
令和3年度
ボランティア
募集情報

社会福祉法人
厚木市社会福祉協議会



目次

•令和３年度 登録ボランティア団体 一覧 P.1

◆高齢関係 P.2

◆障がい児・者関係 P.2

◆福祉施設・公共施設関係 P.2

◆子ども・世代間交流関係 P.2

◆外国人支援 P.2

◆地域福祉・地域づくり・防災 P.3

◆健康づくり P.3

◆演目・技術提供、指導 P.3

◆環境美化・環境保全・自然観察等 P.4

◆当事者団体等 P.4

◆その他 P.4

•令和３年度 ボランティア募集施設 P.5

◆高齢者施設 P.6

◆障がい者施設 P.8

◆児童福祉施設 P.12

◆医療機関 P.14

◆その他（NPO法人など） P.15

※掲載内容は、令和3年７月１日現在のものです。募集状況等は

随時変更されますので、最新情報はHPで確認をお願いします。

厚木市社会福祉協議会 HP



令和３年度
登録ボランティア

団体

※本会登録中の78団体のうち、「情報掲載可」と回答した66団体を掲載しております。



高齢者関係

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

1 傾聴　一期会 ○ 施設入居高齢者等 高齢者施設などでの傾聴実践、定例会

2 傾聴ボランティア　ハートの会 ○ 施設入居高齢者等 市内老人ホーム入居者等への傾聴活動

3 傾聴ボランティアぴあ(ｐｅｅｒ) × 施設入居高齢者等
高齢者施設及び医療施設等に置ける傾聴活動の実践と

普及活動

4 傾聴ボランティア「キクボラ」 ○ 施設入居高齢者等 高齢者施設等での傾聴・慰安活動

障がい児・者関係

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

5 厚木市手話サークル　あゆの会 ○ 市内在住、在勤、在学の方
聴覚障害者協会との合同行事、手話技術習得のための勉強

会、講演会、手話講習会等

6 厚木市点訳赤十字奉仕団 ○ 会員、市民（視覚障がい者）
厚木市の公共刊行物等の点訳や視覚障がい者点字指導、福祉

体験授業の講師、点訳講座（ボランティアの育成）

7 厚木市誘導赤十字奉仕団 ○ 視覚障がい者、児童、生徒、一般
視覚障がい者の誘導、サウンドテーブルテニス介助、誘導

体験学習等

8 厚木障害者ＰＣサポートクラブ ○ 視覚障がい者 視覚障がい者へのパソコン操作のサポート、訪問サポート

9 厚木市録音赤十字奉仕団 〇 視覚障がい者
市・市社協の発行物や書籍、地域の情報などをCDやテープに

音声訳（録音）して視覚障がい者に届ける。

10 あつぎ難聴者手話の会「虹」 ○ 中途失聴者・難聴者等 手話学習会

11 あつぎ文字通訳「道」 ○ 会員、中途失聴・難聴者、市民
要約筆記の普及・啓発活動、講演会及び勉強会、中途難聴・

難聴者との交流

12 音楽療法　ぐるーぷ響 ○ 小・中学生の障がい児
発達の心配のある子どもたち対象に、歌や体操、合奏などを

取り入れた音楽療法活動を行う。

福祉施設・公共施設関係

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

13 厚木おはなし会 ○ 会員、幼児と保護者、市民
中央図書館、学校等でのおはなし会、図書館事業協力、

絵本の会、研修会

14 育の会 ○ 施設入居者 高齢者施設でのシーツ交換、歌を歌う

15 くわの実文庫 ○ 会員、幼児～小学校高学年
おはなし会（絵本の読み聞かせ、素話、紙芝居、パネルシア

ター）、絵本の読み聞かせなどの講座・講習会への参加

16 秋桜会 〇 施設入居者 高齢者施設での喫茶・手芸・行事協力、定例会

子ども・世代間交流

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

17 NPO法人日本わらべうた協会 〇 老若男女 わらべうたの伝承

18 ねこの手 ○ 小、中、高校生 小中高校生の学習支援

19 ひまわり会 ○ 乳幼児を持つ保護者、高校生までのお子様を持つ保護者
定例会、講習会、歩行支援講習会&相談会、行政サービス

講習会

外国人支援

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

20 厚木日本語クラス ○ 厚木市及び近隣自治体に在住、在勤する外国籍市民 日本語学習支援、国際交流、市の事業協力等

21 厚木日本語ボランティアの会 赤とんぼ ○ 外国籍市民
テキストに基づいた初級レベルの日常会話及び読み書きを

受講生のレベルに合わせながら指導する

22 厚木日本語ボランティアの会　さつき ○ 市内在住、在勤外国人 外国籍の人を対象に日常会話を中心に初級の日本語を教える
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地域福祉・地域づくり・防災

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

23 あつぎ災害ボランティアネットワーク ○ 会員、市民 講座、講演、防災意識の普及・啓発、ボランティア育成

24 厚木市赤十字奉仕団 ○ 市民
救急法等の安全講習会普及、献血ＰＲ、イベント等での

救護所運営

25 厚木市福祉教育推進ボランティアあおぞら会○ 小中学生等 高齢者疑似体験・車椅子体験学習講師派遣

26 厚木市民活動ネットワーク ○ 市内団体
市民活動団体等の相互の連携を密にし、市民活動の認識の

向上と市民参加の推進を図るための活動を行う

27 NPO法人あつぎみらい21 会員 地域活性化事業、人材採用と育成支援事業、経営情報の発信

28 小鮎ボランティアの会 ○ 高齢者等 小鮎地区内でのミニデイサービス、老人施設での支援活動等

29 地域ボランティア「依知の会」 ○ ひとり暮らし老人、施設入居者
一人暮らし高齢者の支援、特養ホームでの話し相手、食事の

片付け、リネン交換等、障がい者施設での昼食作り等

30 はあと♡さろん ○ 成人市民
生き甲斐を感じ安心して可能な限り住み慣れた地域で生活で

きる社会を身近なところから築いていく力の輪を広げていく

健康づくり

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

31 厚木市食生活改善推進団体　厚味会 ○ 会員、市民 研修会、料理教室、市・社協行事協力

32 HBCはつらつ厚木 ○ 年齢不問 体操・呼吸を通して心と身体の健康を増進する

演目・技術提供、指導

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

33 厚木おもちゃ病院 ○ 中学生以下の子ども 壊れたおもちゃの無料修理、出張工作教室開催

34 Ａ・Ｃ・Ｙ(あつぎ・クロス・ゆう) ○ 障がい児施設 布の絵本、布の遊具製作

35 厚木市マルチメディアボランティア ○ 市民
初心者パソコン講座開催、パソコンの個人指導、

プラザニュース発行

36 厚木マジック会イベント部 ○ 市民
老人施設、障がい者施設、児童クラブ、子ども会、老人会

行事のマジックショーを企画・出演

37 オカリナたんぽぽ同好会 ○ 老人施設入居者 オカリナ演奏、発表会、イベントに参加等

38 グループひまわり × 施設入居高齢者
高齢者施設などで歌、回想、体操、紙芝居及び人形による

寸劇上演

39 太鼓集団　舞彩駒 ○ 小中学校、保育園、障害者施設、外国人研修生、老人施設等
厚木市内の介護施設のイベントなどで和太鼓の演奏、太鼓

指導、定例練習

40 花扇会 ○ 会員、老人施設入居者、市民 日本舞踊演舞、老人ホーム慰問、市行事の協力

41 ふれあいエコーズ ○ 老人施設の人達
老人施設等の慰問活動。歌を一緒に歌い、より元気に、より

笑顔になり楽しんでいただく活動。
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環境美化・環境保全・自然観察等

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

42 あつぎ環境市民の会 ○ 一般市民
環境保全再生の啓発と推進。ゴミを出さない生活提案と生ご

みたい肥の推進。環境展、環境フォーラム、講演会、映画会

43 あつぎ観光ボランティアガイド協会 ○ 市内外一般
厚木市内歴史探訪ガイド、ハイキングコースのガイド、厚木

市及び市観光協会主催の観光行事の支援、市内セラピ基地案

44 厚木市学生ボランティア団体「ぼくら」 ○ 道路里親、美化活動

45 厚木市森林づくりボランティア協会 ○ 森林
厚木市内の森林の保全及び回復

（下草刈り、間伐、植樹、歩道補修）

46 厚木植物会 ○ 会員・市民 植物調査、観察会、勉強会、講演会、会報の発行

47 かながわフィールドスタッフクラブ ○ 成人男性・女性
自然観察を通して市民が自然に興味を持ち、自然保護ひいて

は環境保全に関心を持ってもらうための活動。

48 グリーンタフ友の会 ○ 一般 自然観察会、自然保護の啓蒙

49 森の里クリーンサークル ○ 森の里全区域
ゴミ拾い（ゴミの無い環境・住みよい街づくり）を通して社

会奉仕の参画と会員相互の交流・親睦を図り、会員の生き甲

当事者団体等

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

50 厚木市自閉症児・者親の会 ○ 会員、一般市民
自閉症啓発活動、余暇活動、定例会を通して情報交換、行政

へ要望書提出、関係団体からの情報収集と参画

51 心臓病の子どもを守る会 ○ 会員 会報誌の発行、療養キャンプ、クリスマス会、交流会

52 精神保健福祉促進会　フレッシュ厚木 ○ 会員、その他
同じ悩みを持つ家族が集まり精神保健福祉に関する知識を深

めるために定例会や講演会を行いニュースを発行。

その他

番号 団体名 会員募集 主な対象 活動内容

53 明るい社会づくり運動厚木市協議会 ○ 会員、市民、PTA会員 清掃奉仕、灯ろう流し、献血運動、募金活動など

54 厚木切手ボランティアの会 ○ 使用済み切手の収集、換金し社協の慈善銀行に寄付

55 あつぎ・九条の会 ○ 会員、市民
戦争放棄の第９条を中心とした日本国憲法を守り活かす活動

ニュースの発行、学習会。講演会等

56 厚木市依知憲法9条の会 ○ 会員、一般市民 憲法9条に関する広報、宣伝、映画会・講演会の実施

57 厚木市九条の会ネットワーク ○ 会員、一般市民
映画会等イベントの企画、市内10の九条の会の交流と連携、

毎月9日に駅頭で憲法の宣伝

58 厚木市民九条の会 ○ 市民
平和・人権及び憲法の学習・啓発、平和・人権に関わる資料

施設等の見学

59 NPO法人ＷＥ２１ジャパン厚木 ○ 市民、アジア各地域住民 資源のリユース等推進、アジアの女性の生活向上支援ほか

60 厚木ユネスコ協会 ○
総会、施設見学、ユネスコサマースクール、相模川クリーン

キャンペーン、ユネスコ際、スタディツアー等

61
厚木ユネスコ協会

青少年ボランティアグループ
○ 国際平和、国際交流、研修、講習会への参加

62 ＭＯＡ美術館厚木児童作品展 ○ 会員、ボランティア 厚木児童作品展開催、福祉施設等への巡回展示

63
NPO法人日本ティーボール協会

神奈川県連盟
○ 小学生、障がい者、成人 ティーボールの普及・指導、大会・講習会開催

64
ＰＶ－Ｎｅｔ（太陽光発電ネット）

県央連絡会
○ 太陽光発電に関心のある者

太陽光発電の維持管理、意見交換・地球温暖化防止イベント

に参加

65 NPO法人野生動物救護の会 ○ 特になし
野生動物の保護及び救護に関わる活動を通じて、自然環境と

生物多様性の保護に貢献することを目的とする

66 NPO法人ワンサイドリバー ○ 施設、個人宅 アニマルセラピー。動物の保護、育成、訓練及び人材育成等
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令和3年度
ボランティア募集

施設

※新型コロナウイルスの影響により、募集状況等が変わることがありますので

詳細については各施設に直接お問合せください。
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本冊子に関するお問合せについて

社会福祉法人

厚木市社会福祉協議会 ボランティアセンター

厚木市中町１－４－１ 保健福祉センター４階

℡ 046-225-2789 FAX 046-222-7440

メール v-center@shakyo-atsugi-kanagawa.jp

（平日8：30～17：15 土日祝を除く）

mailto:v-center@shakyo-atsugi-kanagawa.jp

