
※登録団体１１９団体の内、情報公開希望の９９団体を掲載しています。
№ 団体名 活動内容

1 アイサポート那須
視覚障がい者の読み書き支援他サポート、読書困難児者・ディスレクシア等
の支援、マルチメディアデイジー（わいわい文庫）の普及活動

2 あじさいグループ
エコキャップ収集、福祉施設（養護施設）に文具・衣類を寄付、フードバンク
等、違反広告物除去

3 いろりの会 黒磯郷土館団体見学への解説・案内、研修会、昔のおもちゃ作り他
4 うすゆき草 オカリナ演奏、施設訪問
5 絵手紙サークル　ぎんもくせいの会 配食サービスのお弁当に添える絵手紙を贈る
6 大塚山中生きがいサロン 生きがいサロン
7 大原間給食サービスひまわり 給食サービス
8 お互いさま広場 老若男女コミュニケーションの場づくり

9 おはなし三度笠　那須塩原支部
慰問活動として、民話・落語・漫談等の話芸、ギター・ハーモニカ等の楽器演
奏と歌唱、歌謡舞踊、ハワイアンダンス等の民舞及び手品、皿回し等、ふま

10 おもちゃ広場　くるりん goodトイといわれているおもちゃの体験

11 オレンジドアにしなす
もの忘れなどの不安を抱える方や認知症と判断されたご本人、その家族が
集う場所です。当事者がつくる「お互いさま」の居場所です。

12 ガールスカウト栃木県第34団 市や地域のイベント等の協力、野外活動、那須街道赤松の植樹等
13 かっこうの会 音訳ボランティア、市内の視覚障害者に市広報他をＣＤにして送付、交流会
14 学校法人アジア学院 アジア学院内の農作業、調理、事務
15 家庭教育オピニオンリーダーたんぽぽ 家庭教育支援・青少年育成他
16 かやの実会 紙芝居の読み聞かせ
17 カラフルBOX 知的・発達障がい疑似体験
18 ギターアンサンブル　ぽこ・あ・ぽこ ギター練習会、音楽会等へ参加、諸施設の慰問、地域のイベント等の協力な

19 北那須ボランティアクラブ
幅広い人材を募り地域に密着した奉仕活動。栃木県赤十字血液センターと
の献血推進活動。三斗小屋宿跡の環境整備活動。

20 きゃんけあ
傾聴ボランティア、子どもと女性への相談支援、支援者への支援、傾聴中心
の心のケア、子どもの支援団体への協力、『けあかふぇ』の開催等

21 くさのみ
視覚障害者の方へ広報、議会だより、社協だより等を音訳してＣＤ化して郵
送する。視覚障害者との交流会など。

22 黒磯図書館ボランティア　クローバー 小・中学校への読み聞かせ
23 黒磯地区更生保護女性会 防犯および啓発活動（防犯グッズ配布、ペットボトルとばし大会、研修など）

24 黒磯地区婦人会
地域貢献活動、美化活動（いきいきふれあいセンター花壇整備）、ウォッシュ
クロス・手縫い雑巾の寄付、日赤奉仕団として炊き出し等

25 黒磯ハモニカ会
市や地域のイベント等の協力、音楽祭への参加、自主コンサート等、老人介
護施設等の訪問演奏

26 黒七通学路除雪隊 通学路除雪、昔あそび指導

27 傾聴ボランティア　グループひまわり
個人宅や施設等で傾聴ボランティア活動をする。定例会等で傾聴について
学習し理解を深める活動。

28 傾聴ボランティアグループ　ラポール 高齢者福祉施設利用者への傾聴

29 げんごろうの会
道路周辺のゴミ拾いを中心に、水生生物調査、違反広告物撤去、花植え等
の環境活動

30 けんぽくシニアの会
超高齢者の下で互助の精神に基づいて以下の事業を行なう。「支え合い」
「助け合い」を促進する事業、会員間交流促進事業、会員間サポート事業

31 こども”夢”くらぶ 子ども学習支援、食事、共に遊ぶ等
32 サポートみらい 学校や地域での福祉体験活動（車いす体験・高齢者疑似体験）をサポートす

33 塩原温泉まちめぐり案内人の会
ＪＲバス塩原温泉バスターミナルでの365日常駐観光案内、観光ツアーガイ
ド、ＪＲバスターミナルの清掃、観光協会等のイベントの協力、研修会

34 塩原小中学校サポーターズクラブ
学校及び学校環境の美化、児童生徒及び教職員が安心安全に学校生活を
送るための助成、学校と地域住民との交流連携、学校の振興に「必要な経

35 塩原のかたりべ 語り部

36 塩原文学研究会
塩原の文学を研究し、それらを生かして文学散歩のガイドをしたり、講話をし
たり、寸劇をしたりしている。

37 四季の会 子育て支援
38 しづくの会 老人施設を訪問し琴の伴奏で歌う
39 JTGY那須 地域清掃、施設の慰問やお手伝い、その他若者の手が必要なところへのお
40 三味線津軽会 高齢者介護施設等への訪問、地域のイベント等への協力
41 手話サークル　つばさ 手話学習、聴覚障害者との交流、聴覚障害者団体の活動支援

42 手話サークル　弥生会
手話習得を目的として、定例会での聴覚障害者（主にろう者）との交流や情
報交換　○○教室や○○交流会等、地域行事への参加

43 食健サロンゑゑ塩梅 子ども食堂

44 シルバー大学校黒磯同窓会
旧黒磯市内に居住しているシルバー大学校卒業生で活動。地域でのイベン
トへの協力、保育園児との交流、会員相互の研修、交流など。

45 新緑町婦人部 老人ホームで喫茶店、納涼祭ボランティア
46 第一南区高齢者見守り隊 自治会内高齢者の見守り（生きがいサロン）
47 第一南区東小学校児童見守り隊 東小学校児童の下校時見守り

48 大正琴　「わすれな草」
大正琴の演奏曲に合わせて、一緒に歌っていただく活動を高齢者施設・病院
にて行っています。

49 ちいきカフェ”円と縁” 自宅での居場所として高齢者が集って楽しんでいる
50 司ボランティア カラオケ機材を持ち込み、歌謡ショーを行っている
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51 点訳サークル　でこぼこ 点字・点訳勉強会　講習会
52 特定非営利活動法人キッズシェルター 子育て支援
53 特定非営利活動法人子育てほっとねっ 集団託児、子ども食堂（みんなのテーブル）、ホームスタート

54
栃木県女性教育推進連絡協議会
那須塩原支部

会員の資質向上を図るための研修、学習、調査研究、交流会（男女共同参
画フォーラム・三市町交流会）の開催。
ボランティア活動（子ども支援）、環境保全（資源ごみ回収）など。

55 とちぎつばさの会　那須塩原支部
男女共同参画社会の実現を目指すことを目的に活動。児童養護施設交流活
動、人権意識啓発のオリジナル紙芝居の制作と披露。

56 中塩原生きがいサロン 生きがいサロン

57
那須塩原市高校生ボランティアグルー
プ

市や地域のイベント等の協力、いじめ防止寸劇の披露、託児ボランティアの
補助、交流会など

58 那須塩原市生活学校 フードドライブ（年2回）　「食を通じて子どもの居場所づくり」
59 那須塩原市レクリエーション協会 レクリエーションの普及、指導、各種レクリエーションの大会の開催等

60 那須塩原市フライングディスク協会
ディスクスポーツ（フリスビー）を活用し、小学生から高齢者、障がい者までい
つでもどこでも楽しめる活動。親子体験活動。市の後援事業のスポーツ大
会、日本一の選手の育成及び世界選手権プレイヤーの育成、出前教室の開

61 那須友の会
衣・食・住・家計・子どものことについて幅広い年代の会員と交流しながら学
び合っている。

62 なすの三線の会
三線による沖縄音楽の演奏（唄と三線演奏）。主な活動は、イベントへの参
加や施設訪問等による演奏活動、楽器練習や初心者への指導など三線の

63 那特学校ボランティアこんぺいとう 学校行事の支援
64 二区町地区社会福祉協議会 社協活動：見守り事業、生きがいサロン事業（毎月第2・第4月曜日）

65 虹っ子童謡合唱団
幼児からおばあちゃん世代までの3世代での合唱活動。イベント、ホールで
の演奏や高齢者福祉施設等での演奏

66 西那須野語りべ炉ばた 子供さんに昔々から口伝えされてきた物語を面白く楽しく伝承してゆきたいで
67 西那須野地区婦人会 市や地域のイベント等協力、支援学校との交流会、烏ヶ森公園等の草取り
68 西那須野ハーモニカ・フレンズ ハーモニカによる演奏で各種施設の訪問
69 日本舞踊　舞の会（藤間流） 日本舞踊のボランティア活動
70 人形劇ピノキオ 人形劇公演及び人形劇製作

71 のびる会
視覚障がい者への音訳活動（主に市広報、議会だより、社協だより、会報
等）とサポート

72 東小学校安全パトロール 東小学校安全パトロール
73 東那須野カラオケ愛好会 カラオケで福祉施設訪問
74 響会 高齢者施設等々の慰問、公民館祭等の演奏
75 BS栃木OB/OGチーム 災害ボランティア及び地域おこしボランティア
76 古町生きがいサロン 公民館清掃、温泉神社清掃、脳トレ

77 ファミリーブラスバンド　マムソウル
子どもも楽しめる演奏で、吹奏楽の楽しさを伝える。訪問演奏で地域みなさ
んとつながる。

78 ファミリーボランティア那須美 ペットボトルキャップ回収活動、緑地公園清掃活動再開　予定
79 ＦＵＮＫＹＴ 行政主催イベントの手伝い

80 風船で遊ぼ！！
バルーンアートの装飾、プレゼント、パフォーマンス、講習会などの他、イベン
ト時などの音響

81 ＦＵＫＵＳＨＩＭＡこころつなぐプロジェクト
ふくしまに心を寄せる教師や研究者、市民が福島の避難者支援をしている幅
広い活動。できる時、やれることをしたいことをする。ゆるい活動。

82 ボーイスカウト那須塩原1団 ボーイスカウト、ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊、ベンチャー隊　各々のスカウ
83 ボランティアグループたま仲同好会 聴覚障害者の方たちとの交流及び地域イベント等の協力

84 ボランティアてのひらの会
栃の実荘内の喫茶ボランティア及び各行事（納涼祭、クリスマス会など）参加
お手伝い

85 マジック愛好会 マジック（手品）の練習、披露、演技
86 まほうのとびら 西那須野図書館で子ども達に読み聞かせを行う
87 三島公民館日本語教室 外国人に対する日本語指導、学習援助
88 みちくさの会 農業体験、花いっぱい運動、もちつき、地域の交流
89 南埼玉地区生きがいサロン 高齢者の居場所づくりを目的とした事業、イベント、講座、交流会など
90 民話いろりの会 地域のイベント等の協力、交流会、老人ホームへ民話の語りボランティア
91 民話の会　りんどう 民話語り
92 むつみ会 民話の唄と三味線の合奏、県北地域の高齢者施設、お祭り、コンクール等で

93 睦木の会
大切な方々へメッセージを伝えたいと、絵手紙を通して実践してきました。こ
の活動を生かして、地域貢献してより多くの人へ絵手紙で輪を広げたいと思

94
メイク・ア・ウィッシュ　オブ　ジャパン
栃木地域会

難病と闘っている子どもたちの夢を叶えるお手伝いをしている国際的なボラ
ンティア団体です。

95 メイプル・オハナ　ウクレレサークル ウクレレの練習、月に1度程度の施設での演奏
96 門前生きがいサロン 交流広場清掃、脳トレ、こども園訪問、ぼたん園、お茶接待

97 よもぎの会
子育てひろばの開設、親学習プログラムの実施、託児ボランティア、公民館
事業等の参加及び協力、自主研修

98 らくらくサポートセンター那須塩原

地域住民同士の支え合い、見守りからちょっとした困りごとをお手伝いする生
活支援ボランティア活動。ボランティアをする人も利用される人も介護予防や
社会参加の実現に向け高齢者の生活不安を少しでも軽減出来るよう努めて
まいります。主に買い物や病院等の付き添いが多いです。

99 和装文化伝承会
市や地域のイベント協力、中学校での家庭科（浴衣着装・和装文化等）の出
前授業など


