
【分野：児童】 

番号 1 

団体名 「小さな、小さな、絵本のお家」 

活動内容 絵本 800冊、遊具、玩具、楽器等を備え、開放し読み聞かせ・あそび

の提供・子育ての支援をしています。 

活動場所 葵区  

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 4 

団体名 NPO 子ども虐待防止センター しずおか 

活動内容 子育て・虐待に関する電話相談・虐待防止啓蒙活動・相談員養成 

活動場所 葵区 静岡市番町市民活動センター 

活動日 毎月第 2金曜日 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 児童虐待防止の志のある方・相手の話をきける方 

 

 

 

番号 7 

団体名 NPO法人 かっぱらぱ編集室 

活動内容 一日児童館の開催、お母さん支援者のための心理講座 

活動場所 市内全体 清水市民活動センター 

活動日 第 1又は第 2日曜日 午後 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 会の活動趣旨に賛同してくれて、年会費を払ってくれる方 



【分野：児童】 

番号 10 

団体名 NPO法人 バディプロジェクト 

活動内容 支援活動のサポート、ママ支援講座の企画・運営 

活動場所 葵区 アイセル 21 

活動日 平日昼間 不定期 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 団体の目的、活動趣旨に賛同する方 

 

 

 

番号 15 

団体名 明るい社会づくり運動 静岡地区協議会 

活動内容 主に新一年生に交通事故防止を願って黄色いお道具バッグを葵区

長、駿河区長を通して贈呈（葵区、駿河区全 65枚の新一年生） 

活動場所 葵区・駿河区  

活動日 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 22 

団体名 一般社団法人静岡学習支援ネットワーク 

活動内容 学習支援・居場所支援 

活動場所 市内全体 （火）長田生涯学習センター（水）有度生涯学習交流館

（金）静岡市女性会館（アイセル 21） 

活動日 毎週火・水・金曜日 18:30～20:30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 主に市内の大学に通っている大学生 



【分野：児童】 

番号 29 

団体名 お母さん人形劇団 星の子 

活動内容 学校・子ども会・保育園、幼稚園などで手作り人形劇を上演 

活動場所 市内全体、県外 柳新田公民館（三の宮神社内） 

活動日 毎週火曜日 10：00～16：00 

メンバー受入可否 募集していない 

メンバー受入要件 入団は自由。けいこ・公演に参加できる方 

 

 

 

番号 34 

団体名 おもちゃ病院清水 

活動内容 オモチャの修理（原則無料） 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎月第 4日曜日 10：00～15：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に出席出来る方 

 

 

 

番号 44 

団体名 キッズドリーム研究会 

活動内容 子供の目線からの空間遊び方、遊び場を提案。体験・展示等行ってい

る。 

活動場所 清水区 民宿かしお 

活動日 不定期  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 子どもに関心があり、遊び場所に興味がある方 



【分野：児童】 

番号 52 

団体名 県立こども病院 つみきの会 

活動内容 外来・病棟でこどもの見守り・話し相手・図書室手伝い・園芸・作業 

活動場所 葵区 こども病院 ボランティア活動支援室 

活動日 個人により様々 年 5～6回・代表者打合せ 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 申込時 70歳未満 心身ともに健康な方 小児伝染性疾患の既往歴・

ワクチン接種歴がある方 

 

 

 

番号 54 

団体名 高校生ボランティア チーズケーキ 

活動内容 市民交流まつり、おもちゃ図書館 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎月 2回 18：30～20：30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 現役高校生 

 

 

 

番号 60 

団体名 静岡 CAPにじ 

活動内容 いじめ、誘拐、虐待、性暴力など様々な暴力から子ども自身が自分を

守れるように CAP（子どもへの暴力防止）プログラムを実施 

活動場所 市内全体 はーとぴあ清水 

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 CAPワークショップを実施するには、資格取得が必要ですが、まずは

活動を見て頂きたいです 



【分野：児童】 

番号 72 

団体名 静岡市子ども会連合会（清水区） 

活動内容 子ども研修会・球技大会・ボウリング大会・スケート教室・新年子ど

も大会他 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 平日夜間・土日祝昼間 毎月第 1水曜日（定例理事会） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 各地区の単位子ども会に加入している方 

 

 

 

番号 85 

団体名 清水おやこ劇場 

活動内容 親子でプロによる舞台芸術を観たり屋内で遊んだりして楽しんでい

ます 

活動場所 清水区 清水市民活動センター・はーとぴあ清水（ 

活動日 平日昼間（事務局開局）土日祝昼夜（舞台鑑賞） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 親子ならどなたでも 

 

 

 

番号 113 

団体名 託児ボランティア 

活動内容 幼児をあずかり、子育て中のお母さんの支援活動 

活動場所 清水区 蒲原すこやかセンター 

活動日 平日昼間（不定期）  

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件  



【分野：児童】 

番号 131 

団体名 人形劇あっぷっぷ 

活動内容 人形劇の上演 

活動場所 駿河区 静岡市中島児童館 

活動日 毎月第 1水曜日 10：30～11：30 

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 132 

団体名 人形劇こんぺいとう 

活動内容 保育園、幼稚園、こども園を中心に人形劇の公演 

活動場所 市内全体 大里東幼稚園 

活動日 毎週水曜日 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 141 

団体名 日立清水理科クラブ 

活動内容 小学生を対象とした「モノ作り教室」開催、小学校授業支援 

活動場所 清水区 日立体育館 

活動日 金曜日午前 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 日立グループ OB 



【分野：児童】 

番号 146 

団体名 ボーイスカウト清水第 17団 

活動内容 隊集会、野外活動（キャッンプ、ハイキング等）、七夕まつり参加、

もちつきお、スカウトの日活動（清掃奉仕）、福祉のまつり参加、辻・

江尻まつり参加、クリスマス会 

活動場所 清水区 辻生涯学習交流館、はーとぴあ清水 

活動日 毎月日曜日・祝日（昼間）（子ども）、 

毎月第 3木曜日・第 4水曜日（夜）（大人） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 小学生 1年～5年生 18才以上の指導者 

 

 

 

番号 147 

団体名 ボタンの会 

活動内容 読み聞かせや工作を通して、日本伝統の季節のならわしを理解し、子

どもの感性を育てる。さらに親子の子育て支援活動につなげている 

活動場所 清水区 清水飯田学習交流館 

活動日 毎月第 3木曜日 13：30～16：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 163 

団体名 りぼん・こども支援センター 

活動内容 虐待の危惧のある家庭への支援・DV 被害者支援・乳児院への抱っこ

ボランティア、プレイセラピー（幼い児への心理治療） 

活動場所 市内全体  

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：児童】 

番号 166 

団体名 わらしなわたげの会 

活動内容 絵本読み聞かせ・紙芝居・語り 

活動場所 葵区 藁科生涯学習センター 

活動日 毎月第 3水曜日午前・第 4土曜日午前・毎月第金曜日 午後 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 読み聞かせボランティア講座受講生であること 

 


