令和４年度
活動種別

団体名
NPO 法人あじさい亭

高
齢
者

オレンジサポーターつながる会
江別認知症の人の家族を支える会
療養・介護・看取り研究会
SGU 江別 BBS 会

子
ど
も
・
青
少
年

江別更生保護女性会
江別女性団体協議会
おはなしなぁに
風の子文庫
江別家庭生活カウンセラーグループ

相
談
江別家庭問題研究会
あじさい会
NPO 法人ナルク江別

地
域
・
社
会
活
動

登録ボランティア団体一覧

江別市赤十字奉仕団
酪農学園大学ボランティアクラブ
江別市水上安全赤十字奉仕団
江別市スポーツ推進委員協議会
江別市ラジオ体操連盟

活動内容
高齢者の交流サロンを運営しています。
喫茶、脳トレ、カラオケ、PC 教室、川柳会など多種の支援活動を行っています。
認知症の人とその家族が暮らしやすいまちづくりを進めるため、認知症に対する正しい理解を広める活動を行っています。
認知症サポーター講座及び、認知症ステップアップ講座を受講したメンバーで構成されています。
認知症についての周知活動を行っています。
地域の施設へのボランティア活動や介護家族への相談活動も実施しています。
人生の終末を安らかに過ごし、ご本人ができるだけ住み慣れた場所で納得できる人生を全うしたいと願う人々への支援と
研究を目的として、活動しています。毎月第４日曜日を中心に、広く一般の方も参加可能な勉強会を開催しています。
札幌学院大学のサークルとして活動しています。
学習支援からグループワークなど積極的に活動し、地域に根差した活動を目指しています。
非行や罪を犯した人たちの立ち直りを助け、犯罪のない明るい社会づくりを支援するために立ち上がった女性のボランテ
ィア団体です。特に青少年を見守り、青少年非行・犯罪を未然に防ぐ活動をしています。
支援を必要とする子どもたちへ、おもちゃ遊びの楽しさを援助しながらみんなでゆったりと遊ぶ居場所として、
おもちゃ図書館の運営などを行っています。
大麻公民館での読み聞かせ活動を中心に活動を行っています。
検診等での絵本紹介や、出前おはなし会も実施しています。
乳幼児・児童へ絵本や児童文学を通して、健全な育成を担い、読書活動を推進しています。
その他、乳児健診時の絵本紹介や読み聞かせも行っています。
カウンセリングの研修を重ね、面接相談や電話相談活動をしています。
その他、施設へのボランティア活動も積極的に行っています。
さまざまな心の問題を学び合い、高齢者、子育て、いじめ、不登校、思春期等の
心理的諸問題について電話相談や面接相談の活動を行なっています。
地域の三世代が交流を楽しむパークゴルフ場の維持管理、運営など、市民の交流拠点づくり、健康づくりを目指して活動し
ている団体です。
自立・奉仕・助け合いをモットーに幅広い年齢層が参加するボランティア団体です。
高齢者・障がい者支援、子育て支援などのボランティア活動で地域に貢献しています。
「赤十字の信条」のもと、様々なボランティア活動を行っている団体です。
江別市内には、江別分団・野幌分団・大麻分団の 3 分団あります。
酪農学園大学の学生によるボランティアクラブです。
大学の講義だけでは経験できないこと（多世代交流、地域での活動など）に積極的に取り組んでいます。
赤十字の理念に基づき、人々の命を守り、健康づくりを支援する活動を行っています。
プールの監視活動の他、福祉活動やイベント参加活動も行っています。
出前スポーツ講座の開催、江別市スポーツ振興財団の事業などを行っています。
小学校・中学校・老人会などでラジオ体操、みんなの体操の指導養成があれば、
いつでも・どこへでも伺って指導ボランティアを行っています。

事務局連絡先
387-1285（落合）
090-2058-0285（軽部）
090-2058-0285（軽部）
090-8636-8515（藤根）
080-9036-1144（西）
384-8223（杉本）
385-3152（鈴木）
011-557-5882（鈴木）
386-2983（片桐）
386-9345（大田）
381-5425（黒河内）
386-2583（橋本）
388-1251（近藤）
383-9018（佐藤）
090-6000-3805（本山）
090-7654-9014（星野）
090-8639-6274（阿部）
386-0187（林）

江別車いすボランティア整備

福祉センターや高齢者施設などの車いす整備に協力しています。

090-7642-7211（松澤）

えべつ手話の会

会員と聴力障がい者の方々と共に話し合い、共に活動できる環境づくりを目指した活動をしています。

381-1930（岩谷）

手話を学び、手話で会話し、会員相互の親睦をはかりつつ、

大麻手話の会

「聞こえない」とはどういうことなのかを考えながら活動しています。
手話歌を通してきこえない人・きこえにくい人と、きこえる人が交流し、

手話歌「あやとり」

地
域
・
社
会
活
動

手話の大切さをひとりでも多くの人に伝えることを目的として活動しています。

要約筆記サークルぷらすＯＮＥ

視覚障がい者の皆様の自立に寄与することを目的に活動しています。

朗読ボランティアグループ まちの灯

視覚障がい者の皆様の自立に寄与すること、聴き取りやすい CD を作成することを目的に、
朗読やデジタル機器操作の技術の向上にむけて日々研鑽を積んでいます。
地域住民が安心して生活できる住みよい街づくりを目標として、

愛郷ボランティア

緑町地区で高齢者・要支援者の見守り支援活動を行っています。
シェロクリ

文京台高齢者支援ボラネット
芸能ボランティアサークル「ツィンクル」
江別レクリエーション協会
ボランティアグループ オリオンの帯

芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

定期的な例会を持ち、ボランティア活動や講習を実施しています。
視聴覚障がい者の方に向けて点訳活動をしています。

点字ろくの会

特定非営利活動法人

聞こえない方、聞こえにくい方に話の内容を要約して文字で伝える筆記通訳です。

江別子ども劇場「江別子ども演劇クラブ」
語り・ひとり芝居ぐるーぷうるうる亭
手作り紙芝居「なかま」
あおむし人形劇団
江別マンドリンアンサンブル「コンパーニョ」
大麻ベーネアンサンブル
オカリナ同好会「クオーレ」

まちづくりの推進や地域コミュニティの運営に関する事業を行っています。
まちづくりの ICT 化や地域の活性化、豊かな地域社会の実現に寄与することを目的としています。
文京台地区において、近隣の高齢の方々に対し雪ハネや家周りの環境整備、見守り、
声かけなどの会員個々が出来る範囲の活動を行っています。
高齢者施設をボランティアとして訪問しています。
楽器演奏、手品、舞踊、落語、皿回し、その他諸々の芸能を披露しています。
ゲーム・歌・折り紙・ニュースポーツなどのレクリエーション指導やボランティア活動、
講師派遣、企画運営の支援を行っています。
子どもたちには、絵本や紙芝居の読み語り、パネルシアターなど。
高齢者施設では手作りクイズや体操など、工夫を凝らして共に楽しめることを考えて活動しています。
子どもたちのより豊かな表現力とコミュニケーション能力を身につけること、
さらに市民の方に演劇文化に親しんでもらうことを目的に活動しています。
おはなし・語りを中心として活動しています。
友好都市土佐市に古くからある、即興劇北原俄を参考に作り上げた「江別俄（俄）」の上演も行っています。
手作りの脚本や絵による大型紙芝居（80 ㎝×50 ㎝）を中心に、登場人物に合わせて各自が作った衣装や小道具を武器に
声優を演じています。主に高齢者施設への訪問を行っています。
手作り人形を使用し、子どもから大人まで楽しんでいただける人形劇を公演しています。
児童・高齢者施設や自治会など、様々なところからの公演依頼を受け付けています。
マンドリン合奏を楽しみ、マンドリン音楽の普及に努めています。
年 1 回の定期演奏会を開催し、さらに依頼があった町内会や高齢者施設などを訪問して演奏しています。
年 1 回の定期演奏会の開催により、ひいては地域への文化活動の向上に寄与できますことを願っています。
介護施設や幼稚園の出張演奏など、活動の場を広げています。
オカリナ演奏を通して施設慰問を行う団体です。
土から生まれた楽器の素朴な音色を楽しんでみませんか？

090-5952-7100（武隈）
386-0508（長田）
382-0136（山田）
386-1893（三浦）
382-2605（小野）
383-2212（田原）
391-7238（佐藤）
386-8963（岩本）
386-3980（大山）
383-3988（浦）
382-2605（小野）
090-1309-8129（佐藤）
382-0334（村本）
385-5965（吉田）
090-7656-0250（稲村）
387-4820（斎藤）
080-1974-6818（大久保）
384-0872（西村）

札幌ハーモニカ俱楽部
新響ハーモニー
大正琴サークル・ハーモニー
えべつキーハープアンサンブル
合唱団えぽあ
はもれば NOTES
杜の台コーラス
江別 SD・I の会

芸
能
・
ス
ポ
ー
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・
文
化

プアナニ・フラサークル
ひょっとこほほえみ
遊べオツ踊ろう一会
岳風会江別支部
江別市芸能赤十字奉仕団
大麻千鳥会
長生民謡会
夢一座
お笑い宅急便
マジック愛好会シルクハット
北海道カーリンコン協会
文京台一輪車クラブ

色々なハーモニカを組み合わせ、ギターやパーカッション等を加えてオーケストラ形式で演奏します。演奏曲目は子供か
ら高齢者まで楽しめるよう、童謡・歌謡曲・ポピュラーミュージック・クラシックまで幅広く取り入れています。
市民器楽祭などの発表会や高齢者福祉施設、町内会などでの演奏ボランティアを積極的に実施しています。演奏ではタン
ゴや歌謡曲、映画音楽、セミクラシック、唱歌など幅広いレパートリーを取り上げ、初歩からチャレンジしています。
高齢者施設での演奏会など、慰問演奏ボランティアを行っています。
出来る限り依頼者の要望にお応えできるよう努めています。
ソプラノ・アルト・テナー・ベースの 4 パートの琴にキーボードを加えて楽しく演奏活動を展開しています。
お声がけいただき、演奏訪問を行っています。
えぽあホールのオープンを機に市内の児童・生徒によって平成 10 年 3 月に結成された合唱団です。
年に何回かのコンサート他、福祉施設での訪問演奏や市内行事に参加するなど、幅広く活動しています。
毎月第２・４火曜日に大麻公民館できれいなハーモニーを目指して練習をしています。レパートリーは唱歌、ポピュラー、
合唱曲など幅広く取り組んでいます。福祉施設での誕生日会やクリスマス会などで訪問演奏の活動も行っています。
市内福祉施設及び自治会の総会や新年会、老人クラブなどへ慰問活動を行っています。
ギター演奏を交え、皆さんと一緒に楽しく歌って活動しています。
社交ダンスを通じ、高齢者・障がい者の方々の健康保持・社会参加の推進を目的に活動しています。ダンスサークル「カト
レア会」のダンス練習日にパートナーとして参加し、ダンス技術の向上の手助けを受けながら自己研鑽に努めています。
ALOHA の心（優しさ・調和・楽しさ・謙虚さ・忍耐）と美しい姿勢・笑顔を大切に活動しています。
ゆったいとしたハワイの曲に合わせて健康増進を図ります。福祉施設への慰問活動も行っています。
愛されるひょっとこ踊りを目指しています。
泣いたり笑ったり、お面の表情を豊かに表現して皆様を笑顔にできるよう、これからも楽しく踊り続けます。
高齢者施設を中心によさこい演舞を披露します。楽曲はソーラン節や歌謡曲などを取り入れ、趣向をこらした演舞内容で
よさこいの楽しさを伝えています。座ったままでも出来る簡単な演舞で一緒に参加して楽しみましょう！
詩歌を朗読して作者が詩歌に込めた感動・喜び・悲しみなど、吟者が声で表現します。腹式呼吸で大きな声を出し、老化防
止・ストレス解消・健康増進に努めています。品の福祉施設を訪問し、皆様に喜んでいただいています。
赤十字の博愛精神に基づき、芸能をもって奉仕に従事することを目的としています。
高齢者施設や自治会の各種イベントにて、民謡・尺八、三味線の演奏、舞踏などを披露しています。
高齢者施設へボランティアとして訪問し、民謡を披露しています。
その他、子どもたちへの体験教室も開催しています。
我が国古来の民謡や民舞でボランティア活動を行っています。
和気あいあいの中で練習をしており、誰でも必ず身につくよう繰り返し優しく練習しますので、安心してご入会ください。
ボランティア精神に基づき、老人施設を慰問し、民謡・舞踏・尺八・三味線演奏を披露し、一緒に唄い、元気になってもら
うことを目的としています。高齢者施設や自治会の各種イベントへの芸能を受け付けています。
抱腹絶倒の腹話術や臨場感のある紙芝居、楽しい手品や演歌体操、皿回しなど色々な演目を用意しています。
施設訪問（高齢者・子ども）にて、皆様に笑って楽しんでいただくことを心がけて活動しています。
高齢者施設や児童施設、町内会行事などでコミカルなマジック演技を行い、楽しませています。
日程の調整上、活動日の 1 か月前にはご連絡をお願いしています。
フレイル予防や介護予防、仲間づくりなどを目的とし、カーリンコンの普及活動を行っています。
高齢者施設だけではなく、町内会や小学校でも活動を行っています。
小学生を中心に平成５年に始まりました。一輪車のマラソン・競技大会、認定会や地域のイベントに参加したり、
ステージ発表や高齢者施設を訪問しての慰問活動などを行っています。

011-624-6341（大谷）
386-5921（小西）
384-5812（萩原）
090-1645-0705（竹内）
387-3120（網谷）
384-8510（古橋）
384-1847（後藤）
385-1354（三上）
090-2695-9573（堀内）
385-0682（柴田）
090-1386-2734（竹内）
090-8638-3570（根本）
383-8303（亀田）
381-0877（斉藤）
386-1613（岩本）
383-5030（柴田）
387-0142（小田）
011-577-9271（浅井）
090-9510-6984（清水）
386-8963（岩本）

