
【分野：障がい】 

番号 2 

団体名 Amis 

活動内容 障害者支援（外出支援等） 

活動場所 葵区駿河区 静岡大学図書館 

活動日 土日祝昼間 水曜日（不定期） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 11 

団体名 NPO法人精神障害者生活支援よもぎ会 

活動内容 ①精神障害者の働く場、パンとしゅうまいの店「ゆくり亭」の運営、

②絵画教室・勉強会（各毎月 1回）、③外部講師による講演会（年 2

回）他 

活動場所 清水区 ゆくり亭 

活動日 第 4土曜日 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 17 

団体名 アクティブ静岡 

活動内容 健常者と障害者が交わる。催した参加（ボラ協） 

活動場所 葵区 事務局・静ボラ V連室 

活動日 土日祝夜間  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  



【分野：障がい】 

番号 21 

団体名 いちごの会（清水言語聴覚士会） 

活動内容 言語に障害を持つ脳卒中後の患者の集い（交流） 

活動場所 市内全体 はーとぴあ清水 

活動日 奇数月 第 2土曜日 午前 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 27 

団体名 運転ボランティア そよかぜの会 

活動内容 スロープ付・リフト福祉車両を使用して寝たきり・車イス生活者を

病院等希望される場所へ送迎 

活動場所 市内全体 はーとぴあ清水 1F 

活動日 毎月第 4土曜日 9：30～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 70歳まで 心と体の健康な人 

 

 

 

番号 38 

団体名 音訳ボランティア ふれんど 

活動内容 障害や高齢等の理由で活字による読書が困難な人の為に本その他

活字印刷物の音訳及び対面朗読を行っています 

活動場所 清水区 有度生涯学習交流館 

活動日 毎月第 2水曜日 10：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 読書が好きで声を出して本等を読むことができる人 



【分野：障がい】 

番号 39 

団体名 音訳ボランティア やまびこ 

活動内容 「広報しずおか」「みんなの社協」「市議会だより」「くらしと水」音

訳 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 平日昼間 録音に応じて随時 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 声の広報に関心のある方 

 

 

 

番号 41 

団体名 かげんどら 

活動内容 放課後等デイサービス 

活動場所 駿河区  

活動日 平日昼間  

メンバー受入可否 募集していない 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 43 

団体名 蒲原手話サークル波の子会 

活動内容 手語勉強会・聴覚障害者との交流・手話講習会での指導他 

活動場所 清水区  

活動日 毎週火曜日 19：30～21：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  



【分野：障がい】 

番号 58 

団体名 視覚障がい者ととともに歩むグループ「あゆみ」 

活動内容 視覚障害者と共に行うスポーツ（フロアバレーボール、サウンドテ

ーブルテニス）ガイドヘルプ 

活動場所 清水区 県社会福祉会館、清見潟公園体育館 

活動日 土日祝昼間・夜間  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 特になし 

 

 

 

番号 65 

団体名 しずおかおもちゃ図書館 

活動内容 おもちゃ図書館の管理運営 

活動場所 葵区 静岡市中央福祉センター 2F 

活動日 毎月第 1月曜日・第 2土曜日・第 3日曜日・第 4水曜日  

10：00～15：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 69 

団体名 静岡県点訳赤十字奉仕団 

活動内容 点訳 視覚障害者の誘導 点字講習（小学校出前授業） 

活動場所 葵区 日赤静岡県支部内の活動室 

活動日 毎月第 1・3土曜日午後（講習や誘導などは別日程） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に参加できる方 



【分野：障がい】 

番号 74 

団体名 静岡市静岡手をつなぐ育成会 「チーム太陽」 

活動内容 育成会のイベントのお手伝い・静岡市のイベントのお手伝い 

活動場所 葵区駿河区  

活動日 土日祝昼間  

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 育成会の会員（保護者）、知的障がいのある当事者本人 

 

 

 

番号 75 

団体名 静岡市清水手をつなぐ育成会 

活動内容 知的障がいについて相談、対応。本人活動支援。防災対策、その他

制度の勉強会、講演会の開催。知的障害について啓蒙活動。 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 平日昼間主に不定期 毎水曜日事務所開局 毎月第一木曜日運営

委員会 その他不定期 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 知的障がいの保護者、支援者など 

 

 

 

番号 78 

団体名 静岡市要約筆記サークル「のぞみ」 

活動内容 中途失聴難聴者と彼らの通訳として活動する。要約筆記者などが共

に理解を深め、啓発活動も行っている。 

活動場所 葵区 静岡市中央福祉センター 

活動日 毎月 3回ほど 月曜日 13：30～15：30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に出席できる方で、中途失聴・難聴者および要約筆記に関心

のある人 



【分野：障がい】 

番号 79 

団体名 静岡ダウン症児の将来を考える会 

活動内容 定例会・お仕事会 

活動場所 葵区 静岡市中央福祉センター 

活動日 毎月第 2・4木曜日 第 4土曜日 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 81 

団体名 静岡点訳奉仕の会 

活動内容 視覚障害者の為の点字・拡大及び音訳図書等の作成 

活動場所 市内全体 静岡県立静岡視覚特別支援学校 

活動日 基本的に毎月第 3土曜日 13：30～15：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 本会の活動主旨依賛同出来る方 

 

 

 

番号 84 

団体名 清水おもちゃ図書館 

活動内容 ハンディのある子もない子も一緒におもちゃで遊ぶことで、友達を

作り、社会勉強と遊びのルールを教える、また、親御さんの交流や

育児の相談場として橋渡しを目的としている 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 2F 

活動日 平日昼間  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  



【分野：障がい】 

番号 90 

団体名 清水大学生ボランティアグループさぼとぴあ 

活動内容 障がいを抱える中学・高校生と一般の高校生・大学生とが交流でき

るイベントの企画、運営 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 土日祝昼間、毎週月曜日 19：00～21：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 大学・短大・専門学生又はそれに準ずる者 

 

 

 

番号 96 

団体名 手話サークル あおいの会 

活動内容 手話を通じて聞こえる人と聞こえない人が交流する 

活動場所 葵区 静岡市中央福祉センター（まれに外出します） 

活動日 平日昼間 13：30～15：30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 97 

団体名 手話サークル 火曜会 

活動内容 手話での交流（学習・レクリエーション・イベント参加・社会見学・

旅行など）・機関紙の発行 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎週火曜日 10：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 どなたでも 



【分野：障がい】 

番号 98 

団体名 手話サークル たつのこ会 

活動内容 手話の習得や普及、手話通訳者の養成・ろうあ者の生活と権利を守

るための学習など外部での普及啓発活動として「清水みなと祭り」

に参加したり「福祉のまつり」「市民交流まつり」では手話教室を行

っています 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎週水曜日 19：00～20：30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 手話・聴覚障害者に興味がある方 

 

 

 

番号 99 

団体名 手話サークルするがの会 

活動内容 手話の習得及び普及、学習及びレクリエーション活動、社会に対す

る啓蒙活動など 

活動場所 葵区 静岡市中央福祉センター 

活動日 毎週水曜日 18：30～20：30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 手話に興味のある方 

 

 

 

番号 100 

団体名 障害児者問題勉強会 ほうせんか 

活動内容 定例会、学習会、体操教室、料理教室他 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 第 3火曜日 10：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 会の趣旨に賛同し会則承認の上受け入れ可 



【分野：障がい】 

番号 101 

団体名 障害者ダンスクラブ フラミンゴ 

活動内容 ジャズダンスの練習 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎月第 1・3土曜日 10：00～11：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 基本的に親子で参加できる方 

 

 

 

番号 107 

団体名 精神保健福祉ボランティア 静岡ほのぼの会 

活動内容 精神障がい者と一緒に食事会・古切手の整理・傾聴・関係機関への

協力 

活動場所 葵区駿河区 静岡市中央福祉センター 食事会：シズウェル 

活動日 毎月第 2水曜日 10：00～12：00 食事会：毎月第 3土曜日 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 特になし 

 

 

 

番号 108 

団体名 精神保健福祉ボランティア ふだん気 

活動内容 サロン活動（調理実習や体験見学等地域を知る事）支援センター支

援・作業所支援 

活動場所 市内全体 中央福祉センター 

活動日 不定期  

メンバー受入可否 募集していない 

メンバー受入要件  



【分野：障がい】 

番号 114 

団体名 中年こそボランティア活動を！市民連合！！ 

活動内容 障害のある方や、介護を必要としている方達といっしょに音楽を楽

しんでもらう活動をしております 

活動場所 静岡市中央福祉センター 

活動日 毎月第 1・3土曜日 9：30～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 できるだけ多く練習に参加できる方 

 

 

 

番号 118 

団体名 特定非営利活動法人 清水障害者サポートセンターそら 

活動内容 障がい者（児）の相談援助、ヘルパーの派遣、通所事業、介護保健

事業所 

活動場所 清水区  

活動日 平日昼間  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 法人の目的に賛同していただける方 

 

 

 

番号 119 

団体名 特定非営利活動法人 清水地域精神保健福祉心明会 

活動内容 総会・講演会・学習会・機関紙「しんめい」発行・会員合同懇親会・

心明会いはら共同作業所（就労支援 B型）の運営・偶数月会員懇親

会・バス旅行・家族による家族の学習会（6回）・作業所新年地域交

流会・当事者へのクリスマスプレゼント他（各イベント等に参加） 

活動場所 清水区 20 名以内：辻生涯学習交流館 20 名以上：はーとぴあ清

水・地域福祉推進センター 

活動日 毎月 1回土曜日 13：30～16：00  

偶数月（土）10：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 精神障害者を抱える家族又は一般の方でも関心のある方・定例会に

出席できる方 



【分野：障がい】 

番号 121 

団体名 特定非営利活動法人 天使のはね 

活動内容 精神・身体・知的障害の作業所、就労継続支援（B型） 

活動場所 市内全体 作業所（清水区西高町 5-28） 

活動日 平日昼間・土日祝昼間 8：00～17：00、利用者 9：00～16：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 122 

団体名 特定非営利活動法人 ゆうゆう舎 

活動内容 店舗運営販売製菓製造販売等 

活動場所 清水区  

活動日 平日昼間・土日祝昼間  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 124 

団体名 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コープ夢コープ清水事業所 

活動内容 その人らしい生活の自立支援を目指して、くらしの助け合い事業・介

護保険事業・障害福祉事業でサービス提供をしています 

活動場所 市内全体 夢コープ清水事業所 

活動日 平日昼間・平日夜間・土日祝昼間・土日祝夜間 年 4 回ヘルパーミ

ーティング、各種研修、夢カフェ（月 2回） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 設立趣旨・目的に賛同し、その事業に積極的に参加する意欲を有する

個人 



【分野：障がい】 

番号 127 

団体名 トライトン 

活動内容 肢体不自由児・者水泳サークルです。重力が半減する水中で障がい者

のある部分を動かしたり身体の余分な力を抜いてゆるめたり身体が

軽くなる楽しさを感じ皆で活動しています。 

活動場所 葵区 市営西ヶ谷屋内プールなど 

活動日 第 2・4土曜日 15：30～16：30（7・8月休み） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 要相談 

 

 

 

番号 136 

団体名 パソコン点訳グループ ぱそぴあ清水 

活動内容 パソコンでの本・冊子・新聞記事などの点訳 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎週水曜日 10：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 やる気のある方 

 

 

 

番号 139 

団体名 パレット 

活動内容 音楽、エアロビ教室 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水（清水社会福祉会館） 

活動日 毎月第 1・3土曜日 14：30～16：30（8月は除く） 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 できるだけ親子で活動できる方 



【分野：障がい】 

番号 145 

団体名 フレンド 

活動内容 人形劇公演・人形劇等の練習他 知的に障がいのあるメンバーと彼

等の活動を応援するボランティアグループ 

活動場所 駿河区 静岡市駿河区中村町 錬心館空手道場 

活動日 毎月第 1土曜日 10：00～15：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 練習に参加できる方 

 

 

 

番号 149 

団体名 ボランティアグループ双葉会 

活動内容 乗り物を利用して季節的レクリエーション行事（仲よし広場）の開催 

活動場所 県外  

活動日 土日祝昼間  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 行事に参加できる方 

 

 

 

番号 155 

団体名 やじろべえ 

活動内容 聴覚障がい者と共に災害について学んでいる 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水１F ボランティアセンター 

活動日 毎月第 3土曜日 13：00～15：00 

メンバー受入可否 募集していない 

メンバー受入要件 聴覚障がい者を理解しようとする気持ちのある方 



【分野：障がい】 

番号 164 

団体名 レクスポ長田東 

活動内容 障がい者スポーツ 

活動場所 駿河区市内全体 長田東小学校体育館、長田保険福祉センター 

活動日 第 2日曜日・第 3木曜日 13：00～15：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 165 

団体名 ワークステイションどんぐり 

活動内容 就労支援 

活動場所 清水区  

活動日  

メンバー受入可否 募集していない 

メンバー受入要件  

 


