童謡の歌や
手遊びを楽しんできます。年に１～２回、季節
を感じていただけるような演奏活動も企画して
います。こどもの幼稚園が緑で活動をスター
ト。他にも月1回の歌の練習も楽しんでいま
す。

せせらぎの家・ケア
ホーム豊平

月に1回 有 8 40～50代 H19.6

53 大正琴ロマンハープの会 伊藤和子

1、総会と学習会　２、毎月２～４回レッスン
３、全国大会に参加します　４、ジョイントコン
サートを予定　５、保育園、高齢者クラブ、デイ
サービスでボランティア演奏会　６、世代間交
流会で子どもたちと演奏　７、発表会（他グ
ループとの演奏会）

公民館
地区コミュニティセン

ター
不定期 有 29 １0～８0代 H9.4

54 蓼科岳心会企画局 牛山さと子
文化伝承・保存・指導。趣味を通しての交流を
し発表しています

福祉施設 不定期 有 47 ３0～80代 H24.1

55 蓼科ベルの会　かおじゅん 笠原香織
福祉施設、保育園、病院、地域のイベントなど
への訪問演奏。「温かくて優しい音」で「癒しと
笑顔の時間」となるよう願いこめての演奏。

保育園・老人施設・
福祉作業所等

月に1～３回 有 5 20～50代 H21.2.1

56 玉川やんちゃサークル 植田敦代

0～3歳の未就園児の親子を対象に子供同士
をのびのび遊ばせながら、ママ達は子育ての
話や情報交換をしています。月1回イベントとし
て、お花見、リトミック、ピクニック、クリスマス
会など企画し、行事や季節を感じながら楽しん
でいます。また、月に1回程度、読み聞かせの
時間もあります。

玉川地区コミュニ
ティセンター

週に1回 有 27 0～30代 H17.11

57 チームかぐや 戸田美保子
茅野駅周辺の美化
インターロッキングのコケ取り

茅野駅周辺 月に1回 無 3 40～70代 H23.3.3

58 ちの駅西口ガーデン 茅野市観光協会
茅野駅西口の花壇維持・管理
草取り・剪定・追植

茅野駅西口花壇 月２回 無 40 50～70代

59 茅野おやこ劇場 中島裕美

子供達が夢と豊かな創造力を持つことを願っ
て活動しています。年間4回の鑑賞j活動（プロ
による生の舞台を見ます）と自主活動（遊びの
ワークショップやお楽しみ会）を行ない、子育て
を楽しみながら仲間づくりをしています

各地区コミュニ
ティーセンター

不定期 有 204 3～60代 S63.12

60 茅野子ども福祉教室　四葉 盛川陽子

子ども達の心に“福祉の種”をまくことができた
ら…の想いのもと、主にスタッフの学び合いを
しながら福祉教室を開催。子ども達やスタッフ
が地域に住む方々の協力を得て、いろいろな
体験や様々な人たちと触れ合うことにより、た
くさんの気づきを通して“共に生きる”姿勢を学
んでいく場の提供

家庭教育センター
等

不定期 有 9 10～７0代 H4.4

61 茅野市こども館０１２３広場 前島敦子
親子を中心に多世代がふれあい、昔ながらの
味を伝えることを目的とした食育イベント

茅野市こども館
０１２３広場

年に4回 無 60 0～80歳代 H28.4

62 茅野市グリーンパートナー 笠原直弘
固定公園の環境美化活動及び遊歩道・案内
板などの状況確認

八ヶ岳中信高原固
定公園

不定期 有 39 20～80代 H17.6

63 茅野市更生保護女性会 笠井嘉代子

非行や犯罪に陥った人たちが再び社会の一
員として立ち直るのを助けようと支援していま
す。また立ち直りの支援と共に次代を担う青少
年の健やかな成長を願って非行防止健全育
成並びに地域の子育て支援を関係団体と連
携して活動しています。

茅野市全域・原村・
富士見

不定期 有 204 50～80代 S34.2.28

64 茅野市手話サークル 眞道美枝子
茅野市内に住んでいる聴覚障害者と交流をし
たり、問題点を話し合ったりして活動していま
す。

茅野市公民館 週に1回 有 14 １0～70代 S52.12.12

65 茅野市少年育成委員会
茅野市役所

こども課

1，街頭巡視活動・・・子どもの下校時間に合わ
せて地域の通学路やコンビニ等を巡視します
２、街頭啓発活動・・・駅周辺や中学校等で通
学する青少年にあいさつ運動を実施します
３、研修等への参加

市内全域 日中及び夜間 有 70 ３0～70代 S50.4.1

66 茅野市消費者の会 神津　悠子

環境問題について
１、レジ袋削減啓発活動の実施
２、廃油で作る手作り石鹸の普及
３、その他消費生活に関する問題についての
学習会・研修会への参加　など

茅野市内・諏訪市
内

月に３回 有 25 ５0～80代 S49.4

67 茅野市聴覚障害者協会 金井秀雄
・手話指導
・コミュニケーション手段の指導
・ＰＲ活動等

総合福祉センター 不定期 有 14 ５0～80代 H12.4

68 茅野市仏教会 宮里憲明

春期：お花まつり大会…市内各地区の寺院を
会場に、お花まつり行事を開催
秋期：歳末助け合い托鉢を行ない、その浄戝
にて福祉施設訪問等

寺院・福祉施設 不定期 有 21 ３0～70代 S32

69 茅野市星の会 小平正八

・聴覚障害者のための点字化。本（読本、アニ
メ等）を点字情報に訳します。HPにて情報発
信します
・利用者の依頼により専門書等音声化の校正
をします

各自家庭 不定期 有 10 50～８0代 H17.9.16

70
茅野市ぼくらの未来プロジェク
ト

茅野市役所
こども課

自分たちがまちづくりについて考えたことを実
践する中高生の有志

CHUKOランドチノチ
ノ

不定期 有 24 10代 H25.6.30

71 茅野市マジッククラブ 武藤昇

人とのコミュニケーションとボケ防止に始めた
手品が仲間も増え結成以来30年がたちましま
した。たまにプロの講師をお願いしているが、
みんなで助け合い楽しく勉強しながら子どもか
らお年寄りまで大勢の人に喜んでいただける
よう練習に励み、ボランティア活動をしていま
す。

福祉施設・保育園・
小中学校等

不定期 有 12 60～80代 S60.4.1

72
茅野市要約筆記グループひま
わり

山本博子

中途失聴者、難聴者に、話の内容をその場で
書いて伝える通訳を行なっています。手話との
違いや「聴覚がい」について理解を深め、多く
の方に「要約筆記」を知ってもらえるよう、講習
会開催などの活動をしています。

依頼先 不定期 有 8 50～70代 H12.4.23



No. 団体グループ名 代表者 活動内容 活動場所 活動の頻度
定例会の

有無
人数 年齢層 結成年月日

73 茅野男性介護者の会 河西憲一

男性が主体的に家族を介護している男性だけ
の集まりです。男性は介護のストレスをためや
すく、他人に相談もできず、孤独になりやすい
から同じ立場の男同士で語り合い教え合うこと
で気持ちが楽になり、明るい気持ちで介護が
できるように。

ちの地区コミュニ
ティーセンター

月に１回 有 18 60～80代 H21.6.18

74 茅野ミヤマシロチョウの会 福田勝男

茅野市及び長野県自然記念館指定のミヤマ
シロチョウの絶滅が危惧されているが、チョウ
のみにあらず八ヶ岳の自然環境が荒廃してい
るために自然環境の保持（安全活動を行う自
然保存団体である

八ヶ岳山麓 年中 有 100 10～80代 H20.3

75 茅野レスキューネット 宮外光夫

防災のためのいろいろな学習会、講演会、
ワークショップ
・講演会（災害救援ボランティアセンター立ち
上げ訓練、避難所解説訓練HUG、家具転倒予
防、防災講習、地域の地質と活断層）
・ワークショップ（廃油ランプ、サバメシ、ペット
提灯）

市内 月に1回 有 15 ３0～７0代 H17.3

76
ＣＨＵＫＯらんどチノチノ　こども
運営委員会

竹下大貴
・チノチノの運営
・イベントの企画
・中高生と地域をつないでいく

ＣＨＵＫＯらんどチノ
チノ

不定期 有 19 10代 H14.4.27

77 繋ｉｎｃ．（つなげるいんく） 木村かほり

子育てしやすい・暮らしやすい地域を作りたい
と子育て中のママさんを中心に活動していま
す。・子育ての助け合い（子育てシェア）・イベ
ントの開催（おしゃべり会、フリマ、バスハイク、
お泊り会、講座など）・高齢者、地域の頼り合
い・恋活応援イベント

宮川コミュニティ
センター

月に１回 有 56 ２0～７0代 H20.12

78 てんとう虫の会 小平嘉清
視覚障害者の日常生活での不便さの解消とよ
りよい生活環境の実現のための情報交換と交
流

市内 不定期 無 10 ５0～70代 H4.3

79 読書の森　読りーむinちの 飯田美智子

“読書の楽しみの輪を広げ、生きる喜びと夢を
育み、心に豊かな森をつくる”ことを願って市
民と行政が力を合わせて活動を進めている茅
野市読書活動推進団体です。赤ちゃんに絵本
を贈るファーストブックプレゼント、新小学1年
生に本を贈るセカンドブックプレゼント、地域で
の読み聞かせ会やパネルシアターなどの公演
やおはなし会を開催しています。

部会によって異なる 年間通して 有 80 ４0～７0代 H12.7

80 とちんぼっくり 小池市子

・環境美化を目的に月2回区内のゴミ拾いをし
ています
・バザー等出店して資金作りまたは福祉関係
へ寄付しています
・古切手、収集　等

高部区内 月に2回 有 6 60代 H7.12

81 ともしび会 両角宗茂

アコーディオンの伴奏により、歌声喫茶形式で
童謡・叙情歌、広く世界の親しまれた楽曲、演
歌等を貸し出しの貸し出し歌集で毎回２０～３
０曲歌って楽しむ

どっこいしょ広場 月に1回 有 50 ３0～80代 H21.8.1

82 豊平絵本を楽しむ会 浦野千寿
・地域の保育園での朝の読み聞かせ
・保育園のお誕生日会でのおはなし会
・小学校でのおはなし会

豊平保育園
豊平小学校

月に1回 有 10 40～７0代 H12.8

83 中大塩地区「支え合いの会」 熊崎秀和

高齢者の人や障がいを持つ人、子育て中の世
帯などに、日常生活の中で困ったことが起き
たり、誰かの手助けが必要となった時、お互い
様の気持ちで地域の中で支え合うシステムで
す。

中大塩地区内 不定期 有 60 30～70代 H20.9.5

84 日本語カフェ　りぼん 住田晴子

日本語を母語としない方々を対象に、日本語
学習の支援、日本文化、生活習慣の支援、日
本文化、生活習慣の理解、日本語でのコミュ
ニケーション、情報交換など試験対策のみな
らず、交流しています。

茅野市公民館 週に1回 無 4 60代 H12.4.1

85
日本ボーイスカウト長野県連
盟茅野第1団

小池幸夫 青少年の健全育成（社会教育運動） 野外 不定期 有 72 ７～７0代 S37.7.14

86 認知症予防ネットちの 原房子

認知症の予防、発症しかけている方の引き戻
しを目的とする。ゲーム活動により、笑って楽
しい時間を過ごし、独りで家にこもらず、地域
に交流の場を作る。体験教室、リーダー養成
を得て、回数を設定した予防教室へと広げて
いく

茅野市公民館 不定期 有 10 60代～70代 H27.5.5

87 ぬくもり会（糸萱） 湯田坂あやめ
いきいきサロン昼食会・宅配弁当・ミニサロン
昼食会

糸萱区公民館 11月12月2月 有 11 50～70代 H6.4.1

88 子ノ神ボランティアグループ 宮下昇子
・公民館・座布団カバーの洗濯
・75歳以上のお年寄りに配食弁当
・区内の清掃

子ノ神公民館 不定期 有 13 ５０～７０代

89 のいちご会 伊藤美穂子

親子で足元にある自然を楽しむお散歩会をし
ています。四季を通じて森に出かけることで自
然の変化を五感で感じることができます。丈夫
なからだづくりもしていきたいので、旬のものを
皆で調理して食べることも楽しんでいます。

三井の森・青少年
自然の森・尖石縄

文考古館
月に1～２回 無 20 0～６0代 H25.4.28

90
パーキンソン病からの贈り物
の会

両角いく子

パーキンソン病の本人・家族・ボランティア等
が集い、学習会、運動や音楽療法、情報交流
を行なう。病気を正しく理解し、気持ちを明るく
豊かな生活が過ごせるような会を目指す

ちの地区コミュニ
ティーセンター

月に1回 有 23 60～80代 H14.4

91 ハッピースマイル 秋山豊

楽器演奏が好き！音楽が好き！なメンバーが
集まり、0～90歳のみなさんに音楽を楽しんで
もらいます。童謡、アニメソング、懐メロ何でも
おまかせです。

保育園
高齢者施設等

不定期 有 9 ３0～60代 H17.10

92 東向ヶ丘ボランティア愛の会 鶴見英彦

地区のつながり
・単身世帯（高齢者）の網戸張り替え
・公民館使用座布団カバーの洗濯
・弁当づくり手伝い等諸々の手伝い

東向ヶ丘公民館内
外

月に１回 有 16 60～80代

93 ひざしの会 牛山ゆかり
視覚障害のある方に、社協情報紙をテープに
吹き込み郵送しています。その他依頼があれ
ば吹き込みをお受けしています。

議会棟　和室 月に1回 無 8 ４0～60代 H12.4.1

94 ひよこ教室 町田由利
親子で障がい児の身体訓練の充実と障がい
者スポーツの推進を図る

茅野市総合体育館
アクアランド等

競技による 有 10 3～12代



No. 団体グループ名 代表者 活動内容 活動場所 活動の頻度
定例会の

有無
人数 年齢層 結成年月日

95 腹話術友の会茅野支部 水代彰子

・高齢者の方々に笑い歌うことで健康を増進し
ていただく
・腹話術、玉すだれ、マジック、詩吟などを演じ
たり演じてもらったりしています

高齢者施設　等 月に３回以上 有 11 50～90代 H17.12

96 ブックメイトぐりとぐら 伊藤英子

・絵本、紙芝居などを通して子育て支援する
・高齢者の場合は、絵本や信州茅野の方言カ
ルタを使い楽しんでもらったり、昔使った言葉
を思い出し、気分を新たにしてもらう

０１２３こども館・家庭教
育センター・保育園・高

齢者施設等
施設による 有 9 ４0～70代 H11.5.1

97 ふれあいネット 広瀬福代
特別養護老人ホームなどで、音楽活動をサ
ポートしています。その他必要に応じ、取り組
みがあります

ふれあいの里　等 週に１回 無 4 60～70代 H9.11

98 ぷれジョブちの 林直樹

障がいのある子ども達（小学生～高校生）が
地域の力をかりて、週に1回1時間同じ職場で6
か月間しごと体験を継続します。また、月1回
の定例会への参加を通じ、子ども達を中心に
保護者、学校、地域住民（ジョブサポーター）、
企業等が出会い、地域に温かい人のつながり
が生まれ、地域の絆を深める活動です。

市内
受け入れ先

随時 有 20 1０～７0代 H26.4

99
北部中学校読み聞かせボラン
ティア　水仙月

池上昭子
北部中の朝の読書の時間に月に1度だけ伺っ
て読み聞かせをします。また、長い作品を紹介
する、絵本シアターも行っています。

北部中学校 月に1回 有 12 40～70代

100
ボランティアグループえがお応
援団

伊藤玲子
被災地支援活動
地域のENGAWA活動

安国寺大島宅空き
家

月に１回 有 22 40～7０代 H23.3.31

101
ボランティアグループ幸せ応援
団

金沢道子
仲間づくり・元気づくりの場にしよう。
元気づくりの場（福祉レク・筋力アップ）
おしゃべりの場（情報交換）

家庭教育センター
コミュニティーセン

ター
月に1回 有 19 ７0～８0代 H22.4.1

102 ボランティアグループどさゆさ 永田エセ子
演歌の曲で無理なく楽しみながら体操をするこ
とで体と心のリフレッシュ。福祉施設など要望
があれば出張し、演歌体操をする。

家庭教育センター
福祉施設　等

月に2回 有 15 50～80代 H18

103
ボランティアグループどっこい
しょ

三井田道子

どっこいしょ喫茶を毎月8日に開催。喫茶には
各種イベントを企画・手作り菓子（マジック・日
本舞踊・コーラス・オカリナ・コカリナ等）と手作
り茶菓子（ケーキ・羊羹・草もち・おやき・おまん
じゅう等）を一皿100円で提供し、大勢の参加
者とのふれあいを図っております。

ベルビア１階
どっこいしょ広場

月に1回 有 8 60～80代 H14.6.8

104 まほうのことば 小平喜久代 聴覚障害者と共に手話学習、情報交換、交流
宮川地区コミュニ
ティーセンター

月に2回 有 12 ５0～７0代 H10.8

105
宮川小学校読書ボランティア
おはなしプレゼント

柳原こずえ

宮川小の保護者と地域の方が参加する読み
聞かせサークルです。毎週金曜日に各クラス
へ入って絵本の読み聞かせと、年に数回「お
はなしの部屋」といってパネルシアターや普段
読めない長い話などを読んでいます。

宮川小学校 週に1回 無 20 ３0～７0代 H15

106 八ヶ岳泉龍太鼓保存会 田中初幸

古来からの民族芸能である和太鼓の継承を
目的とし、各種イベントや国際文化交流での
演奏活動を通じて地域の活性化をはかりま
す。

泉野地区コミュニ
ティセンター

週に2回 無 41 10～70代 H3.5.5

107
米沢地区読書ボランティアぽっ
かぽか

塩澤志津子

本を通じて子供たちの心をはぐくみ育てるため
に、自分たちで工夫しながら考え、楽しみなが
ら地域の方々と共に歩んでいけたらと行動し
ています

米沢小学校
米沢地区コミュニ
ティーセンター

不定期 有 20 30～７0代 H13.4

108 Ｒ ｆｏｒ Ｉ 山室典子

・子どもが主役の活動。スポーツや音楽、調理
の体験や水泳教室、クリスマス交流会。建物
の中から飛び出してバスや電車に乗ってお出
かけ体験も！
・大人が主役の活動。保護者が集まって気が
ねなく話す情報交換会。相談員さんを迎えて
の相談会や学習会もしています。サポート手
帳の記載支援も！

体験：各所
相談：ちの地区コミュニ
ティセンター・総合福祉

センター

不定期 有 ２１家族 ４歳～50代 H19.3

地区1 金沢ボランティアの会 小松雄三

金沢地区の各行政区で80歳以上を対象とした
高齢者に対していきいきサロンという交流活動
を通して活性化を促し、楽しい生活が送れるよ
う支援することを目的とする

各区公民館 不定期 有 79 ６0～70代 H6.6.18

地区２ 湖東ボランティアの会 飯島優子
高齢者の方へのお楽しみ会（いきいきサロン）
を開催。学習会や視察を計画

湖東地区コミュニ
ティセンター

湖東コミュニ
ティーセンター

有 29 ６0～80代 H9.3.26

地区３ 玉川地区ボランティアの会 牛山宏子

・高齢者福祉に関わる活動（いきいきサロン・
おやきの宅配
・子ども、青少年福祉活動（水鉄砲作り、玉川
産の野菜などで交流・育児相談の手伝い、ベ
ビーマッサージ・あいさつ運動）

玉川地区コミュニ
ティセンター・保育

園・小中学校
随時 有 96 ６0～７0代 H4.11.27

地区４ ちの地区ボランティアの会 五味清美
地域の子供から高齢者までみんなが楽しく元
気に暮らせる手伝いをする

ちの地区コミュニ
ティセンター

不定期 有 171 50～７0代 H9.4.1

地区５ 豊平地区ボランティアの会 小尾定良
・創作・料理・宅配弁当・社協事業への参加協
力・地区文化祭への参加・施設訪問・会議

豊平地区コミュニ
ティセンター

不定期 無 20 ５0～90代 H8

地区６ はなみずきの会 武井紀憙
会食会（昼食）・宅配弁当（高齢者、被介護者、
高齢独居者）

中大塩地区コミュニ
ティセンター

不定期 有 32 50～70代 H2

地区７ 宮川愛の会 上原民子
園児との交流・高齢者の生きがい・介護予防・
宮川地区いきいきサロン・研修会・出前福祉講
座

宮川保育園・宮川地
区コミュニティセン
ター・各区公民館

不定期 有 223 ５0～９0代 H5.12.14

地区８ 米沢ボランティア 帯川ちまき
各地区それぞれに高齢者いきいきサロンや子
ども達との交流会等を行っています

各区公民館 不定期 有 62 ５0～80代 H5.2

N１ NPO法人　茅野国際クラブ 河西頼子

諸外国について共に学び、理解を深める事業
を行ない、国際親善、国際交流を促進し、ひい
ては国際平和と寄与することを目的としていま
す。主な事業として姉妹都市アメリカコロラド州
ロングモント市との中高生ホームステイ交流
事業を市より委託され実施している

茅野市役所・ちの地
区コミュニティセン

ター
不定期 有 58 20～70代 S62.4



No. 団体グループ名 代表者 活動内容 活動場所 活動の頻度
定例会の

有無
人数 年齢層 結成年月日

N２
ＮＰＯ法人　八ヶ岳森林文化の
会

定成寛司

「市民の森」を主にフィールドとして森林の整
備、間伐材の利用、森の観察等の行事を多数
実施しています。貴重な里山が守られ次世代
に継承できるよう活動しています

茅野市市民の森 不定期 有 90 ５0～７0代 H14.5

登録グループ数　　11８団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                登録者数合計 3628


