
NO グループ名 人数 活動内容

1
ボランティアグループ
「あゆみ」

21
外出介助(車いす、手引き含む)、地域リハビリ協力、各
種施設での活動や行事手伝い、子育て支援、さまざまな
相談をお受けできます

2
手引きグループ「クロー
バー」

12
視覚障がい者の外出介助等生活支援
上記以外の障がい者への支援

3
ボランティアグループ
「あじさい」

14
ボランティアセンターからの要請により施設での喫茶、
娯楽指導、障がい者介助等

4 グループ「みどり」 13
ボランティアセンターからの活動要請で活動　高齢者･障
がい者の方へのボランティア　独自の活動（サロン等）
在宅介護サービス取材冊子の発行

5
シルバーアドバイザー茨
木

107

歌体操・おもちゃ作り・オカリナ演奏など
市民参加型ボランティア活動
※オカリナは、ボランティア場所により送迎ありのみ対
応

6
ボランティアさくらグ
ループ

18 高齢者・障害者(児）の援助・施設等の支援　他

7
精神保健ボランティア夢
ふうせん

21

精神障害者の社会復帰に向けてのフォロー活動
昼食会、お茶会、卓球、囲碁・将棋交流会定期実施、会
報の発行、啓発講座の開催
グループワーク協力等

8 プチケーキ 15
歌や合奏を中心とした音楽グループで、施設などへ演奏
しに行きます。

9 リーディングサービスＮ 10
視覚障害か方に対する対面朗読・市内デイサービスセン
ターへ訪問朗読

10 和太鼓　蒼志 8
和太鼓を通して、地域の方々との交流を深めています。
※現在は依頼困難であり、ほぼ活動中止状態



NO グループ名 人数 活動内容

11 「夢楽らいぶ」一座 3
福祉関係施設での元気いっぱいギター弾き語りボラン
ティアショー！

12 チャイム エンジェルス 11
トーンチャイムの演奏を通じてのボランティア活動
※最低10名で活動可能。Max11名。長机4つ必要。

13
ドキドキマジックサーク
ル

2 地域諸施設へのボランティア出演

14 チャーシューマイ 4
二胡・フルート・キーボードの合奏
※1960年代の曲など高齢者向きが多いです。
　屋内の演奏に限ります。

15 マジックずっこけ 3
マジック
※年齢的に難しくなりつつあり、送迎してもらえる依頼
場所を希望

16
ＮＰＯ法人茨木ニュー芸
能出前団

22
社会貢献と町づくり　福祉ボランティア活動を目的にし
ています。パフォーマンス演技

17
Ｐｕｕｗａｉ　O　Ｈｕｌ
ａ

33 フラダンス

18
新茨木ボランティア友の
会

3 使用済み切手・プルタブ・テレカ収集整理

19 茨木ローザス 4 ふうせんバレーボールチーム

20
手作りボランティア・ハ
ニービー

27
毎月２ヶ所、施設訪問(手芸指導など)と施設児童のレッ
スンバッグ作り（新１年生　大阪府下の児童施設）



NO グループ名 人数 活動内容

21 民踊　秋桜 13 民踊

22 クレモナハープの会 19 ハープ演奏・音楽活動

23
お笑い福祉士　くすくす
の会

12
落語、コント、マジック、紙芝居、腹話術、ピアノ演
奏、南京玉すだれ、ハーモニカ漫談、手遊び

24
アロマボランティア　香
りの風

18
アロマトリートメント（ハンド、フット）
精油を使用してクラフト教室など

25
ドレミファ♪　ぽぽニャ
ンず　休会

0

オカリナ,キーボード、ヴイオラ、打楽器等を演奏しま
す。参加される方に歌っていただき、一緒に和やかなひ
と時を過ごします。
（＋絵本読み聞かせ・手遊び、軽い体操）

26
桐流いばらき会（グルー
プ福）

6 新舞踊にて施設訪問　イベント参加

27
ハーモニカ　ＯＩＭＯの
会

7 ハーモニカ演奏でボランティア

28 アンサンブル響（ゆら） 13
オーケストラの小編成
人数、男女、毎回違いますが、おおよそ14～15名

29
傾聴ボランティア「コス
モスの会」

17
茨木市内特別養護老人ホーム８か所にて傾聴（お話し相
手）活動

30 彩都オレンジリングの会 9 話し相手・園芸手伝い・作業補助・散歩同行



NO グループ名 人数 活動内容

31 ハーモニカ・シャンテ 14
ハーモニカ演奏（施設等へのボランティア演奏）・傾
聴・その他

32 ごりょんさんの会 10 落語　腹話術　南京玉すだれ

33 ひこうき雲 11 トーンチャイム演奏

34 エル・ビエント 4
歌・楽器演奏（ギター、ハーモニカ、フルート、三線、
オカリナ、アコーディオン等）

35
茨木市生涯スポーツディ
レクター協議会

8
こどもから高齢者までを対象に、生涯スポーツ（ニュー
スポーツ）の普及

36 茨木蕎麦打ち倶楽部 1

そば打ちを通して、そばの美味しさ、楽しさを発信して
します。体験会、食事会、講座、講習会、親子体験会等
の活動を、年30回程度行っています。又茨木地区産の
「そば栽培」にもチャレンジしています。

37 そんぐ亭 1 キーボードの伴奏に合わせて歌ってもらう

38
Hoku・hokuうっきぃクラ
ブ

5 健康体操、リズムダンス、手あそび、絵本読み聞かせ

39 茨木ＢＢＳ会 29 非行、ひきこもり、不登校など、少年少女に対する支援

40 朗読かたつむり 10
朗読を楽しむ仲間が、技術の向上を目指すと共に、朗読
を通して地域への貢献活動



NO グループ名 人数 活動内容

41 花いちもんめ 4 大正琴の演奏

42 大阪しの笛協会 15
しの笛演奏と、演奏に合わせて歌って頂く。希望があれ
ば再訪問もさせて頂きます。

43 小泉流　彩都会 3 新舞踊

44 花てまり 10
三味線（民謡、演歌、童謡）オカリナ、ギター、バイオ
リン、腹話術、日舞

45 みやらび会 休会中 0 さんしんによる演奏

46 ハッピーコーラス 休会 0 介護保険施設等での出前コーラスボランティア

47 いばらき　おもちゃ病院 10 おもちゃの修理

48 つくつく奉仕 4
昭和歌謡を中心としたバンド演奏
※ピアノがある施設でのみ活動可能

49
あおぞら　ちんどん
※休止中 0

高齢者施設等で、ちんどん太鼓を鳴らしながら派手な衣
装と奇抜なメイクで練り歩きをして、見る人に笑いと元
気を届けます。地域のイベントに参加したり、街の賑わ
いや活性化のお手伝いをしています。

50 ハラウフラ　ラニカイ 6

・フラダンス披露
・歌声フラ（一緒に歌って頂き体操等を兼ねたフラダン
ス）
・ギター・ウクレレの演奏。



NO グループ名 人数 活動内容

51 ボランティアグループ443 2 各種イベントの手伝い　その他活動出来る範囲

52 ともえ会 6 新舞踊（踊り）

53
木管アンサンブルOluolu!
（オルオル）

6

楽器演奏（童謡からクラッシック、歌謡曲etc)(クラリ
ネット、フルート、オーボエ、サックス、バスクラリ
ネット）
※駐車場と練習場所が必要　※2～3か月前に調整要

54 クレヨン　※休止中 3 バイオリン、フルート、キーボード合奏。

55
茉莉花茶（ジャスミン
ティー）

3
茨木市内の諸施設にて二胡二重奏で日本の唱歌・懐メロ
を口ずさんで頂き共に楽しい時間を過ごして頂いていま
す。

56 さくらこまち 5
ハンドマッサージ（ヒーリングハンド）
泡ハンド・アロマテラピー・ネイル

57 喜紀美会 3 ハーモニカ演奏・手遊び

58
ハーモニカ美音（びお
ん）

4
ハーモニカ演奏
福祉施設への訪問演奏
童謡・演歌・叙情歌・唱歌

59 電話訪問ボランティア 18
社会福祉協議会ボランティアセンター内で登録されてい
る概ね70歳以上の高齢者に電話による安否確認をする。

60 踊る音楽隊　休会 0 歌唱、箏演奏　ベリーダンス　コンテンポラリーダンス



NO グループ名 人数 活動内容

61 サンスポーツ茨木 15 機能訓練ボランティア体操

62
災害ボランティア「災害復
旧支援隊」 チーム茨木

14 災害支援活動

63
しの笛ボランティア　笛
の音

10
日本古来よりの竹の横笛の音色を楽しんでいただきた
い。童謡・唱歌・昭和歌謡が中心です。

64 安来節保存会　高槻教室 29 安来節のご披露や解説等

65
新郡山地区見守り支援隊
ほっとふれあい

7 郡山地区で主に高齢者の見守り活動を行っています。

66 茨木モラロジー事務所 69 道徳の学習、啓発、社会貢献、清掃茨木神社

67 ｏｈａｎａ 5
音楽を通して子どもの情操を育む、
子どもやママの居場所づくり等

68 まふまふの会 9
認知症マフを通して、認知症の人をより効果的にサ
ポートする、高齢者の生きがいや社会貢献活動を創出
する

69 明治安田生命保険（相） 52
保険会社としてのノウハウを活かして地域で社会貢献
をする

70 折り紙ボランティア 8
平面から立体までいろいろな作品を作っています。
新しい作品に挑戦しながら楽しんで活動しています。



NO グループ名 人数 活動内容

71 ボランティアリンクマインドアイ 9
視覚障がい者へのさまざまな支援を行っています。
情報取得や交流の場をお手伝いしたり、音訳・点訳なども
必要に応じて実施。

72 手作りおもちゃ 3
主に児童向けの手作りおもちゃを作っています。
おもちゃの作り方をお教えできます。

73 モモ・ウクレレクラブ 9
ウクレレ・ギターの合奏を披露します。
各種施設や地域のサロンなどに向かい、交流を広めます。

74 ８７６（ハナロク）バンド 4 ギターとオカリナ・ボーカルのコラボ

＜個人ボランティア＞

笑いヨガ
笑いの健康体操。お互いの笑いの伝染力を発生させ、を笑
える体に整える運動です

バイオリン バイオリンの披露

歌謡曲 歌謡曲を歌います。

囲碁将棋 囲碁将棋の対局相手

読み聞かせ 絵本などの読み聞かせ

収納アドバイザー 片付けのアドバイスを行います。

コーヒー 美味しいコーヒーを淹れます。

南京玉すだれ 南京玉すだれの披露

音楽療法と転倒予防体操
ギター演奏に合わせて体を動かしたり、転倒予防体操を行
います。


