
☆地域の人々に対して活動するグループ

NO グループ名 会員数 主な活動内容

1 緑地区ともしび会 12
地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人配食手伝い・敬老会手伝い
等)、西湘老人ホーム清拭布贈呈、Day緑外出サポート

2 新玉地区ボランティアグループ 19 地区社協事業に協力(友愛訪問・敬老会・ありんこホーム手伝い等)

3 万年地区ボランティアクラブ 15
地区社協事業に協力（ゴキブリ団子作り、手作り配食サービス、サロ
ン活動、地域のつどい）

4 しあわせ会(幸地区) 24
地区社協事業に協力(独居老人昼食（配食）会、敬老会手伝い、特
養・地域作業所手伝い等)

5 山王網一色地区ボランティアクラブ 24 手作り弁当の宅配を年3回、誕生祝を年4回実施、研修参加

6 十字地区ボランティアクラブ 18
地区社協事業に協力(かもめの家作業所手伝い、世代間交流事業手伝
い、サロン協力等)

7 大窪地区ボランティアクラブ 25
地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人配食手伝い、陽光の園、箱
根病院、GHぽぽのお手伝い)

8 早川地区ボランティアクラブ

9 片浦地区ボランティアグループ 16
地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人配食、地区住民のお見舞い
研修会等)

10 足柄地区ボランティアクラブ 26 地区社協事業に協力(独居老人配食会、敬老行事)

11 芦子地区ボランティアグループ 39 地区社協事業に協力(独居老人昼食会（単位地区各3回開催）

12 二川地区ボランティアクラブ

13 久野地区ボランティア会 28
地区社協事業に協力(独居老人配食（3回）、区民館清掃、世代間交流
事業手伝い、敬老会、サロン活動、子育て支援クリスマス会等)

14 東富水地区ボランティア連絡協議会 57 地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人昼食会（11回）、子育て支援（12回）、れん
げの里訪問（10回）、梅香園訪問（毎週等)、養護学校夏祭り手伝い

15 富水ともしび会 25 地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人昼食会、施設への奉仕活動)

16 桜井地区ボランティア会 37
地区社協事業に協力(独居老人昼食会（６回）配食（4回）、各施設手
伝い)

17 下府中地区ボランティア会

18 豊川地区ボランティア会 37
地区社協事業に協力(友愛訪問（独居・寝たきり）、独居高齢者配食
サービス（3回)、敬老会手伝い、一人暮らし高齢者年賀状送付）

19 上府中地区ボランティアクラブ 43 地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人昼食会等）

誰もが住み慣れた地域で安心してくらせるように同じ地域にお住いの高齢者や支援が必要な方の見守り活動を行っています。
住民同士の交流の場として、定期的な訪問やサロン、昼食会の開催などを行っています。
活動内容は、各地区で特色があり、地域に所在する福祉施設との交流をしているグループもあります。
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NO グループ名 会員数 主な活動内容

20 下曽我地区ボランティアグループ 24
地区社協事業に協力(ふれあい食事会、光海学園・ルビーホームでの
縫い物）

21 曽我地区ボランティアクラブ 8
地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人昼食会（２回）、敬老会、
健民祭等)

22 国府津地区ボランティア会

23 酒匂地区ボランティア会 62
独居老人の給食サービス、ふれあい訪問、施設見学研修、地区の行事
等)

24 南鴨宮ボランティア会 26
一人暮らし高齢者への絵手紙作成、一人暮らし高齢者昼食会食事作
り、子育て・ふれあいサロン・夏祭り手伝い

25 前羽ボランティアグループ 18
地区社協事業に協力(独居高齢者配食サービス、高齢者ふれあい昼食
会、おむつ縫い、たちばなの里手伝い等)

26 橘北地区ボランティアクラブ 38
地区社協事業に協力(友愛訪問・独居老人昼食会、世代間交流、よる
べ沼代・たちばなの里手伝い等)

☆主に障がい者に対して活動するグループ

NO グループ名 会員数 主な活動内容

1 手話サークル城の会 37
聴覚言語障がい者の方との交流と理解。手話の普及と技術向上
のための学習

2 手話サークル松の会 20
聴覚障がい者との交流を図るとともに福祉行事などへの参加及び協
力。手話学習

3 手話サークルたんぽぽ 40
聴覚障がい者と健聴者ととももに聞こえない方々の社会参加促進、また、理
解を広めるための活動。一般市民対象に（学校含む）手話学習普及活動等

4 要約筆記サークル「こゆるぎ」 18
耳が不自由で手話がわからない方の耳の代わりとなる要約筆記の技術
を学び、社会参加の支援と交流

5 小田原録音奉仕会 30
市刊行物を中心に多面的情報を音声化し、提供。録音に関する各種研修会・
勉強会に参加。視覚障がい者との交流。会員の研修・親睦。会報の発行

6
小田原朗読ボランティアもくせい
会

24
視覚障がい者のための録音図書の作成。市内小学校での読み聞かせ。
福祉活動（行事）の参加協力

7 小田原点訳赤十字奉仕団 27
視覚障がい者に対しての情報提供として、市発行物の点訳。視覚障が
い者に対しての各種援助。月刊点字雑誌発行

8 山岳集団ベルククラブ 167
「心開く社会にともがいる」を合言葉に身体障害者登山会の実施、車いすハ
イキングの会、チャリティコンサート、地球に木を植える会等

9 日本救急員連盟 30
身体障がい者協力登山会の実施、養護施設児童との交流・招待
事業の実施

10 ドリームクラブ 22
ソフトボールを通じて知的障害者相互の親睦・体力の向上、社会参加
の促進を図る活動を展開

11 梅丸つえの会 9
小田原市視覚害者福祉会卓球部「サウンドテーブルテニス」の専属ボラン
ティア。日頃の練習時の相手や球拾いや指導、試合時の誘導、審判、交流等

休会

手話や要約筆記、点字訳音訳など障がい者を支援する技術ボランティアやスポーツの支援や交流サロンを開催する活動
があります。



NO グループ名 会員数 主な活動内容

13 NPO法人パソボラサークル 18
心身障がい者にパソコンの基本的な操作・使用方法の講習会・
相談会を開催

14 小ゆるぎ 7
心の病とその障がいを理解し、カレーの会、サロンの開催、フリース
ペースへの参加

15 ありんこホームボランティア 150 障がい者の社会参加の為の作業所で活動

16
国際医療福祉大学小田原保健医療学
部ボランティアグループ

46 障がい者施設、イベント等のボランティア活動に参加

☆主に高齢者に対して活動するグループ

NO グループ名 会員数 主な活動内容

1 ふれあい虹の会 25 ふれあい処一休みで高齢者との交流。傾聴など

2
NPO法人移送ボランティア
車窓の会

18 市内在住の独居高齢者や障害者を施設・病院などへ送迎

3 マリンバの音色 4
マリンバ、ピアノ、バイオリン、フルートの演奏を通じて各行
事に参加・協力

4 いしかわ会 15 津軽三味線、民謡

5 マロン・チューリップ(大正琴)
湘南ラブ・クレール(オカリナ)

70 大正琴・オカリナの演奏

6
傾聴ボランティア
「ミミの会」

24 高齢者施設等での傾聴ボランティア活動

7 椿 休会

8 歩夢（あゆむ） 10 民輪の語り、フラメンコ、日舞、懐メロ合唱、演歌

9 アロマテラピーミントの会 4 アロマテラピーで和みの時間を提供

10 とらいあんぐる 3 童謡、唱歌、懐メロ等をピアノ伴奏で歌っていただく

12 アロハ　クラブ 20 ハワイアンと中心に各種ジャンルの歌と演奏

13 民族楽器ハッピーズ 10 インドネシアの民族楽器「アンクルン」の演奏

14 トーンチャイム　織
オリ

音
オン 8 トーンチャイムの演奏

高齢者の通院等を支援する移送ボランティアや傾聴ボランティア、趣味の活動をレクリエーションとして施設やサロン
などで、提供する活動があります。

11 豊
ユタ

賀
カ

の会
カイ 13

日本舞踊、古典舞踊、小唄踊り、端唄踊り、新舞踊、ご祝儀踊
りなど

12 自然・馬・人の会 45 障がい児・者、児童を対象とした体験乗馬会の定期開催



NO グループ名 会員数 主な活動内容

15 こと・ドリーム 6 大正琴を中心にオカリナ、ハーモニカの演奏

16 北ノ窪トーンチャイム同好会 8 トーンチャイムの演奏

17
ｏｎｅｌｉｇｈｔ　ｓｐｒｅａｄｉｎｇ
ワンライト　スプレアディング 11 ギターの弾き語りと体操指導

18 相洋高校チアダンス部LUSTY 12 チアダンスの演技披露

20 ハーモニカ・ジョイ・メモリーズ 15 ハーモニカ演奏

21 写仏会みろく 13 写仏指導

22 女声合唱団グリーンハーモニー 11 女声合唱

23 しらべの会 7 箏とフルートの演奏

24 Ｓポップス
エス 7 オカリナの音色とギターの弾き語り

25 直邦
ナオクニ

の会
カイ 1 日本舞踊。幼稚園などでの着付け教室

26 朗読フレディ 8 朗読。発声指導、お口の体操など

☆主に青少年に対して活動するグループ

NO グループ名 会員数 主な活動内容

1 ガールスカウト神奈川県第13団 33
「自然と共に・人との交流・自己開発」の考えを柱に、共同募金活動
や、各種行事に参加・協力

2 ガールスカウト神奈川県第87団 21 老人との交流、敬老会等各種行事に参加・協力、共同募金運動に協力

3 小田原地区B.B.S会 7 非行少年・少女たちとの交流、非行問題との取り組み

4 相洋高校インターアクトクラブ 15 各種施設等の事業に協力、駅の清掃等

5
日本ボーイスカウト
小田原地区協議会

250 子ども達の好奇心や探究心に答えるような活動をめざし、野外活動等を展開、環境美
化運動、共同募金運動に参加・協力

ガールスカウトやボーイスカウトが福祉ボランティア活動に協力、少年院等への訪問活動が行われていま

19 相模蓮雅会 10 雅楽演奏



☆主に児童に対して活動するグループ

NO グループ名 会員数 主な活動内容

1
小田原マジッククラブ
「レインボー」

11
保育園・幼稚園・子ども会・老人会・各種障害者施設等に出向
いて、手品を披露

2 おはなしびっくりばこ 7
絵本の読み聞かせ、紙芝居の作成・実演、イベントへの参加・
協力

3 おだわらシルバーらっこの会 10 紙芝居・パネルシアター等の出前公演、マロニエでの定例公演

4 さざなみ会 10
民話の語り、おもちゃづくり、伝承あそびを通じてイベントへ
の参加協力

5 ＦＵＲＥ愛笑 10 子どもたちとのふれあいや遊び相手

6 チーム・そよ風 12 子ども食堂「はまっこてらす」の開催

7 からたちハウス 16 子どもの居場所「からたちハウス」の開催

☆主に外国人に対して活動するグループ

NO グループ名 会員数 主な活動内容

1 いろはの会 24 在住外国人の方の生活を支援するための日本語教室

☆一般の人々に対して活動するグループ

NO グループ名 会員数 主な活動内容

1 小田原青年会議所 72
明るい豊かな社会の実現を理想とする20～40歳までの青年の
団体

2 小田原市赤十字奉仕団 154
献血運動の推進、救急法の普及、施設における奉仕活動、共同
募金運動への協力

3 五樹会 18 海岸清掃、その他各種事業参加・協力

4 おだわら六彩会 45
食生活による健康づくり運動を促進、地場産の大衆魚を上手に
利用した伝承普及

5 ニューファミリーサークル 70
家庭再建、青少年の育成等の活動を展開、バザー、施設の行事
等に参加・協力

7 ＹＳＰ
ワイエスピー

小田原 5 二の丸広場・八幡神社の清掃

児童を対象にレクリエーションの提供や子どもの居場所づくりの活動があります。

献血や清掃活動、災害ボランティアなどの活動があります。

6
西湘災害ボランティアネットワー
ク

45 災害ボランティアのコーディネート
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