
令和元年度 丹波篠山市ボランティア連絡協議会　加入グループ一覧 視覚障がい者支援部会

グループ名 会員数 結成年月 活動日時 活動場所 活動内容

朗読ボランティア山うぐい
す

21 S56.10
毎月第2金曜日
13:30～16:00

篠山市立中央図書館
丹南健康福祉センター

視覚障害者への支援として、市広報等の刊行物や、
地元の新聞記事・話しの小箱「エッセイ、詩」を音
訳したCDを月２回作成し利用者宅へ送付している。

篠山点字サークル 8 S58.4 毎月第1･3月曜日 丹南健康福祉センター

単行本・エッセイ・市観光パンフ・必要に応じて時
刻表等の点訳し、点訳した小説などは中央図書館に
寄贈している。また、小・高校生への点字指導も
行っている。

朗読ひまわり 10 H6.10 随時
西紀支所
篠山市立中央図書館

篠山市広報、議会だより、社協広報を音訳ＣＤにし
て視覚障害者に届けている。また、篠山市に伝わる
昔話を大型紙芝居にして施設等を訪問する。

朗読ボランティア松ぼっく
り

8 S53.4 随時
篠山市立中央図書館
丹南健康福祉センター

視覚障害者に対する声の支援を行っている。市広報
紙などの刊行物を録音し、視覚障害者へ届ける。ま
た、対面朗読も行う。

丹南点訳アイ・愛サークル 3 H8.2
第2･4金曜日
13:30～15:30

古市ふれあい館
会員自宅
丹南健康福祉センター

市広報・市議会だより・社協広報・青い鳥学級案内
と日程表・ゴミ分別収集カレンダー、その他図書な
どを点訳し対象者に郵送や中央図書館に寄贈。

5グループ 50



令和元年度 丹波篠山市ボランティア連絡協議会　加入グループ一覧 聴覚障がい者支援部会

グループ名 会員数 結成年月 活動日時 活動場所 活動内容

西紀手話サークルほたる 8 H4.10
毎週金曜日
10:30～12:00

西紀支所ボランティア室
ろうあ者、聴覚障害者、地域住民との交流を図る。
また、高齢者施設や学校を訪問し、手話に対する理
解を広めている。

手話サークルたんぽぽ 21 S55.4
毎週火曜日
19:30～21:00

四季の森生涯学習センター東館
聴覚障がい者と健聴者が互いに交流を深め、共によ
りよい社会の実現を目指すことを目的に、講演会な
どで手話通訳、ろうあ者との交流を行う。

要約筆記うりぼう篠山 8 H19.4
毎月第1･3水曜日
13:30～16:00

丹南健康福祉センター
難聴者、聴覚障害者を対象に、講演会などで話の内
容を要約して文字で通訳する。また、映画の字幕の
作成も行う。

今田手話サークルさぎ草 14 S54.5.3
毎月第1･2･3木曜日
毎月第4木曜日
各20:00～22:00

今田まちづくりセンター
四季の森生涯学習センター東館

定例会や各種行事の参加を通じて、聴覚障がい者と
交流を深め、ろうあ問題などの学習を深める。

手話サークルささやま 15 S53.11
毎月2回土曜日
20:00～22:00

篠山市民センター
学習会やくすの木学級などの行事に参加し、聴覚障
がい者と手話に対する理解を深め、交流を図る。

手話カフェ＠ささやま 10 H27.3 随時 丹南健康福祉センター

手話の普及を目的として、手話教室や講演会を開催
している。また、ろう者と聴者との交流の場づくり
のため、他団体と共催し、趣味講座や交流会を開催
している。

6グループ 76



令和元年度 丹波篠山市ボランティア連絡協議会　加入グループ一覧 心のバリアフリー部会

グループ名 会員数 結成年月 活動日時 活動場所 活動内容

ボラアンティアグループ万
華鏡

11 H20.6.1 随時 市内各所
身体障害者、要介護者等の生活上の支援（部屋の掃
除、風呂掃除など）を行う。また、施設訪問し利用
者との交流、手伝いを行う。

岡野太鼓 26 H14. 8
毎週金曜日
20:00～21:30

篠山市民センター

子どもの健全育成と、日本古来の楽器である和太鼓
の伝承活動を目的に、小学校や老人福祉施設での
ワークショップや、各種イベントなどに参加してい
る。

傾聴ボランティアグループ
「ラビット」

12 H24.4.1 毎月1回 丹南健康福祉センター
高齢者や傾聴を希望される方を対象として、傾聴ボ
ランティア活動を行い、心身の健康を支援すること
を目的に活動している。

フィールドフォークin丹波 11 S48.4 不定期 中立舎
全国のフォークグループとネットワークした活動を
している。ふるさとの歌の創作活動で地域の活性化
を応援したり、福祉活動に参加している。

災害支援ボランティアグ
ループきずな

17 H27.5.27 不定期 市内施設、被災地

被災地の復旧・復興のための災害ボランティア支援
活動を行っている。研修で会員の技術の向上を図
り、市内で災害が発生した際には、社協が設置する
災害支援ボランティアセンターの運営に協力する。

いのちのうた 15 H22.1.1 不定期 市内各所、被災地

兵庫篠山とっておきの音楽祭の企画運営、被災地
（福島、宮城、熊本）へ芸術を通じた支援、障がい
のある人や難病と向き合う人へのサポート活動を通
して、潤いあふれる福祉のまちづくりを目的とした
活動を行っている。

篠山あいさつの会タンポポ 16 H22.5 不定期 味間地区、住吉台
市、まちづくり協議会、自治会、幼稚園・小・中・
高等学校と連携し、挨拶運動を推進する。

コミュニケーション麻雀笑
あかり・ささやま

21 H30.4
第2･4火曜日
13:30～16:00

篠山市民センター、市内施設

地域コミュニティの強化を図るために考案された
ツールで、出会いの場の創出や居場所づくり、会話
や交流から、引きこもりや孤独死をなくすまちづく
りを目的とした活動を行っている。

7グループ 129



令和元年度 丹波篠山市ボランティア連絡協議会　加入グループ一覧 地域福祉部会

グループ名 会員数 結成年月 活動日時 活動場所 活動内容

西紀給食配送サービス 16 H1.4 毎週水曜日 西紀老人福祉センター
高齢者夫婦、一人暮らし高齢者、身体障害者へ毎週
水曜日に給食サービスの弁当を配送し、安否確認を
行っている。

コスモス配送グループ 9 H2.4 毎週水曜日 丹南健康福祉センター
3班（大山、城南、古市）に分かれ、給食サービスの
弁当の配送と友愛・安否確認を行っている。

コスモス友愛絵手紙グルー
プ

3 H8.4 随時 会員自宅
給食サービス利用者へお届けするお弁当の包み紙の
作成、年賀状づくりなどを行っている。

ひまわりグループ「ピー
チ」

10 H17.4.1 毎週水・金曜日 Café　ピーチ
障がい者への理解を深めるため、障がい者通所事業
所での声かけや作業手伝い、給食、お弁当づくりを
行っている。

ホットくりから 18 H8.4.1 偶数月第1木曜日 栗柄ふれあいセンター
各月で１回、地域の高齢者を招いていきいきサロン
を開催し、楽しいレクリエーションや健康体操など
を参加者と一緒にしている。

ボランティアグループすみ
れ会

11 H9.7.1 毎週火曜日 住吉台コミセン
月１回手作りのお菓子を提供し“ふれあい喫茶”を
開催している（住吉台）。また、施設で繕い物や囲
碁ボールを実施したり、行事支援も行っている。

6グループ 67



令和元年度 丹波篠山市ボランティア連絡協議会　加入グループ一覧 施設・子育て支援部会

グループ名 会員数 結成年月 活動日時 活動場所 活動内容

介助ボランティアやまゆり 12 H3.6 随時 やすらぎ園
施設入所者の衣類のつくろいと話し相手を行う。ま
た、施設の環境美化のため、花植えや手入れを行
う。依頼があったときには介助も行う。

みちくさボランティアの会 9 H11.4 随時 八上ふるさと館
精神保健福祉活動に関する学習会や精神障がい者の
社会復帰支援、精神障がいに関する正しい知識の普
及啓発を行う。

大山昔ばなしの会 13 H23.4.1 毎月第3木曜日 神田荘
大山地区の民話や伝説などの歴史文化をまとめ、そ
れを紙芝居にして、幼稚園や小学校、施設や地域で
伝承活動を行っている。

子どもと本を読む会かたつ
むり

19 S63.6.1 毎月第1水曜日 中央図書館
図書館でのお話し会や、小学校・幼稚園・保育園で
のお話し会を通して、子ども達が心豊かに育つよ
う、読書の楽しさを広げる活動を行っている。

4グループ 53

合計29グループ 375


