
習志野市ボランティア・市民活動センター ボランティアグループ一覧表 
№ 団体名 人数 種類 活動場所 活動日時 活動内容 

3 習志野市愛朗会 23 朗読 総合福祉センター           

毎週（月）（水）（木） 

9時～16時 

１．習志野市が発行する視覚障害者向け「習志野市声の広報」等、製作 

２．デイジー図書の製作・貸出、テープ図書の貸出 

３．対面代読 

４．会員相互の研修等 

５．その他本会の目的達成のための事業 

毎月第１（水） 

13時 30分～16時 
定例会 

4 
人形劇サークル 

さくらんぼ 
15 人形劇 会長宅 毎週（木）10時～15時 

・いろいろな種類の人形劇を上演しています。 

（手使い人形、棒つかい人形、ペープサート、影絵、ぬいぐるみなど） 

・身近な素材が人形になるので、自分で作って動かし、人形劇は観るだけ

でなく、自分で動かすと楽しいことを知ってもらう。 

・地域の方々と友好の輪を広げていきたいと思っています。 

5 習志野点字の会 15 点字 
菊田公民館 毎週（水）13時～15時 市の「広報習志野」「あじさい」「ふくし」の点訳。小中学校の点字指

導、盲学校での図書整理、点訳等。その他、市、市民などから依頼された

ものを点訳。行事参加等で点訳、福祉活動の啓蒙。 千葉県立盲学校          月１回 10時～16時 

8 マリオネット どんぐり 9 
マリオ 

ネット 
総合福祉センター 

第 1・3（木） 

10時～1２時  

マリオネットを研修し、マリオネットによる人形劇を制作します。ボラン

ティア活動として、人形劇の公演を行います。児童文化、芸術文化、福祉

の祭典に参加します。人形劇のイベントに参加、いろいろな人形劇団と交

流、研修します。会員の自主活動を積極的に勧めます。 

10 菊田おはなし会 21 読み聞かせ 菊田公民館                
毎月第３（日） 

13時～17時 

・毎学期に 1年生～6年生と支援学級各 1回（年間 21回）の津田沼小

学校でのおはなし会 

・月に 1回の定例会義他読み聞かせの練習を学期ごとに 1回程度 

・菊田公民館の行事に参加（こどもまつり、文化祭など） 

・習志野市文庫連絡協議会に所属 

 

15 
むつみおもちゃ図書館 52 

障がい者 

福祉 
市民プラザ大久保             

第 1・3（日） 

13時 30分～16時 30分 

おもちゃの貸し出し・読み聞かせ・音楽活動・交流会・プラレールレイア

ウト・模擬喫茶・工作教室・野外活動・クリスマス会・写真展・音楽発

表・会報誌発行・バザー・ホームページ・公園清掃・県及び全国おもちゃ

図書館主催の研修会や連絡会等に参加 

16 
明るい社会づくり 

習志野市推進委員会 
205 福祉活動 市内及び近郊 随時 

地域社会への貢献、習志野市及び社会福祉協議会主催のボランティア支援

の参加、各部活動の推進、明社運動への参加意識の啓発。 

18 手話サークル「羽の会」 28 手話 

市民協働インフォメー

ションルーム 

第１．3（火） 

10時～12時  
手話及び聴覚障がい者問題に関する学習会の開催・習志野市聴覚障がい者

協会のおこなう各種行事への協力及び同会員との交流・会員相互の親睦・

その他目的を達成するために必要な活動。 
中央公民館 

（プラッツ習志野） 

第１．２．３（水） 

１９時～２１時 

第２（日） 

13時 30分～16時 30分 

20 朗読サークル 言の葉会 13 朗読 総合福祉センター 

毎週（火）（金） 

9時～16時 

「ふくし習志野」の音訳、オリジナル CD「言の葉だより」の発行及び貸

出作業（4図書館へ含む）、収録取材活動、デイジー図書制作・テープ図

書およびデイジー図書貸し出し作業、ボランティア情報 24時間テレホン

サービス（音声の協力） 

毎週（水） 

10時～12時 
対面朗読 

隔週（水） 

13時～16時 
自主勉強会 

22 
保育ボランティアサークル 

ラッコの会 
25 児童福祉 市内及び近郊 随時  

市内の幼稚園、小学校、中学校、家庭教育学級、こども園、こどもセンタ

ー、男女共同参画、スポーツ振興協会等からの依頼を受けて、講習会・講

演会における幼児の一時保育 

24 
習志野市 

運転ボランティアの会 
４0 運転 市内及び近郊  随時 

福祉車輛での送迎ボランティア活動。「福祉ふれあいまつり」「みんなで

まちづくり」「わくわく交流会」などの行事への参加協力。役員会及び社

会福祉協議会との情報交換会の開催。「研修見学会・勉強会」及び会員向

け各種親睦会の開催。「運転ボランティア研修会」及び各種安全運転講習

会の開催＆参加。ＰＲチラシ・ポスターの掲示及び配布による運転ボラン

ティアの啓蒙活動。「運ボラ通信」の発行。 

29 津田沼モラロジー事務所 49 福祉活動 
 事務所内          月１回（日）14時～16時 ニューモラル（道徳科学）誌による学習会・家族の絆キャンペーン（ニュ

ーモラル誌）の配布・命のつながりキャンペーン（敬老キャンペーン） 津田沼駅前 随時 

34 
赤十字ボランティア 

ビューティーケア習志野 
32 

美容 

福祉 

ケアセンター習志野 
月 1回（土） 

13時 30分～15時 30分 

市内の高齢者施設を訪問し、ハンドケア・フェイスケアを行ない、お互い

に向き合っているときに昔のお話、楽しかったお話を聴かせて頂いていま

す。 

ふれ合う事により、お互いの笑顔でいられる時間を大切にして、活動して

います。 

マイホーム習志野 
月 1回（水） 

13時 30分～15時 

セワイデイサービス 
年４回 

13時 30分～15時 30分 

サンクレール谷津 2ヵ月に 1回 

あっとほーむ 
2ヵ月に１回 

13時３０分～15時 30分 

35 

 
ちばぎん Vネットクラブ  

地域社会 

への貢献 
原則県内 随時 

１．地域清掃等を地区別、全社規模で主催。及び県内市町村の企画に協力

して活動する。 

２．独自の緑化活動「ちばぎんの森」造りを企画し、千葉銀行グループ役

職員、ＯＢ、ＯＧ、及びその家族のボランティア活動を支援する。 

３．使用済切手、ベルマークの収集を行い、県内ボランティアセンター、

特別支援学校への寄贈を行う。 

36 手芸ボランティア 6 手芸 総合福祉センター           
毎週（木） 

13時 30分～16時 

手芸の好きな人が集まって作品を作り、文化祭や福祉関係のイベントにて

販売、売上金を社会福祉協議会、市、幼稚園、保育所 等に寄付させて頂

いています。 

38 風船友の会 12 風船 市内及び近郊 随時（年 10回程度） 
市内各施設等で主催される行事に参加し、ペンシルバルーンで花・動物等

を作成し配布。 

39 ボランティアサークルコロン 41 
障がい者 

福祉 

支援学校文化祭・ノー

ムの里 等 
随時  

「特定非営利活動法人 ロンの家福祉会」のサポーターとして、障がい児

者の余暇・外出支援活動。年２・３回のイベントを通じて、利用者の家族

やボランティア同士の交流を図る。 

44 あら！不思議の会 14 手品 菊田公民館 
第１（土）、第３（日） 

13時～15時 

南京玉すだれ・手品教室 

保育所・幼稚園・小学校行事、地域イベント 

福祉施設などのマジック公演 

45 ほたる野を守る NORAの会 29 環境 
ほたる野 市自然保護

区 
随時 

＊自然環境保護地区である、里山の環境維持・保護活動を行う 

＊休耕田を再生し、稲作活動を行う 

＊地域住民・近隣小学校児童と共に稲作活動体験の場を提供し、食育の理

解を深める活動や、自然環境保護の重要性への動機付けをする 

＊自然環境保護地区環境整備活動の象徴として「ホタルの育成」をする 

＊地区内の荒地を耕作し、近隣の自然林を整備し、環境の整備を行う 



46 サークル「和みの会」 6 福祉活動 総合福祉センター           
毎週（金） 

13時 30分～16時 

・個人の得意な物を製作、バザーなどで販売し 

売上を社会福祉協議会に寄付 

・古切手等の収集整理 ・会員相互の親睦を計る 

47 ボーイスカウト習志野第 2団 53 
ボーイ 

スカウト 

袖ケ浦公民館、袖ケ浦

西近隣公園、香澄公

園、新習志野公民館、

等          

月２回程度 

土曜・日曜・学校の休日 

青少年の為の野外活動、自然体験活動、奉仕活動。 

プルタブを収集し車イスに変えて、市内福祉施設に寄付。 

共同募金街頭募金活動に協力。 

国際理解・国際協力プログラムにも積極的に参加し、社会に奉仕できる人

格・健康・技能を養う。 

51 はじめの一歩 11 
保育 

福祉活動 

谷津公民館（定例会） 第 3(木)10時～12時 

・月一回の定例会 

・ハンドベル演奏によるデイサービス施設等の慰問 

・てんとうむし体操推進員活動 

・サウンドテーブルテニス（習視協卓球部）のお手伝い 

・白鷺園でのお茶出し等ボランティア 

・喜楽会運営ボランティア 

・社協一人暮らし高齢者食事サービスの弁当づくりボランティア 

白鷺園 週１回(水)9時半～11時半 

東部体育館 
(サウンドテーブルテニス) 

月２回（月）13時～15時 

東福寺 

津田沼ハイツ集会所 

（てんとうむし体操） 

週１回（金） 

13時半～15時 

谷津町デイサービス 

（てんとうむし体操） 
月２回（木）15時～16時 

総合福祉センター 週１回（火） 

56 サークル こばと 5 音楽 

いずみの家 
第 2・第 4（火） 

10時～14時 

ハーモニカの演奏、市内施設での慰問。 

趣味のハーモニカを使ったボランティア活動を通じて会員相互の理解と親

睦を深めながら地域社会づくりに寄与する。 

ゆいまーる 
月 1回（月） 

15時～15時 30分 

クローバーデイ 
奇数月（土） 

13時 45分～14時 30分 

その他 市内施設 随時 

58 影絵ラ・ルミエール 10 影絵 カトリック習志野教会 毎週（月）10時～15時 

 毎週月曜日は、AM10：00～PM3：00までカトリック習志野教会で影

絵の製作や練習を行なっています。 

訪問上演は月２回まで、老人ホーム、身体障がい者施設、保育園、学童な

どに伺っています。 

60 
ミュージックセラピー

「ONE」 
2 音楽 

ケアセンター習志野 

第 4（木） 

14時～15時 

隔月第 4（水） 

14時～14時 40分 

体のストレッチ、シナプソロジーを使い、体と脳のリフレッシュ。音楽

に合わせた楽器を使ったり、歌を歌いながら、体を動かしたりして、回想

や脳を刺激する。活動によって、共に合わせる喜び、楽しさを味わいなが

ら、生き生きと活動する。 

季節・昔話・落語・名作などから、３作をとり上げ、40分の時間の中

で、歌ったりお話をする。 

 

グループホームあか

しや 

第 3（日） 

10時～11時 

うらら一之江 
第 3（土） 

13時 30分～15時 

61 プアマナ 13 フラダンス 市内のみ 随時 
フラを通して学び、相互理解を深め、健康増進に勤しんでいます。 

各施設等にボランティア活動を行なうことを目的としています。 

62 習志野シニアアンサンブル 34 音楽 
中央公民館 

（プラッツ習志野） 
月 3回（水） 

13時～17時 

➀市内及び近郊の養護老人ホーム、病院等の音楽ボランティア 

②中央公民館の文化祭、にんじん祭への参加 

③新習志野公民館、実花公民館、屋敷公民館、六中（みな友ライブ）等へ

の参加 

④その他近隣のイベント参加 

63 ライフセーバー習志野 5 
日曜大工 

福祉活動 
市内及び近隣 随時 

日常生活で困っている方々を、ボランティア精神で日曜大工やその他今ま

での経験で得た技能や知識を使い、簡単な家の修理や家具の修理、その他

の日常の問題を解決し、支援する。 

・キッチンのリフォーム、食洗器取り付け 

・踏み台作成、写真立ての補強 

・手すり、つり革の取り付け 

・電気ストーブの修理（電源スイッチの交換） 

・ゴミ集積場に小屋を建設 

・障子の張り替え 

・本箱付きベンチの製作 

・デスクの修理とモニター用台の製作 

・草刈り など 

67 
弦楽四重奏団（室内楽団） 

アンサンブル・ウーマン 
5 音楽 

新習志野公民館 月 3回（木）9時～12時 
市内外の高齢者福祉施設や児童施設・学校・保育園・病院などのボランテ

ィア演奏活動をしています。そのほか活動されている他の音楽ボランティ

ア団体の楽器や歌の伴奏のお手伝いもお受けしています。 

アウトリーチ活動で市内および隣接地域の皆さんと継続的で親密な関係を 

作り、音楽が身近に感じられるようなお手伝いをしています。 
 秋津小学校コミュニテ

ィ 

月３回（木） 

12時～17時 

68 習志野芸能クラブ 81 芸能全般 

中央公民館 お笑い健康講座 開催 

各施設への慰問活動。 

落語・ウクレレ演奏・大正琴演奏・ハーモニカ演奏・歌謡曲・童謡・オカ

リナ・詩吟・民謡三味線・民謡・紙芝居・バカ面おどり・玉すだれ・マジ

ック・腹話術・日本舞踊、以上 16サークルによる出張出演による慰問活

動。 

年 4回「笑いと健康講座」を開催している。 

年 1回「敬老演芸祭」を開催している。 

マイホーム習志野 
月２～3回 

13時 45分～14時 45分 

デイサービスいっぽ 
月２～3回 

14時～15時 

ゆりの木デイサービス 
月２～３回 

14時 15分～15時 15分 

だんらんの家 
月２～3回 

13時 30分～14時 30分 

大久保クローバーデイ

サービス 

月 2～3回 

14時～15時 

谷津かがやきデイサー

ビス 

月 3回 

14時～15時 

69 ならしの おもちゃ病院 28 児童福祉 

総合福祉センター内 
第 1（土）10時～15時 

毎週（水）10時～12時 ①総合福祉センターを活動拠点とするおもちゃ修理 

②習志野市こども部からの依頼に基づき「こども園、幼稚園等」で開催さ

れる「ふれあい広場」でのおもちゃ修理活動 

③社会福祉協議会等の支部活動及び公共施設での催事等に併せた病院の開

設依頼への参加 

習志野市民プラザ大久

保 

第 1・第 3（水） 

10時～12時 

東習志野こども園 第 1（水）10時～12時 

70 
習志野傾聴ボランティア 

「こころ」 
27 傾聴 

総合福祉センター内 月１回 13時～15時 月１回定例会を開催し、会員相互の情報交換等を行なっている。 

月１回市内施設を訪問し、入所者ならびに通所者と相対しお話を伺う等の

傾聴活動を約 1時間行なっている。 市内施設 随時 

令和３年６月１日現在 


