平成３０年度 戸田市ボランティアセンター登録ボランティア団体一覧
ＮＯ

団体名

活動目的

活動内容
○広報・健康雑誌・週刊誌・単行本・新着図書案内などのCDの作成
○視覚障害者協会の声の会報テープへの協力
○福祉作業所での紙芝居 等

1

戸田市朗読の会

2

盲人ガイドヘルパーあゆみ 盲人ガイドヘルパーの活動通して、地域福祉向上に寄 ○視覚障害者の求めに応じ外出介助を行う
○買物、病院、散歩、コンサート、旅行等の外出介助
与すること
の会
○福祉教育活動への協力

3

戸田ユニークダンス（車イ
ス）友の会

車イスダンスを通して身体障害のある人とない人が共
に楽しみ明るい地域社会を作ること

○車イス、松葉杖、目の不自由な方とのレクダンス
○月１回の例会、年１回のパーティー等への参加
○福祉教育活動への協力

4

戸田市おもちゃ図書館グ
ループびっくりばこ

障害児がおもちゃを通し豊かな遊びを経験し、更には
多くの方々と交流を図ることにより、よりよい成長に寄
与すること

○障害児のための「おもちゃ図書館びっくりばこ」の開館
○遊び相手、おもちゃの貸し出し、全国・埼玉県連絡会の研修会に参加

5

ふれあいやまびこの会

絵手紙を通じて地域の高齢者・障害者・一般の方々と
の心の癒し、交流を図ること

○月１回絵手紙定例会の実施
○市内医療施設（リハビリテーション等）で絵手紙の展示会
○毎月市内高齢者施設を訪問し、絵手紙等での交流
（福祉の杜・優和の杜・グループホーム多居夢）

6

戸田市点訳グループ「きつ 視覚障害者へ読書の楽しさを提供、視覚障害者への点 ○点字図書製作 視覚障害者団体のための資料等点訳
字による情報提供地域福祉意識の向上に寄与する
○視覚障害者点字講座への協力 点訳ボランティアの育成
つき」
会員相互の親睦を図ること

7

ひまわりの会

絵手紙を通じて高齢者への福祉の向上に寄与すること

戸田手話通訳問題研究会

○手話の学習会等の開催
○福祉関係団体等への協力
手話を通して聴覚障害者に関する諸問題を学び、相互
○福祉教育活動への協力
理解を深め、聴覚障害者の福祉向上に努めること
○手話コーラスの発表会
○障害者に関する会議への出席、シンポジウムへの参加

9

手芸クラブ・ゆうゆう

手作りの製品を寄付したり、バザーやフリーマーケット
で販売して得た収益金を福祉のために役立てること

10

ボランティアセミナリーＯＢ
会

○福祉教育活動への協力
障害者や高齢者、その他の福祉に関わるボランティア
○エコライフデイへの協力
活動を通して地域社会に貢献すること
○その他市内イベント等への協力

8

11 戸田八輝会
12

リズム体操普及ボランティ
アはぎの会

視覚障害者対象の朗読奉仕

○戸田市老人保健施設「ろうけん」の入所者が絵手紙を描く時の手伝いをしながら精神
面、身体面へのリハビリをするのを手助けする

○主に社会福祉協議会に寄付された布地や毛糸をリサイクルして、喜んでいただけるよう
な魅力ある製品をつくる
○バサーやフリーマーケットでの販売活動
○収益金の寄付

紙パックを再利用し「紙すき」によってハガキなどに再
○児童の体験学習や紙すきに興味のある団体への指導協力
生し、「資源の有効活用と紙つくりの楽しさを通して地域
○紙すき講習会の実施
福祉の向上及び地球環境保護に寄与すること
リズム体操を通して、地域福祉の向上に寄与すること

○戸田市社会福祉協議会主催の「リズム体操」の振り付け指導

13 １１期会

地域福祉ボランティア活動を通して地域福祉の向上に ○戸田ほほえみの郷（健康福祉の杜）、ぱるの家きざわでの入居者とのレクリエーション
寄与すること
（歌、ゲーム、折り紙、貼り絵、カラオケ等）の交流活動等

14 福祉で防災ネットワーク

戸田市在住の災害に弱い災害要援護者の生命や身体
○弱者体験や話し合いを通して、非常時のためのネットワーク作り
を災害から守るために必要な準備、対策等の調査研究
○防災に係わる出前講座や勉強会の開催
等を行うこと

15 微笑みの会

会員の持っている技術や知識を社会に役立てること

16 託児サークルつみきの会

○依頼者やボランティアとの意見交換
○子育ての現状の把握
戸田市の子育て支援と世代を越えた交流、託児の時間
○保育の知識技術の向上
を子どもにとって有意義なものにすることを目的とする
○市内からの託児依頼への協力
○福祉教育への協力

17 わかば１３

グループの活動を通じて地域福祉に寄与することと同 ○「いきいきタウンとだ」にて、リハビリ体操などレクリエーション活動の協力
時にボランティアと依頼者相互の交流、親睦を図ること ○「いきいきタウンとだ」にてぱるバザー開催の協力

18 いきいき♡虹の会

いきいきタウンとだを中心とする地域にボランティアや ○施設でのボランティア活動
地域での学習会、ふれあい活動を通じて助け合えるや ○バザーなどの催し物の企画や呼びかけ
さしさのある街づくりを進めること
○会報の発行
障害者のケアと車いすダンスの技術向上を図り、地域

19 戸田車いすダンスサークル 交流との交流を深めて、社会に貢献すること
20

ほほえみキッズ☆サポー
ター

21 いちご会

○戸田ほほえみの郷で習字やその他レクリエーション等の手伝い

○車いすダンスの定期練習
○練習成果の発表会の開催
○他クラブとの交流会の開催及び協力

市内において、子供たちが世代間交流をする手助けを ○子育て相談
すること
○リフレッシュ料理教室等の開催
一期一会の精神、人と人とのふれあいを大切に会員各 ○「いきいきタウンとだ」を中心とした地域のボランティア活動
自のボランティア活動を通じて明るい地域社会と福祉 ○会員の特技を生かした研鑽及び作品の製作（販売予定）
の向上に寄与すること
○緑のボランティア活動
一人で子育てに悩む母親が外に出て仲間作りをする

○「食」「遊び」「心と身体の発達」の３本を柱とした講演会と「フリートーク」から構成される

22 はつらつお母さんの勉強室 きっかけを与え、自分の子供だけでなく多くの子供達の 講座の企画・運営・開催
成長を喜び合い親子ともに真に生きる育むこと
23 いろり会

ボランティア活動を通じて、高齢者や障害者の健康維
○障害者福祉会館にて障害者等を含め卓球活動の支援や協力
持や親睦を図ることで地域福祉の向上に寄与すること

24 かめや

「地域交流の場」「居場所」の提供 市民レベルでの地
域福祉活動を行い、「その地域で生きる」「バリアフ
リー」「手をつなごう」の目標を達成すること

25 なかせん会

○地域のボランティア活動に参加し交流を深める
ボランティア活動を通じて、各々のスキルを高め、会員
○各種イベントの参加協力
同士の生きがいを求めること
○いきいきタウンとだでのレク活動

○民間型地域福祉拠点を基盤に「地域で生きるバリアフリー」「手をつなごう」という目標を
かかげ市民レベルでの「自立」と「共助」の手助けを行う
○市内の情報の受信及び発信

26 ＴＯＤＡこどもパラダイス！

活動によって、“戸田は子育てが楽しいまち”になるよう
に取組む中で、どんな場に行っても孤独を感じないよう
な友人作りの場の提供
母親が一人で育児を抱えることなく一緒に地域に密着
した楽しい子育ての時間が過ごせるようにし、それぞれ
の個性を見出しやすい環境づくりに貢献すること

27 一八会

○学校等への福祉教育への協力
障害者、高齢者、その他福祉に拘るボランティア活動を
○地域のボランティア活動への参加
通じて地域の福祉に参画すること
○各種イベントへの参加協力

28 トマピー応援団

“TOMATO”のイメージキャラクター「トマピー」の着ぐる
みと共に各種イベントに参加し、ボランティア・市民活動 ○戸田市ボランティア・市民活動支援センターＴＯＭＡＴＯの主催するイベントのサポート
の活性化、また活動している団体を応援、“TOMATO” ○その他市内イベントへの参加・協力
と戸田市のPRと同時に市内の児童施設、高齢者福祉 ○市民活動の活性化に努める
施設を訪問することで地域福祉の向上に寄与すること

29 一休会

障害福祉等のボランティア活動を行うことにより、健全
な社会の育成に寄与すること

30 おりづる同好会

○福祉の杜 ふれあいの里での折り紙の手伝い
おりがみを通して共に楽しみ明るい地域社会をつくるこ
○折り紙カレンダーの製作の手伝い
と
○イベント等での折り紙の指導

31 はたちの会

○いきいきタウンとだでのボランティア活動、ラジオ体操への協力
地域福祉及び障害者福祉を目的に蝋燭の明かりのよう
○杜のサロンへの協力
に少しでも社会の役に立つこと
○障害者へのボランティア活動（体操、音楽教室）

32 げんちゃん ＧＴＯ！

観客や協力をいただいた市民だけでなく、会員自身も
気軽に会の運営や活動に携わっていけることを目指
○着ぐるみによる子供たちが楽しむショーの実施
し、子どもたちがのびのび育っていくために必要な地域 ○各種イベントへの参加協力
環境の充実に資すること

33 Ｔｒｅｂｏｌ（とれぼる）

情報交換等を通じて障害児を育てている親の不安の解 ○障害児を持つ保護者の交流及び情報交換会の実施
消を図ることやあすなろ学園への協力すること
○あすなろ学園での児童交流

34 Ｖ☆２１

市民の協力が必要とされる分野において、会員が相互
○高齢者・障害者施設のイベントや施設内のお手伝い
に協力をし、自主的に無償で人道的な支援をし、住み
○高齢者・障害者施設の訪問、レクリエーションなどの提供
よい地域づくりを推進すること

35 むかし話の会

人の心に豊かさや潤いを与える神話や昔話を語る喜び
○定期的な昔話を語り合う会の開催
と聞く楽しさを通して、世代を超えた交流のきっかけを
○福祉施設等を訪問し、昔話や歌を披露する
作ることを目的とする

36 さくら草ハーモニカ愛好会

○公民館活動への積極的参加
ハーモニカの練習及び会員相互の親睦を図るとともに ○高齢者施設での演奏会の実施
地域文化の水準の高揚に寄与することを目的とする
○高齢者施設での健康体操等のレクリエーション活動への協力
○会員の相互連絡と親睦

37 伴走伴歩の会

視覚障害者と一緒に走ったり、歩いたり、スポーツを通
じて、健康維持や向上と会員相互の親睦を図ることを ○視覚障害者のランニングやウォーキングの支援
目的とする

38 ２５２５同期会

○高齢者施設でのラジオ体操への協力
ボランティア活動を通して、会員同士の親睦を深め、地
○障害者施設での作業応援
域に貢献することを目的とする
○その他地域での活動要請に応じて協力をする

39

○親子体操をメインにふれあい遊びや、わらべうたや昔遊び、工作などみんなで楽しむた
めの時間と場所を提供
○各種イベントの参加協力
○幼・保育園での読み聞かせ等

○高齢者施設への慰問
○高齢者施設の喫茶ルームの運営

戸田子どものための日本語 日本語指導を必要とする外国人児童生徒が、少しでも ○日本語の文字指導や初級文型指導等の教室の開催
早く学校になじめるように、また、自分たちの才能を伸
○その他学校の勉強指導
教室
ばせるように日本語および学習の支援を行うこと

40 戸田遊び場・遊ぼう会

戸田のすべての子ども達に、自由に生き生きと外で遊
べるように、環境を整え遊び場を保障していくための活 ○冒険遊び場(プレーパーク)の開催
動を行う
○会報の発行・情報提供
遊びの必要性や重要性を子育て世代に広め、体験・実 ○遊び場に関する学習会や見学会・研修会の実施
感してもらうこと

41 グループ２３

高齢者、子育て世代及び障害者等へのボランティア活 ○健康福祉の杜におけるボランティア活動
動を通して地域に貢献することを目的とする
○その他求められる場所・人へのボランティア活動

42 エンジェルウィッシュ

歌（英語と日本語で）と通して、少しでも地域の社会福
祉に貢献することを目的とする

43 読み聞かせ ひとみ会

デイサービスの高齢者等を対象とし、読み聞かせを通 ○ディサービス等での読み聞かせ、昔話、詩遊び
して情操を豊かにする手助けを目的とする
○社会活動、奉仕活動

44 ティンカー☆ベル

市内に暮らす障害児がハンドベルの練習や絵画を通し
て芸術んオ楽しみを共有し、地域の文化芸術の発展に ○市内市外イベント等でのハンドベル演奏
貢献すること

45 ぴあママ

子育ての当事者が抱えがちな、様々な負担感及び孤
立感の軽減に寄与することを目的とする

○親子で参加できる広場の開催
○おもちゃ図書館の活動及び障害児団体の活動への協力

46 イリス２４

高齢者、障害者、児童及び福祉学習等のボランティア
活動をとおして、地域に貢献することを目的とする

○とだ優和の杜でのボランティア活動（喫茶運営）
○求められる場所、人へのボランティア活動

47 おはなしれすとらん

幼児から高齢者、障害者の方へ絵本の読み聞かせ（昔
○ほほえみの里・コンパル・にじの杜での語り・読み聞かせ
話・わらべ歌・紙芝居等）を通して、情操を豊かにする
○イベントへの参加協力
手助けをすること

48 傾聴ボランティア 結
49 ひまわり会
50 ＧＯ×ＧＯ～２５

○イベントでの英語の歌の発表
○市内福祉施設等での歌の披露

市民の協力が必要とされる分野において、会員が相互
に協力をし、自主的に無償で人道的な支援をし、住み ○高齢者施設等での傾聴ボランティア活動
よい地域づくりを推進すること
福祉の杜で集団リハビリでの補助、学習での補助、美
○福祉の杜でのボランティア活動（集団リハビリ・学習・美容）
容での補助活動を通じて地域福祉への貢献を目的とす
○福祉の杜年中行事へ協力
る
ボランティア活動を通じて地域に貢献すること、及び会 ○高齢者施設での縫い物ボランティア
員同士の親睦を深める事を目的とする
○もくせい園利用者のレクリエーション等の手伝い

51

ＦＵＮ∞ＦＵＮ
～ファンファン～

○地域における子育て支援による活動
一人一人を大切に、心の交流、家族の絆を深め、地域
○市内の施設にて絵本の読み聞かせ
の皆さんが自然と支え合える様な街作りを目的とする
○各種イベントの参加協力

52

SSD埼京戦隊ドテレン
ジャー

イベント等への出演を行うことで子どもたちの健全な育
○市内各イベント等へのキャラクター出演
成や地域活動へ貢献すること

