
平成３０年度　登録ボランティア団体一覧表

№ 活動種別 団体名 活動内容

1 1児童 布の絵本の会 布の絵本や、布の遊具を作り、温かみのある絵本や遊具を提供する。

2 1児童
ガールスカウト長崎県
第４団

少女と若い女性が責任ある世界市民として自ら考え行動できる人となる
機会を作る。施設訪問、募金等の奉仕活動、自然体験、青少年会議や国連
の活動、行政に関わる活動。

3 1児童
育児支援ボランティア
「させぼっ子・応援た
い」

子育て中の母親の支援、行政が行う講演会、母達のサークル等の託児、
訪問型の支援・育児相談、地域の小学校等の行事の時の未就園児の託
児。

4 1児童 ワクワクくらぶ
子ども食堂と学習支援の実施。大野地区・春日地区の子ども達に食を仲
介とする居場所を提供し、相互理解や交流を通して健やかなる育ちを後
押しする。

5 2高齢者 なずな会
地域の高齢者が心豊かに日常生活が送れるように支援する。子どもボラ
ンティアの育成。介護用品を作製し、提供する。

6 2高齢者
させぼ介護相談員　虹
の会

意見や苦情を言いにくい立場にある介護サービス利用者の為に、提供者
間との橋渡しを役目とし、介護サービスの質の向上を図る。

7 2高齢者 みどりの会
高齢者同士支え合う事を重点に活動。食事サービス、町内行事への協力、
健康寿命意識を高めるための運動。

8 2高齢者 かずら会
認知症予防のための活動及び学習会を行うことにより認知症予防のプ
ログラムを広く普及していくことを目的として活動。

9 2高齢者 黒島ハッピー隊
独居老人の方の閉じこもり防止を含め、地域住民とのふれ合いの場を提
供。年に３～４回黒島教会の信徒会館にてハッピーカフェを実施、地域デ
イサービス訪問等、清掃活動。

10 2高齢者 希望の会
高齢者支援。施設入居者の清拭の為に使用して頂く、綿布類（古タオル、
バスタオル、石けん、シャンプー）等を提供（綿布をおしぼりサイズにカット
作業）。
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11 2高齢者
NPO法人　ふれあい
サークルあんず

高齢者が元気に社会参加でき、又、日本伝統文化を若者に継承すること
で青少年の健全な育成を諮ることを目的とする。着付け教室、和食の料
理教室、高齢者生活支援。

12 2高齢者 リヴテックス佐世保中央

「より良い終活の為のサポート」をキーワードとし、高齢者支援ボランティ
ア活動等を行っています●成年後見制度講演会・相談会●終活サポート
講演会・相談会●レクレーション教室●白血病患者支援金募金箱設置活
動等

13 3障がい
点訳ボランティア佐世
保ありの会

団体、個人より依頼の広報紙、時刻表（バス・ＪＲ）、プログラム、コラム、そ
の他要望があったものについて、点訳を行う。書籍の点訳。

14 3障がい 佐世保音声訳の会
音訳図書の製作（蔵書、プライベート図書、広報させぼ、させぼ市議会だ
より、させぼ社協だよりなど他多数）、対面朗読。

15 3障がい
佐世保手話サークル親
ゆび小ゆび

地域における手話通訳活動及び、手話講習会の開催協力、会員及び一般
市民と手話学習及び手話の普及活動。

16 3障がい
手話グループ「明るい
手」

手話を使ったコミュニケーションを多くの人に知ってもらう。地域のろう
あ者の方々との交流、社会参加へのお手伝い。手話コーラス等。

17 3障がい
ユニバーサルライフ研
究会

ミニミニ福祉機器展、講演会、講習会など。継続事業としてバリアフリー
トイレマップ、バリアフリーグルメマップの更新。

18 3障がい
要約筆記　佐世保び～
どろ

難聴者・中途失聴者（児）への、話の内容を書いて伝える情報支援活動。ス
クリーン投影やノートテイクでの各種講演会やイベント、聴覚障害者団体
の会合・総会等、受診・会議・冠婚葬祭等における情報保障。

19 3障がい
「あなたも話してみま
せんか」手話の会

健聴者と聴覚障がい者との手話によるコミュニケーション支援活動。手
話の勉強会、ろうあ者との交流。ゲートボール場での通訳など。

20 3障がい

特定非営利活動法人
スペシャルオリンピック
ス日本・長崎佐世保支
部

知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発
表の場である競技会を提供している、国際的なスポーツ組織。2週間に1
回（主に日曜）陸上競技、水泳競技、バドミントンの練習を楽しみ、長崎で
の県内大会そして全国大会へも出場。
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21 4環境 佐世保川ファイトクラブ 佐世保川の清掃。ゴミの拾い上げ、分別、その他。

22 4環境 S.B.Cクラブ
清掃活動を通じ、観光地・佐世保の美化活動に貢献する。弓張岳公園の清
掃活動（年３回程度）

23 4環境
小佐々町防犯パトロー
ル隊（黒石地区）

安全と安心及び安らぎある地域づくりを目的とし、地域内の防犯パト
ロール及び環境美化。

24 4環境 九十九島の会

九十九島の全島（208島）の実態調査（島の台帳作成）。九十九島にまつわ
る芸術文化に関する情報の収集・整理・発信 。各種ボランティアガイドの
派遣 及び 九十九島に関する児童・生徒を対象とする教育活動への協
力。九十九島の清掃及び自然環境調査（動植物）グリーンワーカー事業。

25 4環境 ふるさと自然の会
「環境基本法」の理念の基に「自然体感・自然の調査・会報の発行・自然保
護のための諸活動」を行っている。

26 4環境 させぼ地域ねこの会
野良猫への不妊去勢手術の施術により、野良猫が増加しない運動を地域
で取り組む指導、相談、対応。

27 4環境
特定非営利活動法人
大地といのちの会

ゴミの減量、食育推進、有機農業の振興、環境保全、健康づくりに関する
事業を行う。たまおく交流室事業。ベジライフ事業。チャレンジ農園事業。

28 4環境
Animal　Rescue　佐世
保

佐世保市保健所（犬管理所）に保護抑留及び飼育不能として様々な理由
により殺処分対象となった犬達を保護し、新しい飼い主さんを探すお手
伝いなど。

29 4環境 TEAM　SEA　ＴＵＲＴＬＥ
佐世保の宝である九十九島を中心とする海や川の景観の維持に努める。
隔月1回を目標に市の川や海辺、海岸、釣りスポットなどに行ってゴミ拾い
を実施。その他、町のゴミ拾いも実施している。

30 5国際支援
佐世保国際交流ボラン
ティア協会

外国人に対する日本語支援。外国人・留学生の相談受付等支援事業。英会
話・韓国語・中国語講座の開催。交流イベントの開催。
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31 5国際支援 にほんごクラブ佐世保
佐世保在住の外国人に、毎週金曜日午前、日本語の学習支援を行う。必
要に応じて日本文化の紹介などを通して国際交流、国際理解を図る。

32 6演芸 むぎのほ会
福祉施設を訪問して、日舞、フラダンス、歌、体操などによる高齢者との
ふれあい交流活動。自分達が楽しんで、見ている皆様にも楽しんでもら
う。

33 6演芸 さくらんぼクラブ
幼稚園、保育所、小学校、デイサービスセンターなどへの出前読み語り
（絵本・パネルシアター・エプロンシアター、紙芝居など） を行う。

34 6演芸
サセボハーモニカクラ
ブ

高齢者施設（老人ホームなど）へ出向き、ハーモニカ演奏によるボラン
ティア活動を行う。

35 6演芸 剣と桜の会
老人福祉施設等、入居者に楽しく過ごしてもらう事を目的に、懐かしさや
思い出等を語る機会として、日本伝統の剣舞を披露する。剣舞（詩吟を合
わせて舞う）舞踊、フラダンスなど。

36 6演芸 音楽ユニット「ゆう佳」
コンサートに足を運べない方の所（病院・施設）への出前コンサートを行
う。歴史ある日本の歌を次世代に伝い継ぐ活動（公民館・島瀬センター
等）。

37 6演芸
虹色笑いよかんね～ク
ラブ

「ラフターヨガ（笑いヨガ）」は特別な器具もいらず、簡単に笑うだけのエ
クササイズです。月４回公民館で開催。施設など依頼を受けて活動しま
す。

38 6演芸
ひょっとこと愉快な仲
間達

会員各種の持ち芸を持って施設や各種行事に参加し、皆様の笑顔を引き
出すお手伝いをする。ひょっとこ踊りやオペラ座の怪人、社交ダンスなど
の持ち芸の披露。

39 7その他 ＮＴＴ佐世保-ＯＢ相生会
特別老人ホーム「ゆずの里」での散髪（有資格者による）、窓拭き、車椅子
の清掃、野外での除草、剪定、その他施設側の要望による作業。

40 7その他
家庭倫理の会　長崎佐
世保支部

自分をよくし、家庭をよくして、地域社会をよくするために活動。子育てセ
ミナー、おはよう倫理塾、生涯学習セミナー。
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41 7その他 NPO法人　葵会
乳がんの早期発見への社会的認識を高めるためのキャンペーン。患者へ
のサポート。乳がん体験者コーディネーター事業。児童養護施設、高齢者
との交流。

42 7その他
佐世保学生ボランティ
ア協会

障がい者交流、献血促進、地域イベント、学習支援等。

43 7その他 歯とお口の話　１１８
歯科衛生士、認知症予防専門士の知識を活用し、お口の環境と認知症と
のつながりを伝えます。

44 7その他
佐世保空襲を語り継ぐ
会

平和通信「火の雨」発行。毎年６月市内小中高へ平和教育語り手派遣事
業。同月市民の集い開催。毎月第１第２土・日曜日空襲資料室の開館当番。
市内小中学校の平和人権委員の研修会運営。

45 7その他 佐世保隣人愛の会
ホームレス、生活困窮者、家族からの虐待と思われる人への食糧支援、身
の回り品等の支援により、自立へつなげる。アルコール依存症と思われる
人への言葉かけ、見守りをすることで自立へと導く支援。

46 7その他 させぼおもちゃ病院
おもちゃを修理する活動。おもちゃドクター養成に関する活動。させぼエ
コプラザにて毎月第3土曜日におもちゃ病院を開催。

47 7その他 ペプにゃん
子育て支援を目的として活動。積木おもちゃ「カプラ」を使い、乳幼児か
ら小学生と、その保護者を対象に楽しく遊んでもらう時間と場の提供。

48 7その他
公益社団法人　隊友会
長崎県隊友会　佐世保
支部

自衛隊退職者を会員とする全国組織の団体。佐世保支部では「国民と自
衛隊とのかけ橋」として活動するとともに、社会貢献活動の一環として防
災ボランティア活動にも積極的に取り組んでいる。

49 7その他
長崎ミュージック・ケア
研究会「きらきらの会」

福祉施設などに訪問し、ミュージック・ケアの体験を実施。音楽を流して、
様々な道具（楽器やスカーフ、新聞紙など）を使用し身体を動かし、赤ちゃ
んから高齢者、障がいがあっても楽しんで頂ける活動である。

50 7その他
江迎地区みんなの食堂
実行委員会

江迎地区で行われている、みんなの食堂「ちょっと　きてみんね」の実施
を行い、食を通して、人と人を繋ぐ架け橋になることを目指し、地域活性
化を図る。
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51 7その他
江迎千灯籠まつり実行
委員会

江迎千灯籠まつりの実施。多方面のボランティアの支援を通して協力し
合い、市内外を問わず、子どもの健全育成及び地域の経済の活性を担っ
ていくことを目的に活動。


