
【分野：その他】 

 

番号 3 

団体名 LRTで結ぶ会 

活動内容 LRT(Light RailTransit、次世代路面電車)を静岡市に導入し、活力あ

るまちづくりを進めていくために活動しています。 

活動場所 清水社会福祉会館 

活動日 平日夜間 毎月火曜日（第二）19：00～21：00 

メンバー受入可

否 

随時募集 

メンバー受入要

件 

会の趣旨に賛同される方はどなたでもご入会下さい（年令制限なし） 

 

 

 

番号 9 

団体名 NPO法人 ニッポンアクティブライフクラブ ナルク静岡 

活動内容 会員相互の助け合い「時間預託活動」と会員外の人や地域社会に貢献

する「奉仕活動」等 

活動場所 葵区 アイセル 21 

活動日 平日昼間土日祝昼間 9：00～13：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 主旨に賛同、年会費を納めた人 

 

 

 

番号 12 

団体名 Radiante静岡 

活動内容 福島被災犬・猫・保健所犬･猫レスキュー、里親さがし 

活動場所 市内全体  

活動日  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 犬猫が好きで、お世話して下さる方、犬猫預かりボランティアさん 



【分野：その他】 

 

番号 13 

団体名 Talk Space 

活動内容 傾聴・情報交換・Qol向上へのサポート 

活動場所 市内全体、地域福祉エリア交流プラザ、番町市民活動センター 

活動日 毎月第 2土曜日、第 4金曜日 13:00～16：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 がん患者サポートを真摯に考えている方 

 

 

 

番号 35 

団体名 おやじサロン ”ぎゃるそん” 

活動内容 料理講座・福祉のまつりへの出店・市民交流まつりへの参加・畑活動 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎月第 1・3木曜日 9：00～13：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会・福祉のまつり・市民交流まつりに参加できる方 

 

 

 

番号 55 

団体名 更生保護女性会庵原地区由比支部 

活動内容 更生保護ボランティア・声かけ（小学生）・育児相談手伝い・古布集

め 

活動場所 清水区 由比生涯学習交流館 

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：その他】 

 

番号 57 

団体名 さわやか一期 

活動内容 リスト車洗車、車イス手入、はーとぴあ周辺清掃 

活動場所 清水区はーとぴあ清水 

活動日 第 3日曜日 9：00～10：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 活動に参加できる方 

 

 

 

番号 64 

団体名 静岡英和学院大学 ボランティアセンター 

活動内容 地域清掃活動・国際支援・募金活動 

活動場所 駿河区 大学のボランティアセンター・教室等 

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 静岡英和学院大学・短期大学部学生 

 

 

 

番号 76 

団体名 静岡市駿河区更生保護女性会 

活動内容 駿府学園、刑務所、鑑別所、少年の家、勧善会、スルガダルク等、矯

正・更生保護施設に対する活動、子育て支援、老人ホーム奉仕、保護

司会、B・BS会、協力雇用主会等他団体との連携、研修会、ミニ集会 

活動場所 市内全体 南部生涯学習センター 

活動日 年 6回 水曜日 13：30～15：30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  



【分野：その他】 

 

番号 82 

団体名 静岡福祉文化を考える会 

活動内容 ①理論と実践の融合をめざし「公用型研修会」「現場実践セミナー」

「福祉文化研究セミナー」②調査研究による社会課題の堀越し③機

関紙発行（今までに 129号）④協力による地域つどいへの関わり 

活動場所 県内 

活動日 不定期 年 4回定例交流会・年 4回研修会他調査活動 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 93 

団体名 しみず話し方教室 

活動内容 話し方についてテキストより学びその後実践練習を行う 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎月第 4土曜日 13：30～ 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 月 1回定例会に参加できる方 

 

 

 

番号 94 

団体名 社会福祉法人 静岡いのちの電話 

活動内容 電話をとおして苦しみや悲しむ人々の声を聴き心に寄り添う活動 

活動場所 葵区  

活動日 毎日 12：00～21：00、毎月 10日 8：00～翌朝 8：00まで 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 年 1回電話相談員を募集し一年半の養成研修を受講後、認定される 



【分野：その他】 

 

番号 106 

団体名 駿府ウエイブ 

活動内容 市民・市外観光客・学校生徒・児童へのボランティアガイド 

活動場所 市内全体 

活動日 毎月月始 13：30～15：30（会場の都合で日曜日は不定期） 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 ガイド及び研修、定例会に出席できる方 

 

 

 

番号 112 

団体名 高部ボランティアグループ すみれ会 

活動内容 子育てトーク託児、母親学級託児、敬老会手伝い、地域ふれあいまつ

り参加、地区社協への協力（S型デイサービス・独居高齢者ふれあい

懇談会手伝い） 

活動場所 清水区 清水高部障害学習交流館 

活動日 毎月第 2水曜日 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 ボランティア活動に関心のある方 

 

 

 

番号 134 

団体名 認定 NPO法人 静岡犯罪被害者支援センター 

活動内容 ・犯罪被害の相談に関する支援（電話相談、面接相談、カウセリング、

法律相談）・裁判所、検察庁、警察、病院への付き添い支援・ボラン

ティアの養成と研修等 

活動場所 市内全体、県内  

活動日 平日昼間 電話相談 10：00～16：00 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件  



【分野：その他】 

 

番号 144 

団体名 ふるさと相談室 

活動内容 家庭生活・社会生活に生かせるカウンセリングを学習します 

活動場所 清水区辻生涯学習交流館 

活動日 毎月第 2・4水曜日 10：00～12：00 

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 152 

団体名 メンズサポート静岡 

活動内容 ①静岡市の男性電話相談事業の協力（カウンセリング）、②男女共同

参画生活思想の啓蒙 

活動場所 葵区 アイセル 21 

活動日 平日夜間・土日祝昼間 9：30～12：00（月 1回） 

メンバー受入可否 募集していない 

メンバー受入要件 男女共同参画、傾聴などの基礎学習をしていいる人 

 


