
総社市社協 ボランティアグループ一覧
No グループ名 代表者名 活動内容 登録

1 さつき会 笠原　仁美
テ－プ図書の作成、市広報紙・社協だよりのテ－プの吹き込み、
施設への訪問活動等

S56.05.14

2 ひまわりの会 学童保育への支援 S63.04.25

3 おはなしを語る会 國府　緑
図書館や幼稚園等で活動
（お話の部屋・絵本の読み聞かせ・エプロンシアター等）

H01.04.01

4 地区社協活動ボランティア
各地区社協
会長

ひとり暮らし老人へ給食サービス(年９回)、敬老会、三世代交流、子
どもまつり　等

H02.04.01

5 赤とんぼ 長尾　七生
ひとり暮らしのお年寄りへ「お誕生日おめでとう」のお便りボラン
ティア

H03.07.01

6 でんでん虫の会 北村佳代子
安否確認を主な目的とした電話でのひとり暮らしのお年寄りへのテレ
ホンサービス

H03.11.11

7
岡山県立大学ボランティア部
ひまわり

瀧口　愛
ひとり暮らしの高齢者とのふれあい料理教室の開催、障がい児へのリ
ハビリ、託児ボランティア、福祉施設でのボランティア活動等

H05.12.11

8
総社東中学校　ボランティア
部

高田　清美
三宅理抄子
武縄　生子

福祉施設、作業所等でのボランティア活動 H05.12.21

9 てのひら 中島　万喜子
手話通訳、手話ボランティアの養成、聴覚障がい者と健聴者との交流
活動等

H06.07.26

10 かなりやの会 河本　明子 コーラス、レクリエーション等を通して施設訪問等 H07.06.05

11
総社中学校　ボランティア
サークルドリーム

大月　由里子 保育園慰問、空き缶の回収、環境美化、施設訪問等 H07.07.05

12 総社つゆ草の会 横田　通恵 施設への訪問活動（大正琴、傘踊り、銭太鼓、民舞等） H07.10.05

13 皇髪会 原田多津子 施設への援助活動 H08.01.19

14 総社美容組合 山口　修一 施設を訪問しての美容活動 H09.02.20

15 総社ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 加藤寿美子 レクリエーション・フォークダンス指導等 H10.06.13

16 おりひめ 小瀬　洋子 地域の高齢者への支援 H10.10.28

17 介護ボランティア苺 松田　勝美 介護を中心に日常生活(入浴･洗髪･散髪)､外出､イベントの援助 H10.11.26

18 藤酔会 赤井百合子 踊りでの施設訪問等 H11.03.10

19 要約筆記吉備うさぎ会 大森　優紀 要約筆記ボランティア H11.09.20

20 のびのび会 藤田　啓義 幼稚園の訪問活動 H11.10.27

21 大正琴・夕月の会 津島美津子 大正琴の演奏を通して施設訪問等 H12.04.01

22 三輪ボランティア 中村　英子 施設への援助活動 H12.05.12

23 秋桜の会 村上千佳子 施設への援助活動 H12.10.20

24 昭和舞づる会 小見山通子 民舞での施設訪問 H13.07.16

25 総社おもちゃの病院 吉田　　護 おもちゃの病院 H13.08.13

26 はつらつクラブ 守安　和子 健康づくりのための運動の普及活動 H13.10.22

27 大正琴てまり 永田　正子 大正琴で施設訪問等 H14.02.07

28 絵本のごちそうや 小西　成美 三須幼稚園、東小学校を拠点に絵本の読み聞かせ活動等 H14.04.01

29 もこもこの会 新延　万梨子 常盤幼稚園を拠点に絵本の読み聞かせ活動等 H14.04.01

30
総社西中学校ボランティア
サークル

池尻　晴美 清掃、ひとり暮らしの高齢者へ暑中見舞、年賀状など H14.07.04

31 総社元気会 中田　尚志 地域福祉活動への支援（男ばかりのメンバーです！） H15.06.24

32
吉備路伝説を語る会
（うぐいすの会）

佐野　静樹 学校、施設等を訪問し、伝説や昔話を口承する H16.02.05
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33 こすもす 秋山　由美子 総社小学校を拠点に絵本の読み聞かせ活動等 H16.03.01

34 保育サポート「あい・あい」 小西　麻佐子 託児ボランティア（主に多胎児サークル） H16.04.01

35 えほんのびっくり箱 本行　宏美 北幼稚園区を中心に絵本の読み聞かせ活動等 H17.02.07

36 おはなしの木 勝田　美恵 常盤小学校を拠点に絵本の読み聞かせ活動 H17.04.01

37 建築工房　高梁川 陶山　晴之 老朽家屋の補修工事など（大工関係のボランティア） H17.08.11

38 あかいやね 栢野　太嘉子 服部幼稚園を中心に絵本の読み聞かせ活動等 H18.04.01

39 総社点訳の会 森山　博美 広報、社協だよりの点訳活動、図書館へ点訳本の寄贈等 H18.04.01

40 さくらんぼ 鎌野　洋子
子どもたちを対象に人形劇、パネルシアター、ブラックファンタジー
等の公演と、絵本の読み聞かせ及びお話会を開催

H18.05.19

41
川崎医療福祉大学ボランティ
アクラブワンピース

三宅　那央 地区社協行事や、福祉施設等で小学生と一緒にボランティア活動 H18.08.02

42 ママブック 細谷　幸恵 総社南幼稚園を拠点として、絵本の読み聞かせ等の活動 H18.11.29

43 おはなしポケット 市村　みみこ 絵本の読み聞かせ H18.12.01

44 オカリナ ひばり 笠原　仁美 地域のサロンや施設で、オカリナ演奏や手遊び歌を行う活動 H19.04.01

45 ももの花・山手 佐々井　智子
福祉施設での訪問活動、ひとり暮らしの会への支援、地域での給食
サービス等の活動

H19.04.16

46 ピュア・イースト 鈴岡　陽子 コーラスを通して、施設や地域行事、学校等でのふれあい活動 H19.06.20

47 桃山ボランティア レンゲ会 宮本　文男 三須桃山団地を拠点に子どもたちの見守り、在宅高齢者への支援 H20.04.24

48 総社市ペタンク協会 佐野　裕二 老人クラブ、子ども会、ふれあいサロンへのペタンク出前指導 H20.05.30

49 グループ・よつば 菊池　和子 福祉施設への援助活動（主に高齢者関係施設） H23.05.10

50
コーラスグループ
「スイトピー」

星島　伸江 歌を通じて、福祉施設へ訪問 H23.05.20

51 どれみであそぼ 池上　容子 総社幼稚園を拠点に、歌、合奏など子ども向けの音楽コンサート活動 H23.06.06

52 英ｐｌａｙ 酒井　浩恵 地域の幼児、児童を対象に英語を通じて、ふれあい活動 H24.04.16

53 さわやかクラブ 西山真智子 高齢者の話し相手、傾聴ボランティア H24.06.01

54 あざみの友 小野　勇 福祉施設への友愛訪問（歌、踊りなど） H24.06.04

55
総社レクリエーション
ダンスクラブ

土井脇典子
レクリエーションダンスを通じて、福祉施設やサロンへ訪問し、心身
の健康づくりとコミュニケーションづくりを提供する活動

H24.06.11

56 ＫＩＢＩマジッククラブ 難波　英嗣 福祉施設やふれあいサロン、子ども会等で手品を披露する活動 H24.09.19

57 こだま会 古米　節男
福祉施設、デイサービス等に訪問し、歌、踊り、詩吟、手品等を公演
する活動

H25.09.24

58 アンサンブル総社 守谷　正子 高齢・障がい・子育て支援関連施設等にて音楽演奏 H26.05.15

59 のぞみ会 横田　静江
介護施設の慰問、訪問活動。大正琴の演奏に合わせて、入所者の人と
歌う。音楽に合わせて体操する。

H28.06.16

60 絵本のたから箱 五味小百合 総社北小学校高学年を中心に絵本の読み聞かせを行う。 H29.04.26

61 出張ぷれめも 田中　由美
思い出の写真や手型・足型などを可愛く飾り、自分だけのフォトフ
レームやミニアルバムの作成。材料や道具を用意し、出張する。

H30.04.01

62 ＳＯＳＵ 二宮　麻衣子
こどもの「やってみたい！」ことを企画・実施する。楽しく学び、経
験する機会を提供。

H30.05.22

63 シール・アート 板野　晴義
高齢者施設等において、シールを使ったアート作品を一緒に作る活
動。1～2時間程度。

H30.08.23
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64 なんでもやさん 井上　美和
高齢者施設等において、レクリエーションや楽器演奏などで一緒に楽
しく過ごす活動。

H30.09.21

65
総社認知症ボランティア　オ
レンジ

寺島　純子
認知症の理解を深める活動。会員相互の学習や親睦を図りながら、認
知症カフェや交流イベント、認知症サポーター養成講座などの啓発を
する。

H30.09.21

66 ほっと一息 池田おれんじ 𡈽家　美佐枝
認知症の理解を深める活動。会員相互の学習や親睦を図りながら、認
知症カフェや交流イベント、認知症カフェの開催

R01.07.01

67 どれみふぁみりー 伊藤　智恵
総社小学校を拠点にクラシックやポップスなどの幅広いジャンルの音
楽コンサート活動

R02.03.17

68 翔和オカリーナ 井上　克彦 イベントやふれあいサロン等でオカリーナを演奏 R02.09.17

69 チュッピーレクダンスクラブ 下山　咲知子 イベントやふれあいサロン等でレクダンスを実施 R03.04.02

70 はっぴーすたんど 山田　菜々美 地域での生活支援活動とともに移動型サロンを実施 R03.04.21
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