
静岡市で活躍する 

ボランティアグループ・ 

団体一覧表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボランティア活動の 

イメージキャラクター 

「はとな」ちゃん！ 



 

この一覧表は、静岡市で主に活動しているボランティアグループ等を 

ご紹介します。 

 ボランティアに興味のある方、活動に参加してみたい方、ぜひ、 

静岡市社会福祉協議会各窓口までご相談下さい。 

 

【分野】 

①高齢者    P 1  

②障がい    P 6  

③児童     P20  

④国際交流   P28  

⑤文化・芸術  P29  

⑥災害     P34  

⑦自然・環境  P36  

⑧地域     P39  

⑨その他    P42  

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

 

ボランティアセンター葵      TEL：054-249-3183 FAX：054-209-0128 

ボランティアセンター駿河     TEL：054-291-5288 FAX：054-286-9545 

ボランティアセンター清水     TEL：054-371-0290 FAX：054-367-2825 

地域福祉推進課ボランティア係   TEL：054-254-6330 FAX：054-653-0039 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8NKv7XuP&id=1C47804F7E7AB4F036E0C703EDD49A400B728E76&thid=OIP.8NKv7XuPoPBQcgIfK9jwpQDxEC&q=%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84&simid=608016905279178402&selectedIndex=205
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DjGwaA43&id=514EE771B5B07627AC05439F861E1B9062190FF7&thid=OIP.DjGwaA43qMrpSmQWsyC4bwDkER&q=%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%81%84%e3%81%84&simid=608018017677740300&selectedIndex=319


【分野：高齢者】 

1 

 

番号 19 

団体名 阿僧みちくさ会 

活動内容 体操・歌・ゲーム・作品作り・会食・血圧測定など スタッフ工夫しな

がら活動 

活動場所 清水区 自治会館 

活動日 平日昼間 基本 毎月第２、第４金曜日 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 24 

団体名 庵原ボランティアの会 

活動内容 ひとり暮らし高齢者の方へ昼食宅配のお弁当作り 

活動場所 清水区 清水区庵原生涯学習交流館 

活動日 土日祝夜間 年 4回 土曜日 9：00～12：00 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 協調性がありお料理が好きな方 

  

 

 

番号 42 

団体名 かっぽれ しみず会 

活動内容 特養ホーム慰問活動（イベント支援等）、市内美化活動（草取り、花の

手入等） 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 不定期 毎年 6月 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

  



【分野：高齢者】 

2 

 

番号 49 

団体名 傾聴 ひばり 

活動内容 傾聴、話し相手 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 平日昼間 毎月第 1木曜日 10：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 人の話を聞ける方 

 

 

 

番号 50 

団体名 傾聴ボランティアさくら 

活動内容 傾聴・お話相手 

活動場所 葵区駿河区 静岡中央福祉センター 

活動日 平日昼間 毎月第 2金曜日 10：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に出席できる方 

 

 

 

番号 66 

団体名 静岡介護者きずなの会 

活動内容 毎月 10 日おしゃべり会。電話・訪問傾聴活動・健康講座等の開催。リ

フレッシュ事業・機関紙発行他。 

活動場所 葵区駿河区 静岡市中央福祉センター 

活動日 平日昼間 おしゃべり会：毎月 10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 誰でも仲間作りを大切にしてくださる方 

  



【分野：高齢者】 

3 

 

番号 105 

団体名 すみれ会 

活動内容 日本舞踊、カラオケ他 

活動場所 市内全体  

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  

 

 

 

番号 111 

団体名 そよかぜ 

活動内容 特別養護老人ホームでの名札付け、ほころびなおし・音楽のクラブ活

動・傾聴喫茶 

活動場所 駿河区 特養のボランティア室 

活動日 平日昼間 毎週水曜日 12：00～13：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 特別になし 午前でも午後でも好きな時間帯 

 

 

 

番号 135 

団体名 認定 NPO法人 日本セラピューティック・ケア協会 静岡支部 

活動内容 セラピューティック・ケア（ネック＆ショルダー、ハンドケア、フット

ケア）の提供 

活動場所 葵区  

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 協会の入門講座を受講し、協会の主旨に賛同し会員になった方 

  



【分野：高齢者】 

4 

 

番号 140 

団体名 ぴーすねっと駿河 

活動内容 パソコン教室、自宅訪問支援、パソコン購入支援、パソコン修理他 

活動場所 市内全体 静岡市中央福祉センター 

活動日 平日昼間 毎月第 1・2・3木曜日 10：00～17：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 初歩的なパソコン講座の講師を希望される方 

 

 

 

番号 142 

団体名 ひとみ会 

活動内容 季節の歌やなつかしの歌・紙芝居・リハビリ体操 

活動場所 葵区駿河区 デイサービス施設（現在 10施設） 

活動日 平日昼間 月 5回  14：00～15：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に直接出席できる人 

 

 

 

番号 148 

団体名 ボランティア・あい 

活動内容 ①ゆうあい会：介護者、要介護者と一緒になって遊びリテーションを行

ない、リハビリを兼ねながら 1日楽しくすごしてもらう。②その他の活

動：依頼のあったお宅に伺いお話し相手をさせていただきます、社協事

業への参加と協力をします 

活動場所 清水区  

活動日  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に出席し楽しく活動できる方 

  



【分野：高齢者】 

5 

 

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 154 

団体名 八坂北ボランティア「さつき会」 

活動内容 ・高齢者家庭を対象に要請があれば片付け・植木の剪定・草取り等出

来る範囲で・静岡市「道路サポーター」の認定団体として道路脇の植

裁帯の管理・町内道路のゴミ拾い、草取りを月 2 回行う・廃食用油を

回収して廃油石鹸を作る・リユース祭（衣類等の再使用） 年 2回実施 

活動場所 清水区 八坂北自治会館 

活動日 平日昼間 毎月第 4木曜日 10：00～11：30 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 無条件 協力できる人にお願いしている 

 



【分野：障がい】 

6 

 

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】 

7 

 

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】 
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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】 
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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】 

10 

 

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】 
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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】 
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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】 

13 

 

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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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  

 



【分野：児童】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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 

 



【分野：国際交流】 

28 

 

番号 23 

団体名 いはら・にほんごの会 

活動内容 日本語ボランティア活動 

活動場所 清水区 蒲原生涯学習交流館 

活動日 平日昼間 13：30 平日夜間 19：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 ボランティアに興味ある方 

 

 

 

番号 92 

団体名 清水日本語交流の会 

活動内容 地域在住の外国人に日本語レッスン・日本の文化レッスン 

活動場所 清水区 辻交流館 

活動日 不定期 7月・12月 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 日本語講師養成講座受講条件有 

 



【分野：文化・芸術】 
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番号 18 

団体名 あじさい会 

活動内容 日本舞踊と唄のボランティア活動 

活動場所 葵区  

活動日 平日昼間・土日祝昼間  

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 25 

団体名 ウクレレ同好会・トロピカルズ 

活動内容 ウクレレを主体とした演奏（1時間程度）の慰問活動 

活動場所 市内全体 鯨ケ池老人福祉センター 

活動日 第 2・第 4木曜日 9：00～12：00（ボランティアは不定期） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会ボランティア活動に参加できる方 

 

 

 

番号 28 

団体名 江尻紙芝居一座 

活動内容 清水区の昔話・戦争体験を手作り紙芝居にして学校・子ども園・介護

施設などで口演しています 

活動場所 清水区 江尻生涯学習交流館 

活動日 毎月第 1水曜日 

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 

  



【分野：文化・芸術】 
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番号 32 

団体名 長田ハーモニカクラブ 

活動内容 演奏で歌をうたってもらう 

活動場所 葵区駿河区 長田生涯学習センター 

活動日 毎月第 1・第 3金曜日 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 

 

 

 

番号 36 

団体名 折り紙ボランティア 折りづる 

活動内容 ①はーとぴあ館内に作品を掲示②訪問活動で交流しながら作品を作成

する③年一回作品展開催予定④福祉のまつり、市民交流まつりへの協

力と参加 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 平日昼間 9：30～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に出席し楽しく活動出来る方 

 

 

 

番号 37 

団体名 音楽ボランティア"チャチャ" 

活動内容 "楽しく歌ってにこにこ"をテーマに楽器演奏（マンドリン・ギターそ

の他打楽器等）に合わせて「マイク」を近づけて歌ってもらう。その

他コント・トークで盛り上げる 

活動場所 市内全体  

活動日 平日昼間 14：00～ たまに土日有 

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：文化・芸術】 

31 

 

番号 40 

団体名 影絵劇団いちばん星 

活動内容 影絵の講演活動 

活動場所 市内全体 由比交流館 

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 誰でも、意欲と協調性のある方 

 

 

 

番号 70 

団体名 静岡県立中央図書館（図書館サポーター） 

活動内容 読み聞かせサポーター、ほんの紹介 POP 作りや呈茶サービス等の館内

サービスサポーター、生け花や手工芸品の展示による環境サポーター 

活動場所 駿河区 静岡県立中央図書館 、グランシップ 2階「えほんのひろば」 

活動日 平日昼間・土日祝昼間（不定期）  

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 募集要項に基づく（募集の祭は HPにアップします） 

 

 

 

番号 83 

団体名 清水うたい隊 

活動内容 エレクトーンの伴奏で昭和歌謡をみんなでうたう。毎年夏に東北での

ボランティア活動を行っている。 

活動場所 市内全体 はーとぴあ清水 

活動日 不定期 金曜日・13：30～ 土曜日・18：30～ 

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 

  



【分野：文化・芸術】 
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番号 115 

団体名 津軽三味線 裕香理会 

活動内容 施設ボランティア 

活動場所 市内全体 はーとぴあ清水他 

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 128 

団体名 トリオ S 

活動内容 語り・絵本の読み聞かせ・楽器演奏 

活動場所 市内全体  

活動日 不定期  

メンバー受入可否  

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 130 

団体名 西奈マジッククラブ 

活動内容 老人施設・児童クラブ等へのマジック慰問 

活動場所 市内全体 静岡市西奈生涯学習センター（リンクに西奈） 

活動日 毎月第 1・第 3水曜日 19：00～21：00 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 定例会に出席できて徐々に慰問活動ができる方 

  



【分野：文化・芸術】 
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番号 137 

団体名 はっぴいハーモニー 

活動内容 演奏を聞いていただき、いっしょに楽しむ 

活動場所 市内全体  

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 練習に参加できる方 

 

 

 

番号 151 

団体名 民話 いろり会 

活動内容 全国の色々な民話を語る 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 毎月第 2・第 4月曜日 10：00～15：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 定例会に出席できる方 

 

 

 

番号 162 

団体名 落語愛好会「寝床の会」 

活動内容 お笑いを通して皆様に幸せをお届けする（漫談・時事放談） 

活動場所 市内全体  

活動日 いつでも 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 お笑いが好きな方 



【分野：災害】 
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番号 56 

団体名 災害ボランティアコーディネーター 静岡 

活動内容 災害対応、啓発活動 

活動場所 市内全体 城東保健福祉エリア 

活動日 平日夜間 19：00～21：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 59 

団体名 静岡・災害支援ボランティアの会 

活動内容 災害時被災地支援・講演会等 

活動場所 市内全体、被災地  

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 活動時募集 

 

 

 

番号 71 

団体名 静岡市安全で快適なまちづくりの会 

活動内容 防災意識の高揚、災害発生時の被害状況の把握・通報など 

活動場所 市内全体 静岡市まちづくり公社（事務局） 

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 静岡市退職の土木・建築職の職員 

  



【分野：災害】 
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番号 89 

団体名 清水災害ボランティアネットワーク 

活動内容 災害ボランティアセンターの立上げ、運営。被災地支援活動 

活動場所 清水区 はーとぴあ清水 

活動日 土日祝昼間・毎月第 4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 158 

団体名 由比災害ボランティアコーディネーター 

活動内容 防災及び災害対応、被災地応援 

活動場所 清水区 由比交流館 

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 意欲と協調性のある方ならどなたでも 

 

 

 

番号 167 

団体名 備災グループままざあ 

活動内容 防災実践講座のお手伝い(ポリ袋、クッキング) 

防災講座主催(外部講師依頼) 

活動場所 駿河区 みなくる 

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  

 



【分野：自然・環境】 
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番号 8 

団体名 NPO 法人 静岡リサイクル協会 

活動内容 環境啓発活動（教育機関にて、環境教室やフリーマーケット企画・運

営等） 

活動場所 市内全体  

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 活動に賛同し、参加できる方 

 

 

 

番号 26 

団体名 有度山グリーンクラブ 

活動内容 里山の保全活動（間伐、除伐、除草、植栽） 

活動場所 駿河区清水区 有度山グリーンクラブ 

活動日 不定期 毎月第 1日曜日 9：00～12：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 週一回以上活動できる方 

 

 

 

番号 63 

団体名 静岡海辺づくりの会 

活動内容 海岸清掃（他団体に呼びかけ年 4回）、ビーチフェスタ、自然観察会（年

3 回）、大浜海岸駐車場周辺の松材・花壇整備（毎週金曜日）、防災 

活動場所 駿河区 西島公民館 

活動日 平日昼間・土日祝昼間 毎月第 1火曜日 19：00～ 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

  



【分野：自然・環境】 

37 

 

番号 67 

団体名 静岡県グリーンバンクサポータークラブ 

活動内容 各自の活動のレベルアップを目的とした園芸講座や研修の企画・開催、

（公財）静岡県グリーンバンクの行う各種行事への協力 

活動場所 県内  

活動日 不定期 毎月第 1月曜日 9：00～ 駿府公園の花壇手入れ 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 会の行事に出席できる方 

 

 

 

番号 77 

団体名 静岡市花と緑のまりづくり協議会 駿府城公園北門花壇ボランティア 

活動内容 駿府城公園北門脇花壇づくり活動 

活動場所 葵区 駿府城公園北門花壇 

活動日 毎週月・木曜日 4月～10月 9：00～ 11月～3月 10：00～ 

1 時間位 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 花の好きの方 

 

 

 

番号 156 

団体名 谷津山再生協議会 

活動内容 学習支援、環境学習イベント、調査研究 

活動場所 葵区 当協議会事務所、公民館 

活動日 平日夜間・土日祝昼間 毎月第 2日曜日午前 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

  



【分野：自然・環境】 
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番号 157 

団体名 やつやま友の会 

活動内容 放置竹林を伐保し、里山景観を再生する 

活動場所 葵区 葵生涯学習センター 

活動日 平日昼間・土日祝昼間 毎月第 1水曜日 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 当会の趣旨に賛同し、会費を納入していただいた方 

 

 

番号 161 

団体名 遊森民 

活動内容 里山整備、草刈り、歩道整備 

活動場所 駿河区 谷田（有度山北麓県有地） 

活動日 平日昼間、毎月第 2土曜日午前、第 4土曜日午前 

メンバー受入可否 随時募集不定期募集 

メンバー受入要件 特になし（自由参加） 

 



【分野：地域】 
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番号 5 

団体名 NPO 法人 WAC清水さわやかサービス みんなの居場所 わくわく亭 

活動内容 介護予防体操（しぞーかでん伝体操）週 3 日 1 時間半を 5 回 趣味活

動（さしこ手芸・絵手紙）昼食の配食・買い物支援・お話し相手 

活動場所 清水区市内全体 みんなの居場所わくわく亭 

活動日 平日昼間 毎月第 2金曜日 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件  

 

 

 

番号 6 

団体名 NPO 法人 泉の会 

活動内容 誰もが自由に利用出来る居場所として話・卓球・囲碁・こどもの集ま

りなど 

活動場所 清水区 活き生きサロン「寄ってっ亭」 

活動日 平日昼間 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 利用したい方誰でも 

 

 

 

番号 30 

団体名 岡地区 さくら会 

活動内容 ①みすず（就労支援事業所）作業手伝い②おもちゃ図書館（受付・消

毒点検）ハートピア③子育てトーク会お手伝い④S 型デイサービスに

協力 

活動場所 清水区 清水区岡生涯交流館 

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：地域】 
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番号 45 

団体名 清沢クラブ 

活動内容 静岡市の都市的地域と中山間地とのヒト・モノ・カネの交流を促進す

る活動 

活動場所 葵区 会員の事務所 

活動日 平日夜間・土日祝昼間 毎月第 3火曜日 19：00～21：00 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 活動に参加できる方 

 

 

 

番号 103 

団体名 しろくま LaBO 

活動内容 居場所づくり・多世代交流・地域と文化をつなげる活動 

活動場所 駿河区 池田公民館 

活動日 不定期 おもに火曜日の夜 20：00～21：00 

メンバー受入可否 不定期募集 

メンバー受入要件 事前にイベントなどに来て会の趣旨に賛同していること。活動におけ

る適性があること。 

 

 

 

番号 120 

団体名 特定非営利活動法人 清水ネット 

活動内容 居場所 大人（ランチトークゆうぐれカフェ他） 子供（けん玉交流

会、検定会）認知症カフェ・夢のたまて箱（連続講座）パソコン講座・

民設民営のオープンスペース運営（印刷・会議室受入） 

活動場所 清水区 オープンスペース清水ネット 

活動日 平日昼間日水を除く平日夜間 けん玉（第 2・4午後）オレンジカフェ

（月 1回午後）ランチトーク（第 3金昼）ゆうぐれ（第 3土夜） 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 清水ネットの活動主旨に賛同する方はどなたでも 

  



【分野：地域】 
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番号 125 

団体名 図書館ボランティア さくらんぼ 

活動内容 図書館・東西小学校・子育て支援センター・東西こども園・中学校・S

型デイサービスでの絵本の読み聞かせ、語り 

活動場所 清水区 蒲原図書館 

活動日 平日昼間・土日祝昼間 随時 

メンバー受入可否 随時募集 

メンバー受入要件 興味のある方、いつでも、どなたでも 

 

 

 

番号 126 

団体名 栃の会 

活動内容 辻地区社会福祉協議会の活動の手伝い 

活動場所 清水区 辻交流館他 

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  

 



【分野：その他】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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】 
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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 

 

 


