
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在 

【 掲載不可 ボランティア団体：10 団体 】 

令和３年度　大村市ボランティアセンター「あいわーく」

ボランティアグループ  一覧

【 ボランティア団体数 77 団体 】【 ＮＰＯ法人数： 4 団体 】



① 特定非営利活動法人 アトリエぽれぽれ 大村市こどもセンター 精神・知的障がいの方と作業や文化活動や軽スポーツ交流等、年に１回コンサートを行う

② （NPO法人)子どもの人権アクション長崎 依頼者の希望による 出前講座等形式で暴力防止、いじめ防止プログラム等を開催

③ (NPO法人)おおむら里山村づくり委員会 徳泉川内（県所有中山間地） 里山村整備による環境の保全、体験農園、イベントの開催

④ (NPO法人)Schoot（スクート） 法人事業所内 不登校の子どもたちの学習・生活支援（フリースクール）

1 あじさいグループ プラットおおむら 布の絵本や布のおもちゃを制作し、作品はボランティアセンターのさくら文庫へ寄贈

2 大村音訳「声の会」 プラットおおむら 視覚障がいの方への情報提供のためのＣＤ制作、交流会や養成講座の開催

3 おおむら桜ライオンズクラブ 大村市内 地域への奉仕活動（清掃、献血運動）や国内外の災害支援活動（寄付等）

4 大村手話サークル プラットおおむら 聴覚障がいの方への手話の情報提供やろうあ協会との交流、レクリエーション活動

5 大村ライオンズクラブ 大村市内 地域への奉仕活動（清掃、献血運動）や国内外の災害支援活動（寄付等）

6 おはなしの部屋
竹松住民センター
依頼がある場所

各施設や団体へ読み聞かせ等の訪問活動やパネルやエプロンシアターの制作

7 おひさま文庫 上小路公民館 地域の文庫活動や憩いの場、おもちゃ広場を開催

8 大村航空基地 海曹会 大村市内 福祉施設や地域のイベント支援活動

9 ききょうグループ プラットおおむら 布の絵本や布のおもちゃを制作し、作品はボランティアセンター「さくら文庫」へ寄贈

10 くすのき文庫 池田第一公民館 地域文庫活動、植松保育園と連携して子育て支援活動

11 鈴田地区社会福祉協議会給食ボランティアグループ 鈴田住民センター 独り暮らしの高齢者へ手作り弁当の配布、食改と料理交流会の開催

12 長崎リハビリテーション学院ボランティアサークル
くれよんインターアクト

市内各施設
長崎リハビリテーション学院

施設や地域のイベントの支援活動
障がい児サークルの運営支援及び発達促進アプローチの援助

13 日本語ボランティア教室 プラットおおむら 日本語を母語としない人たちのための日本語学習支援の教室開催

14 ボランティアグループ野菊会 松原住民センター 高齢者対象の手作り会食会と体操とゲームのサロン活動

15 パソコン普及研究会ITへるぷ プラットおおむら 初級から中級のパソコンの指導活動

団　体　名 主な活動場所 主　な　活　動　内　容



16 福重給食サービス 福重住民センター 独り暮らしの高齢者へ手作り弁当の配布

17 松原給食ボランティアの会
松原住民センター
各地区公民館

独り暮らしの高齢者へ手作り弁当を配布の他、体操やゲームを含めた各地区での会食会を開催

18 三浦社協給食ボランティア 三浦住民センター 独り暮らしの高齢者や障がい者等へ手作り弁当の配布の他、手作り弁当の会食会

19 大村要約筆記さくら
プラットおおむら
依頼がある場所

聴覚障害者へ各種講演会等の情報提供の他、個人の通院や学校のＰＴＡで内容を
要約して文字にして伝える活動

20 シャドーズ シーハットおおむらアリーナ 障がい者の方と一般の方が一緒にスポーツやレクリエーションを通して楽しく交流する活動

21 大村工業高等学校　インターアクト同好会 大村市内 ボランティアセンターに依頼のある施設や団体のイベント支援活動

22 ピアサポートみなと プラットおおむら 障がいのある方とその家族や関心のある方との語り合いや障がいについて考える場の活動

23 岩舟・日向平・本小路地域高齢者独り暮らしを見守る会 岩舟公民館 独り暮らしの高齢者へ手作り会食会と歌や体操等のサロン活動

24 高令者楽習のつどい プラットおおむら 地域高齢者との会食や会話、体操等のサロン活動

25 中地区公民館おはなしの会「ぽかぽか」
中地区公民館
依頼がある場所

施設等への「おはなしの会」や「おはなしのつどい」を開催と創作活動の制作

26 Māla Pua（ マーラ・プア）　　　　
大村市コミュニティセンター
依頼がある場所

福祉施設へフラダンスの訪問活動

27 大村おもちゃ病院 こどもセンター・プラザおおむら
各施設でおもちゃの修理等のおもちゃ病院開設
その他おもちゃドクターの養成、他市のおもちゃ病院の支援

28 九州ガス（株）大村支店 水主町周辺 清掃活動、花苗植栽活動

29 公益社団法人　日本リウマチの会長崎支部 もりまちハートセンター リウマチ患者のための療養医療講演会・相談会・交流会等の開催と機関紙の発行

30 「笑いヨガたかね」倶楽部 公民館、介護施設等 笑いヨガの訪問や講演活動の他、笑いヨガボランティアサポーターの養成、研修

31 ジョブマッチネットワーク長崎 長崎市内を中心に全国
障がい者雇用等相談会・勉強会を開催、人材育成に関する研修会の開催
オンライン・出前・定期講座の開催と「働く」に関する情報発信

32 向陽高等学校インターアクトクラブ
向陽高校
依頼がある場所

清掃活動・使用済み切手収集・ボランティアセンターに依頼のある施設等の
イベント支援活動

33 萱瀬地区給食サービス 萱瀬住民センター 独り暮らし等の高齢者へ手作り弁当を配布

34 大村マンドリンアンサンブルまつぼくり 竹松住民センター、 プラットおおむら 各福祉施設へマンドリンとギター合奏の演奏訪問活動

団　体　名 主な活動場所 主　な　活　動　内　容



35 リコーダーアンサンブルRコティヨン プラットおおむら 各福祉施設や団体へリコーダーの演奏訪問活動

36 久美歌会 大村市内 各福祉施設や団体へ歌謡舞踊の訪問活動

37 WISHフラサークル 中地区公民館　 各福祉施設や団体へフラダンスの訪問活動

38 パソコン'S プラットおおむら 個人へのパソコン指導活動

39 アートワークス大村 古賀島町ロングテーブル店内 障がい児・者の絵画制作等の支援活動や作品展の開催

40 SUMCO TECHXIVユニオン長崎支部 大村市内 各福祉施設や地域のイベント支援活動

41 三城地区社協給食サービスの会 こどもセンター 独り暮らしの高齢者へ弁当の手作りと配布活動

42 シーハットおおむらサポータークラブ シーハットおおむら シーハットおおむらで開催されるイベントのサポート活動

43 新現役の会おおむら 大村市内 働く環境の相談会・情報交換・イベント・講演会の開催

44 大村明社会 森園公園沿岸 森園海岸ガラスの森の沿岸清掃活動

45 サロン・むっど 武留路公民館 地域高齢者対象の健康保持・増進のサロン活動

46 人形劇ゆでぴー 民間運輸倉庫、依頼先会場 人形劇・小道具・大道具・台本・音楽の制作と各福祉施設等への訪問活動

47 おはなし列車 ミライｏｎ図書館 ミライｏｎ図書館での読み語りと絵本や読み聞かせの定例会

48 二胡ユニット　つきあかり 大村市・長崎市 福祉施設や団体等へ二胡の演奏訪問活動他、チャリティコンサート

49 あかんた里山倶楽部 大村市野田町 季節ごとの野菜・米・そば作り体験や自然観察等のイベント

50 菜の花食堂
プラットおおむら１階
こどもセンター

精神障がいの方対象の料理教室を兼ねた食事提供と交流活動

51 オカリナ・フレンズ 福祉施設 福祉施設等へオカリナアンサンブルの演奏訪問活動

52 おはなしくれよん 中地区公民館、保育園等 各施設へ絵本の読み聞かせ、パネルシアター等、絵本のワークショップの訪問活動

53 М・Ｙ・Ｆ・Ｐ 大村市内 市内の清掃活動、防犯活動、福祉施設支援、災害被災地の支援活動

団　体　名 主な活動場所 主　な　活　動　内　容



54 いきいきサロンTAISEI 代表者自宅 認知症予防のためのおはなしの広場、レクレーション、お茶会等のサロン活動

55 大村声友会 長崎医療センターカンファンレス室 声帯摘出後、電磁補声器を用いた発声訓練や交流,親睦の会

56 チェロ・ピアチェーレ 中央公民館音楽室 他 施設等へクラッシックから童謡までチェロアンサンブルの演奏訪問活動

57 警防連　福重っ子見守り隊 福重地区 小学生登校時横断歩道の立哨や青パト活動や交通改善点検等の地域の見守り活動

58 大村小図書ボランティア　みみりん会 大村小 大村小で放送による絵本読み聞かせ、本の修理、学校図書の環境整備活動

59 えほん侍
小学校・ミライｏｎ図書館
依頼がある場所

学校や依頼のあった施設等への絵本の読み聞かせ活動

60 長崎県立大村城南高等学校 大村市内 ボランティアセンターへ依頼のある施設や地域のイベント支援等の活動

61 あじさい会 大村市内 福祉施設へ詩吟・唄・踊り・楽器演奏等の訪問活動とDVDを制作、配布活動

62 健康体操おおむら健康づくりボランティアクラブ プラットおおむら 健康づくりのための介護予防体操やレクリエーションのプログラム提供活動

63 防犯ボランティアグループPRO-ACTIVE SECURITY 全国 防犯及び護身術指導及び防犯セミナーの開催

64 ＨＯＴあんしんおおむら 大村市内 市民を対象とした護身術や防犯のための講座の開催

65 第一生命保険株式会社長崎支社大村オフィス 事務所周辺 事務所周辺道路の清掃活動

66 プリママ通信 大村市内 プリママ通信（子育て支援情報誌）の制作・発行活動と子育て支援活動

67 一般社団法人　ヨカゴト研究所 大村市内 子どものワークショップや野草観察、環境に配慮したエコグッズ作製・販売

68 大村市立松原小学校運営協議会 松原地域 松原小学校の子ども達対象の行事やクラブ活動等の支援活動、登下校時の見守り活動

69 不登校児の家族会　なずな プラットおおむら、花みずき等 不登校児の家族が情報交換や勉強会などの交流活動

70 ひとつなぎ大村 大村市内 いろんな地域をつなげるイベントの企画・運営、その他清掃活動

71 わくワーク 大村市内 ボランティアセンター募集の活動、その他必要企画に応じて活動

72 向陽高等学校　保育科 大村市内 絵本、紙芝居の読み聞かせ活動他、子どもの見守り活動

団　体　名 主な活動場所 主　な　活　動　内　容



73 キキアイ プラットおおむら等
障がいのある方の自立支援やピアカウンセリング中心の人と人とのふれあいの
場づくり活動

74 フリープレイス　然 プラットおおむら等 地域の中に誰もが集える居場所づくりや交流活動

75 和の輪　実行委員会 プラットおおむら等 障がい者の共生社会を作るための地域交流活動やイベント開催等

76 長崎県立大村城南高等学校　人文国際部 県立市立図書館（ミライon） 図書館でのこども達への絵本の読み聞かせ活動

77 ピアサポートプリママ にじいろMarche' 女性のための支援・女性が安心してすごせるサロン活動他

団　体　名 主な活動場所 主　な　活　動　内　容


