
 
Ｎｏ グループ名 活動内容 

1 13年すみれ会 福祉体育館毎月第 1水曜に健康体操、認知症予防などの体操を行う 

2 ＪＡあいち尾東たすけあいけやきの会 地域の助け合いとふれあいの輪を広め、地域食材を使って安全安心な食の提供に寄与 

3 ＮＰＯ法人創Ｓｅｅｄｓ まちづくり活動を行う市民活動団体や市民に対して､その活動支援に関する事業を行う 

4 ＮＴＴ豊明いづみの会 メイツで毎週火・木曜日の午前中､重障者の散歩の介助と作業の手伝いや各種行事参加 

5 アンサンブル・カノン ピアノ・バイオリン・チェロ・クラリネット・カホンなどの楽器による演奏会を行う 

6 生き生きライフとよあけ 豊明の歴史(史跡)を再発堀、活性化していき、史跡観光まちづくり 

7 一般社団法人  日本親子応援団 こどもの未来応援講座を中心に子育てママ､パパ向け講座を開催 

8 いつみ会 地域の活性化として健康体操を実施。タオル体操・ひまわり体操ＮＯＳＳ等を行っている 

9 
いのちをはぐくみ平和をねがう合唱団 

「ほっと・夜明け」 
この合唱団は親子で楽しく歌い地域へ歌声を広め､合唱相互の親睦を図る 

10 インターフェイス 視覚障碍者のパソコン操作の勉強会､訪問によるサポート等 

11 歌声の集い・豊明 参加者全員で歌う集いを開催。お菓子などをいただきながら､楽しい交流の場を提供 

12 オカリナグループ ハミングバード 地域サロン､児童館や老人施設等でオカリナ演奏をし､交流を図る 

13 桶狭間区福祉委員会 桶狭間区内の高齢者見守り・生活支援・学童下校時見守り活動等を行っている 

14 おはなしぽん 図書館や子育て支援センター等に乳幼児を対象とした絵本の楽しさ良さを伝える 

15 音訳ボランティア「草笛の会」 広報や市議会だより等刊行物を音訳録音して､ＣＤ又はテープにダビングをし発送する 

16 ガールスカウト愛知県第８５団 日常生活､活動において責任ある行動が出来る様に一人ひとりが可能性を伸ばす 

17 拡大写本豊明 弱視児(者)から依頼の教科書・副読本等を読みやすく拡大し印刷・製本する 

18 グループ ガブ 図書館､児童館などで「おはなし会」を開催し､子どもたちに絵本の楽しさを伝える 

19 傾聴ボランティア「とよあけ」 話し相手を希望する福祉施設等に伺い､会場の場を作り傾聴する事により､心のケアをする 

20 健康体操いつみ会 
地域の活性化として健康体操をタオルを使って実施。ひまわり体操､ＮＯＳＳ体操を行ってい

る 

21 健康マージャン「集い」 健康マージャンを通じて閉じこもり予防や認知症予防をし､身体の健康づくりを図る 

22 子育て応援団 in Toyoake 毎月第３月曜日に乳幼児を持つ親子が楽しく集いながら仲間づくりすることを支援する 

23 子育て支援ねっと ひまわりっこ 幼児・小学生向けセルフディフェンス講座。福祉実践教室で高齢者模擬体験をしている 

24 コロボックル 絵本を通して挿絵や物語の楽しさを伝えるため学校や図書館で読み聞かせをしている 

25 
坂部生活支援ボランティア(お助け隊・見守

り隊) 

坂部区のお助け隊見守り隊の会員により､お世話の必要な家庭を支援し､暮らしやすい地域に

する 

26 坂部ふれあいサロン ６５歳以上の方を対象に交流やレクリエーションを行い､引きこもりを防ぎ健康増進を図る 

27 桜ヶ丘安全パトロール隊 区内全域の安全で安心な地域社会の実現 

28 椎池公園整備委員会 椎池公園のグランド周辺、遊園地入口の花壇の花の植付け、公園全体の清掃等の美化活動 

29 自主保育 まんまる 乳幼児をもつ親子が協力し､外遊びやイベント企画を楽しみながら子育てを行う 

30 市民地震学会 地震防災に関する勉強会､地震前兆現象の検証､自然保全活動を防災の一助として行う 

31 手話サークル ドリーム 耳の聞こえない方々の言語である手話の学習。会員同士の交流・支援・促進の場 

32 手話サークル ロード 聴覚障害者コミュニケーション手段の一つである手話の学習を通して互いの理解を深める 

33 女声コーラス「茜」 老人福祉施設等で合唱を披露したり､皆さんと共に楽しく歌って過ごす 

34 女性防火クラブ やかた 防火 防災 救命講習等の活動を行っている 



Ｎｏ グループ名 活動内容 

35 杉の子会 老人福祉施設へ歌(ナツメロ)童話手品等で訪問している 

36 ストレッチ男塾 高齢者男子の健康維持のため､ストレッチを中心に体操や筋トレを共に楽しみながら行う 

37 点晴会 点字による情報提供(含・教材書籍)。点字分の解読指導。福祉教育への賛助等 

38 特定非営利活動法人 さわやかとよあけ 高齢者・障害者等への協力会員による支援活動。家事・送迎・身辺外出介護・託児等 

39 豊明囲碁クラブ デイサービス等へ囲碁の相手に伺っている 

40 豊明英語読書クラブ 英語の本を読むことを通して､英語や諸外国の文化に親しむ。施設での朗読会を計画中 

41 とよあけ応急手当普及ボランティアの会 講習・講座・防災訓練・イベント等における応急手当や搬送法等救急法の指導や普及活動 

42 とよあけ桶狭間ガイドボランティア 豊明の歴史文化の存在を全国に知らしめ､活性化に寄与する 

43 豊明桶狭間太鼓 太鼓を通して､老人ホーム施設など訪問活動を行い､又青少年の健全育成を図る 

44 豊明おもちゃの会 乳幼児への遊び場提供とその見守り。及びおもちゃの貸し出し 

45 豊明おもちゃ病院の会 地域の子どもに対して､おもちゃの修理を行い､物を大切にする心を醸成する 

46 豊明おやこ劇場 子どもたちと演劇をみたり､「やってみたい」を実現できるように活動します 

47 豊明おやじのたまり場 市内在住・在勤の男女が､地域社会参加を目指して､自由に語り合い､交流する 

48 豊明回想法クラブ 認知症を無理なく予防し､自殺や孤独死を防ぎ､健康で元気な高齢者集団を育成する 

49 豊明ギタークラブ ギター合奏による福祉演奏等を行い､奉仕活動を通じて地域社会の活性化に寄与する 

50 とよあけ健康づくりの会 会員相互に協力し､明るく､より良いスポーツ交流を行い市民の健康づくりに協力する 

51 とよあけ災害ボランティアネットワーク 災害ボランティアコーディネーターの養成､防災への地域啓発や地域・行政等との連絡 

52 豊明市更生保護女性会 青少年の健全育成・更生保護事業に協力し明るい社会を作るための活動・子育て支援活動 

53 豊明市国際交流協会 日本語教室・語学教室・スポーツ交流・ホームステイ等を通じ国際理解を深め交流を図る 

54 豊明市ももの会 児童館､高齢者施設にひな人形を届ける 

55 豊明尺八同好会 尺八を通して､会員相互のレベルアップを計りながら､各施設の訪問演奏等に寄与する 

56 豊明食生活改善推進員グループ 健康づくりのため､望ましい食生活に関する指導と調理実習を行う 

57 豊明書友会 外国人､高齢者を中心に書道(お習字)に親しんでもらうよう指導する活動を行っています 

58 とよあけ生活学校 
よりよい消費生活を求めて調査学習し日常生活を取り巻く環境の改善と保全・資源問題を取

り込む 

59 豊明太鼓 双峰会 豊明市内外各種行事､各地域の祭り､盆踊り､記念行事などの出演依頼におこたえします 

60 豊明陶芸クラブ 陶芸を通してボランティア活動と文化活動をする 

61 豊明二村山自然観察会 野鳥や植物に親しみ､二村山などの観察を通して自然を知り､生物の多様性を学ぶ 

62 豊明ボランティア 華の会 老人施設を訪問して三味線詩舞フラダンス・カラオケ等を行い皆様に楽しんで頂く 

63 豊明ボランティアひまわり会 老人施設に毎週木曜日に訪問歌､踊り､手品(第２水曜日カラット)を楽しみ､一緒に歌う 

64 豊明和踊会 老人施設に毎月４カ所ほど訪問し､踊りや誕生日会等で楽しんでもらっています 

65 豊明を明るくする会 明るく優しく温かい家庭・社会づくりを市民運動として展開しています 

66 なかよし子ども食堂 
子供や子育て中の家庭を支援するため､食事の提供や子供が安心して過ごせる居場所づくりを

行う 

67 農業お助け隊「猫の手」 個人の農作業のお助けや農業塾の運営支援､農業塾の運営を行う 

68 パステル 生きづらさを抱える子どもの子育てｻﾎﾟｰﾄをする親の会 

69 パソコン筆記グループ「筆記∞(エイト)隊」 きこえの不自由な方やきこえにくい方等へのパソコンを使用した情報保障 



Ｎｏ グループ名 活動内容 

70 鉢の木会豊明本部 盆栽と山野草栽培教室を毎月行い､盆栽展と見学会を年数回､参加費無料で行っています 

71 ハッピーママ 子育て中のお母さまへ､先輩ママとしてアドバイスや親子交流を活動としてやっています 

72 ひいらぎ会 布の手作りおもちゃを創作し障害者児・高齢者の心身の健全な育成に役立てる 

73 ひまわり子ども食堂 三崎小学校区と豊明中学校区にて子ども食堂を通じて地域のコミュニティアづくりをする 

74 藤田医科大学医学部ボランティア 医療・教育・環境など全ての社会問題を対象にボランティア活動しています 

75 富士の会 ベルマーク､古切手等の収集整理して､福祉施設に備品等を寄贈して福祉の向上を計る 

76 二村山豊かな里山づくりの会 市内に残る自然の緑地二村山を生物多様性に富む里山とするため､保全整備を実施する 

77 フラサークル マハロ 老人・障がい者施設に訪問し､昔懐かしい曲を含め一緒にフラダンスを楽しんでいます 

78 フラ女子会 ハイビスカス イベントや老人保健施設等でフラダンスを披露し､楽しんでいただけるよう活動しています 

79 フラダンス・プルメリア フラの踊りや音楽に癒させて､皆さんが笑顔になれるように一緒に歌ったり踊ったりします 

80 フラワーシテイ大久伝 大久伝地区内公園等に年 2回花を植え環境美化を図ると共に､会員相互の親睦を図る 

81 フラワーデザインの会 福祉施設等で、多種なフラワーをデザインして、製作始動、生きがいづくりを提供する 

82 ふれあいサロン あおい会 独居老人を対象としてふれあいサロン事業で､交流会食アトラクション等を行う 

83 ふれあいサロン 梅の会 豊明第一地区梅の会は第４火曜日に､茶話会・会話アトラクションを楽しんでもらってます 

84 ふれあいサロン コスモス会 独居老人さんとのふれあいの場。アトラクションで楽しい時を過ごし情報交換等お話しする 

85 ふれあいサロン さくら会 独居高齢者の方達と会食・アトラクションを共に楽しみふれあう場 

86 ふれあいサロン すみれ会 ひとり住まいの方に楽しくひとときを過ごす為に講話やアトラクション等運営しています 

87 ふれあいサロン ひまわり会 ６５歳以上の独居老人の方と共に出前講座等を活用し交流を深め和気あいあいのサロン会 

88 フロイデン・コーワ豊明 合唱の練習、病院など福祉施設を訪問し、合唱を披露している 

89 ボーイスカウト豊明第１団 「一人前になろう！」をスローガンに小学生から大学生の育成活動を行っている 

90 ポップコーン 障害児､者が家族や支援者と共に人形劇に取り組み､学校休日や余暇を豊かに過ごす 

91 ボランタリオ・フジタ 藤田医科大学病院ボランティアと生徒の学習支援活動､他依頼に応じた活動 

92 みかんの会 地域の人や高齢者の方々と体操や筋トレ・脳トレを楽しみながら健康づくりをしている 

93 ミキさくらんぼ 高齢者の方たちの交流を通し､歌やおしゃべり､ゲーム､手芸をして楽しく過ごしている 

94 ムジカの会 老人会や施設を随時訪問し､演奏したり皆さんとストレッチ､手遊び､歌をうたったりする 

95 館なかよし会 地域の７０歳以上高齢者と館保育園と唄ったり物作りまた健康体操などの楽しみ会を実施 

96 横笛なでしこ会 邦楽楽器の横笛を習い､施設等を訪問し演奏します。文化祭にも参加します 

97 読み聞かせボランティア らぶっくす 市内小学校の放課時間などに､子どもたちへ絵本の読み聞かせを行っている 

98 レクリエーション指導部「オオタカ」 地域サロン､老人クラブ等で､レクリエーションゲーム及びウォーキングを楽しんでいる 

 

 


