
外来患者さんのお手伝い ○活動内容

　再来受付機の案内、車イス補助 院内の案内

小児科外来での読み聞かせ 本の読み聞かせ（小児）

小児科病棟　壁面飾り 材料つくり

入院患者さん用イベント食のしおり、 傾聴（患者様の話相手）

飾り付け

日赤病院内 外来、病棟、ボランティア室 長岡市内を中心

月曜～金曜 月～金病院営業日 「まちだ園」「あけぼの園」ともに春・秋

各1回　午前中

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 1,000円 年会費 4,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり 県職員のみ加入可。（県職員ＯＢ会）

利用者様とのコミュニケーション。

人とのＷＡ

○活動内容 救急法短期講習会

①利用者様のお茶出し 7月　研修会　豊田ｺﾐｾﾝ 来館者への展示資料などの案内

②タオルたたみ 炊き出し 展示資料の整理

③その他、手伝い 6月　健康まつり　赤十字病院 自主事業の企画運営

④理髪 9月　すこやかともしびまつり　アオーレ長岡 館内や学校などでの空襲体験のお話

⑤1か月に15日以上活動 10月　えんえんマーケット　防災公園

アネックス、こぶし園 上記のとおり 長岡戦災資料館内、学校等

月～土　1日5時間 上記のとおり 主に施設の開館中

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

赤十字の博愛人道の精神に基づき明
るく住みよい社会を築き上げていくため
に地域に密着した奉仕活動を行うこと。

長岡空襲を風化させずに次代に語り継
いでいくため、長岡戦災資料館の運営
に協力する。

○活動内容

○活動内容

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

上
カミ

除
ノゾキ

グループ
長岡市
ナガオカシ

赤十字
セキジュウジ

奉仕
ホウシ

団
ダン

長岡
ナガオカ

分団
ブンダン

長岡
ナガオカ

戦災
センサイ

資料
シリョウ

館
カン

運営
ウンエイ

ボランティア会
カイ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

8：30～16:00のうち2～3時間

(長岡）施設等 (長岡）施設等 (長岡）施設等

○活動内容

「あけぼの学園」　チューリップの球根・用土・
プランターを持ち込み、学園生徒、職員と共
に植栽取り入れ等を実施

「まちだ園」　花壇の植え付け（花苗・球根）除
草、片づけなど他のボランティアグループと
共に実施

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

ボランティアの方々の活動により、患者
さんに安らぎと活力を感じていただく。

長岡中央綜合病院の理念である「良質で心
温まる医療を提供する」ことの一環として行い
ボランティア活動を通じて患者様に安らぎや
ゆとりを感じていただき感動と喜びを共有す
る。病院の活性化につながり、ひらかれた明
るい病院つくりを行う。

新潟県退職職員等の知識、経験を活用する
ことにより県政の推進に協力するための業
務、奉仕活動を行うとともに高齢者の生きが
いの充実、社会参加の希望充足、福利の増
進を図り活力のある地域社会づくりに寄与す
ること。

○活動内容

(長岡）施設等 (長岡）施設等 (長岡）施設等
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おむつ、タオルたたみ

山古志なごみ苑 特別養護老人ホーム　まちだ園 長岡市社会福祉センター

月２回（前半・後半） 毎週火・木　午前中 毎週水曜　13：30～15：30

ＡＭとＰＭ

入会金 なし 年会費
交通費
1回150円 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 1,500円

可 なし あり

○活動内容

公文書、広報、図書等の点訳

会員の技能向上のための研修会 「トピック悠久」の制作（新聞記事より）

・講演会の開催 「文芸えちご」の制作（新聞記事より）

・手話通訳派遣事業に協力

・関連行事に参加・協力

・小、中学生へ手話指導 「長岡新聞」の音訳、郵送

長岡市社会福祉センター

長岡市社会福祉センター 各自宅や長岡市社会福祉センター

第2、第4火曜　13：30～16：00

毎週火曜　10：00～12：00 全体勉強会　毎月第3火曜　

　　　 13：00～15：30

入会金 なし 年会費 1,500円 入会金 なし 年会費 1,500円 入会金 なし 年会費 1,500円

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動場所

○活動場所 ○活動場所

○活動日、時間

○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容

・例会や交流会にて手話の学習やろう者との
交流

録音図書の制作（新潟県点字図書館所属）

「声の市政だより」（長岡市からの委託、音声
ダビング、郵送作業）

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

聴覚障害者の福祉増進と会員相互の
親睦を図ることを目的とする。

点訳を通して視覚障害者への情報提供
を行う。

視覚障害者への情報提供、音声訳ボラ
ンティア事業の推進及び会員相互の親
睦を図る。

(長岡）技術 (長岡）技術 (長岡）技術
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○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

中越地震以後、ユニベールボランティア
新潟として設立。被災者のこころのケア
から仮設住宅を訪問、友愛訪問も心が
ける。現在は山古志なごみ苑で高齢者
の方々とデイサービスで交流。

グループみんなが元気をもらっている。 手話技術の研究およびろう者の福祉増
進と会員相互の親睦。

○活動内容 ○活動内容

○活動内容 手話技術の研修、普及活動やろう者の
福祉増進を目的として、共に学び交流。
依頼があれば小、中学校などに手話指
導に行き「手話」や「聴覚障害、者の理
解」を伝える。

午前　　入浴時①お話②お茶出し、手
伝い③ドライヤー手伝い④シーツ及び
ベッド設定手伝い⑤手作り等手伝い
午後　　①お話相手②体操に参加③お
茶出し手伝い④歌に参加

ゆきつばき・ボランティア さわらび会
カイ

長岡市
ナガオカシ

手話
シュワ

サークル

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

(長岡）施設等 (長岡）施設等 (長岡）技術



「あなたの耳になります」

８か所（年１５回）の慰問

○活動場所

長岡市社会福祉協議会 コモリオアシスホール

毎月原則として第1水曜、第３日曜の2回 　（２月から１２月）

10：00～12：00 ・８か所年１５回（日曜、祝日）

入会金 なし 年会費 2,000円 入会金 2,000円 年会費 8,000円 入会金 2,000円 年会費 2,000円

有 練習会場に来られる方

デイサービスセンター　5か所で活動 市内

午後2：00～4：00 主に土、日　1～2時間 休日

最近平日もやっている

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 参加費 入会金 なし 年会費 2000円 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし なし

○活動場所

○活動場所 高齢者センター、施設、敬老会、お祭り、各イベ
ント

○活動場所

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

皆さんが歌える曲又四季にあわせた曲
10曲を歌詞を作り持っていき、皆さんか
ら詩を見ながら演奏に合わせて歌って
もらう。アンコールがあれば演奏する。

軽演劇、股旅演舞、新舞踊、ワンワン
ショー（犬の芸）、民謡
児童館にて子どもたちに擬音の出し方
（作り方）の指導、着ぐるみを着てやって
見せ、子どもたちにも体験してもらう。

老人ホーム慰問
和楽器による演奏等

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

大正琴の演奏。 私達の演芸を通し高齢者から子どもまで元
気になっていただき、自分達も楽しむ。「人の
為、何かしてその人の喜ぶ姿を見て、最後に
自分が喜べば良い」をモットーに活動。

和。

(長岡）文化・芸能 (長岡）文化・芸能 (長岡）文化・芸能

すずらんの会
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股旅
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あい好
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会
カイ

竹
チク

風
フウ

会
カイ

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

定例会は月2回 練習―宮内中央公民館（町内） ○活動場所

○活動日、時間

○活動日、時間 ・練習日　月３回（水）午後6：00～9：00 ○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

市、福祉課からの要請により派遣して
いる。
市のイベントで多数の聴衆がいる場
合、パソコンが主体であるが、派遣して
いる。
町内会での敬老会行事。
県中失、難聴者協会からの依頼。

１　青年後見制度・介護保険の研修
２　福祉施設、団体へのボランティア活動
①県内、市内の高齢者施設、障害者施設等
へのボランティア活動（手品、歌、演奏、民
謡、寸劇、健康体操、ダンス、語り部等）
②県外へのボランティア活動（仙台、会津、
草津の老人施設）
③福祉会への協力（食事後のお楽しみ活動）
３　会員間の仲間活動（ハイキング、新年会、
忘年会）

カラオケ機器、スピーカーを車に積み、
安全運転で各施設に慰問。現在３８０回
以上の訪問をしている。又、身体・知的
障害者施設の慰問では入居者６～７名
位の方が出演している。

○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

聴覚障害者（難聴者、中途失聴者）に情報、
話されたことを要約して文字に書き示すこと
によりサポートすることを目的としている。

練習会場を借り懐メロ、新曲なども唄
い、特別養護老人ホーム・身体、知的
障害者施設を訪問・慰問している。

社会福祉の研修を通し主にボランティ
ア活動を中心に福祉活動を行う。
会員相互の親睦を図るためのいきいき
活動。

(長岡）技術 (長岡）文化・芸能 (長岡）文化・芸能
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・うたは懐メロを中心に歌う

・演歌にあわせて新舞踊を踊る

・かつぼ園　　 ・ハートフルケア美沢

・なごみ苑 ・けさじろセンター

病院、施設、保育園、コミュニティセンター等 新潟県立近代美術館内　他

月2回　14：00～14：50

練習　（歌）毎週金曜15：30～宮内地域 不定期

　　　　（踊り）相談に応じる

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 月会費 2000円 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 友の会1000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり なし 友の会を募集

○活動の目的

自分自身の為もあり、活動。

○活動内容

クラシックギターの演奏

宮内コミュニティセンター分館 主にデイサービス

○活動日、時間 ○活動日、時間

毎週水曜　18：30～21：30 平日の15：00頃には終了 土曜、日曜

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 年会費 入会金 年会費

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり なし なし

○活動日、時間

各地の民謡、県内民謡を主に民謡を歌
うことの好きな仲間が地方（鳴物三味、
尺八、太鼓）付きで練習し各地のコン
クール（長岡甚句大会等）に個人で参
加。要請があると他の民謡の踊りの団
体と組んで、デイサービスや老人会の
催しに単発的に参加している。

楽器演奏（オカリナ、コカリナ、ウクレ
レ、フルート）南京玉すだれ、マジック

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的

民謡好き、特に宮内地区の仲間が伴奏
したり、歌ったりして楽しむ。

今まで何十年もクラシックギターをして
きており、皆さんに聴いていただき楽し
んでもらう。

○活動内容 ○活動内容

(長岡）文化・芸能 (長岡）文化・芸能 (長岡）文化・芸能

民謡
ミンヨウ

　永和
エイワ

会
カイ

鳩
ハト

の会
カイ

フォーシーズンプレゼンツ

○活動場所 ○活動場所

○活動日、時間

○活動日、時間 ○活動日、時間

2か月ごとに活動計画（日時、内容）を
設定し全会員に郵送にて告知

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

お笑い付き会場参加型コンサート
（ご要望にできる限りお答えします）
大正琴・キーボード・アコーディオン・ミュー
ジックベル・鍵盤ハーモニカ・小物楽器・ス
ピーカー等持参

・美術館と共催でイベントの企画・運営
・美術館事業（ワークショップ・美術館賞講座・
映画鑑賞会）の補助
・企画展ポスター・チラシ発送作業
・コレクション展示室における研修及びギャラ
リートーク
・所蔵作品カードやデータの整理

・施設の方々と一緒に歌ったり、イスのままで
きる踊りを楽しむ

○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

歌と踊りを披露することでお互いに生き
がいや健康づくりをして楽しい毎日を送
る。

「地域や施設等の皆様に「音楽の楽し
さ」「音楽による癒し」「音楽に参加する
喜び」を提供する。

たのしみながら学び、交流、協働し美術
館に活力を与える。

(長岡）文化・芸能 (長岡）文化・芸能 (長岡）文化・芸能
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児童養護施設　双葉寮 刈羽村油田・越後丘陵公園

2か月に1回（年6回） 予定表による

20：00位～おわるまで

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 無 年会費 2000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし あり あり

中央図書館　おはなしのへや 坂之上ｺﾐｭｾﾝ（例会日）　　　指定された場所

毎週水曜　15：30～16：00 例会日　毎月第3月曜　10：00～12：00

毎週金曜　10：00～11：00 活動日　依頼があった時間に指定された場所で

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 1200円 入会金 なし 年会費 2000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

○活動場所 社会福祉センター、子育ての駅千秋　てくてく ○活動場所

○活動日、時間

○活動日、時間 定期開院　社会福祉センター
　　　　　　　第3土曜10：00～15：00
　　　　　　　てくてく（子育ての駅千秋）
　　　　　　　第2金曜10：00～12：00

○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

赤ちゃんから小学校低学年くらいまで
の子どもを対象にした、えほんや紙芝
居の読み聞かせ。

１　定期開院　壊れたおもちゃの修理、返
却、場合によっては相談に応ずるなど
２　出張開院　イベント等に参加して修理を
行う
３　ＰＲ活動　イベント等に参加しＰＲを行う

依頼された場所で指定された所で保育をする

例会日
保育について話しあう
良かった！といってもらえるように工夫し研究
を重ね信頼されるサークルを目指している。

○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

子ども達にえほんの楽しさを知ってもら
う。
図書館に親しんでもらう。

・会員相互の生きがいづくり（修理技術
の向上と会員の親睦）
・物を大切にする心を持ってもらう（活動
の結果、主に子ども達に）

子育て中でも勉強したり、社会参加した
りと思っている両親たちを応援したいと
いう気持ちでこの会を発足した。預けら
れる子ども、預ける親にとっても良かっ
た！と言ってもらえるよう工夫し、信頼さ
れるように。

（長岡）こども （長岡）こども （長岡）こども

おはなしくるりんぱ 長岡
ナガオカ

おもちゃ病院
ビョウイン

保育
ホイク

サークルたんたん

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

現在活動中止中 ○活動内容 ・古民家の保持、管理、運営
・子どもたちの健全育成のための活動
・そば打ち、もちつき、かまどごはんなど
の昔ながらの食文化活動

児童養護施設・双葉寮の子どもたちの
カット（調髪）シェーブ（顔そり）を無料に
て行っている

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

ハンドベル演奏を通じての親睦と発表
により聞いていただく方々に喜んでもら
いたい。

定期的にカット・顔そりを行うことによ
り、子どもたちが清潔感のある日常生
活を送り笑顔でいられるようにする。

古民家の管理運営。
子どもたちの為の体験学習。

○活動内容 ○活動内容

（長岡）文化・芸能 （長岡）こども （長岡）こども

ベル・フラワーズ 双葉
フタバ

奉仕会
ホウシカイ 子

コ

どもたちのための

古民家
コミンカ

再生
サイセイ

委員会
イインカイ



宮内コミセン分館、宮内児童館、宮内小学校

月曜　15：30～17：00 中央公民館だが、移転後はさいわいプラザへ

（自由あそび、将棋、オセロ）

土曜　10：00～11：30 毎月第3土曜14：00～16：00 6月上旬から11月上旬の毎週土曜日

（料理、お茶、お花、ドライフラワー、工作） ９：00～12：00　　平成25年は6/8から

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 材料費の徴収 入会金 なし 年会費 2000円 入会金 なし なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし あり なし

○活動内容 ○活動内容

○活動内容

長岡市健康センターほか　8か所 中央図書館　おはなしのへや

○活動日、時間

生後５～7か月児対象の赤ちゃん相談会時 火～金　　9：00～18：00

土　　　　　9：00～15：00　　（日、祝は休み）

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし　 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費
正　5000円
賛助　3000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

地域活動支援センター　ピュアはーと

○活動日、時間 ○活動日、時間

毎週火曜　10：30～11：00
毎週木曜　10：30～11：00
毎週土曜　14：30～15：00

○年会費等

○会員募集の有無

赤ちゃんと相談の時に赤ちゃんと保護者の
方々に絵本の読み聞かせを行い絵本のプレ
ゼントをしています。「子育てを応援していま
すよ」というメッセージとともに、赤ちゃんと絵
本の楽しさを共有する楽しさ、喜びを伝えま
す。

赤ちゃんから小学校低学年くらいまでの子ど
もを対象にした、絵本や紙芝居の読み聞か
せ。 日中支援ー利用される方の安心と生活リズ

ムを大切に委託作業やさをり織、アート、調
理活動。
放課後支援ー人と遊びを通じ関わり豊かな
時間を大切にしています。
土曜は調理教室、アート教室、ソーメン流しも
ちつき、丘陵公園販売活動や本人主体のレ
クリエーションをする中で人とのマナーや興
味の幅を広げている。

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

赤ちゃんと保護者が絵本をとおして楽し
い時間を分かち合うことを応援していま
す。

子ども達に絵本の楽しさをしってもらう。
図書館に親しんでもらう。

発達障がい児、者およびその他の障が
い児・者とその家族、関係者及び地域
社会に対して正しい知識の啓発、幸せ
な社会生活の場の提供。

○年会費等

○会員募集の有無

（長岡）こども （長岡）こども （長岡）こども

ブックスタート　ボランティア おはなしボランティア
特定
トクテイ

非営利
ヒエイリ

活動
カツドウ

法人
ホウジン

ピュアはーと

○活動日、時間 ○活動場所 ○活動場所

千手小学校図書館

○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容 ・図書の貸し出し
・図書室の管理
・本や紙芝居の読み聞かせ
・各種イベントの開催（カードづくり、絵
手紙等）

自由あそび（ボール遊び、縄跳び、卓球、バト
ミントン等）
将棋・オセロ・料理・お花・お茶・ドライフラ
ワー・工作

１　毎月の例会
　　子どもの状況を伝えあい、気づきの場に
する
２　会報の発行
　　例会の様子や全国各地にある不登校親
の会の情報を伝える
３　学習
　　不登校問題に関心のある市民の方とも一
緒に学習会、講演会を行う

○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な
活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参
画を得て、子どもたちが地域社会の中で、心
豊かでいきいきと過ごすことができるようにす
る。そのため、勉強やスポーツ、文化活動、
地域住民との交流活動等の取り組みを実施
する。

子どもの不登校や引きこもりで悩んでい
る親の方が一人ぼっちで抱え込まない
ように、情報交換をして支え合う。子ど
もが動き出すように信じて、任せて、親
が学びながら待てるようにする。

地域ぐるみで読書をとおして、子どもの
豊かな心の育成に取り組む。

○活動内容

（長岡）こども （長岡）こども （長岡）こども

宮内
ミヤウチ

小学校
ショウガッコウ

区
ク

放課後
ホウカゴ

こども教室
キョウシツ

実行
ジッコウ

委員
イイン

会
カイ 長岡

ナガオカ

・コーヒーブレイクの会
カイ 千手

センジュ

小学校
ショウガッコウ

図書館
トショカン

開放
カイホウ

ボランティア



地域の企業・事務所

表町児童館３階　及び　表町小学校体育館 各地区コミセン

毎週月・水・金

午後３：３０～５：００

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし　 年会費 なし 入会金 1000円 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし　 なし あり

○活動内容

主に第3火曜にお話し会を開催。

リリックあそびの国に毎年出演。

西地域図書館 子育ての駅ぐんぐん

第3火曜　11：00～11：30

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 年会費

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり

○活動日、時間 ○活動日、時間

西地域図書館　火曜日のお話会

子どものすこやかな成長を願い読み聞
かせを始めたママたちが集い「何か地
域でも役立ちたい」との思いで読み聞か
せボランティアをスタート。特別な技術
ではなく愛情ある優しく温かいぬくもりを
目指して活動している。

子育て世代を中心に多世代、多文化、他分
野、他地域の交流を日常的にできる場と機会
を提供することにより人との協力、関わりを大
切にお互いが育みあえる社会を目指す。

○活動内容 ①交流サロン等を通した多世代が集う居場
所を作る
②次世代育成及び多様な人たちの社会参画
の機会を作る
③多世代、多文化、他分野、他地域をつなげ
る
④個人、団体、企業を相談、コーディネートす
る
⑤啓発、ネットワークを広げる

○活動場所 ○活動場所

（長岡）こども （長岡）こども

ライオンキッズ
ＮＰＯ法人

ホウジン

多
タ

世代
セダイ

交流
コウリュウ

館
カン

になニーナ

○活動の目的 ○活動の目的

1週間に1回1時間程度の活動を6か月続ける
活動。曜日や時間帯は相談に応じマッチン
グ。
（ボランティアは３～4人でローテーションする
ので月に1回程度の活動）

○活動日、時間 ○活動日、時間

各地区において子育て情報交換会や
育児講座等を実施

○年会費等

○会員募集の有無

○活動内容 市からの依頼活動として妊婦さんと赤
ちゃんの訪問を実施。子育て情報交換
会や育児講座など妊婦さん、赤ちゃん、
母親の交流の場づくりなどを地区の状
況に応じて実施している。

・障がいのある子どもの仕事体験のサ
ポート
子どもに寄り添い、ほめたり、はげまし
たり、教えたりする。
・定例会への参加

月曜　年間のほとんどが体育教室
（体育館で球技、リレー、縄跳びなど）
水、金曜　造形活動（絵画、折り紙、も
の造り）
ドミノ、レゴ、トランプ、その他特別活動
を実施（お茶会、紙芝居、フラワーアレ
ンジメント）

○活動場所

○活動場所 ○活動場所 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

放課後、こどもたちの安全、安心な活動拠点
を設け、地域の方々の参画を得て子ども達と
ともに多方面において地域住民との交流活
動等の取り組みを図り、子どもたちが地域社
会の中で心身共に健やかに育まれる環境づ
くりを推進する。

母子保健業務を推進するために地域に
密着した自主的な活動を実施している。

障害のある子ども達の職場体験活動を通し
て障害児・者の理解と社会参加をすすめてい
る。子どもを中心に地域がつながり障害のあ
る方もない方も暮らしやすい共生のまちづくり
をしている。

○活動内容 ○活動内容

（長岡）こども （長岡）こども （長岡）こども

表町
オモテマチ

放課後
ホウカゴ

子
コ

ども教室
キョウシツ

長岡市
ナガオカシ

母子
ボシ

保健
ホケン

推進
スイシン

員
イン

協議会
キョウギカイ

ぷれジョブながおか



不定期

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 ３００円 入会金 なし 参加費 2,000円 入会金 なし 年会費 1,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 4,000円 入会金 1,000円 年会費 ２年目以降1,000円 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

相談受付時間（土・日・祝日・年末年始は休み)

月～金曜日　１０：００～１６：３０
水曜日のみ　１０：００～１９：００

月～土曜日　１３：３０～１５：３０（運転ボ
ランティアの承諾があれば朝の通院時
の送迎も可能）

月曜日　４時間程度

調停・裁判等に関わる様々な支援

講演会・講座・学習会などの企画・運営

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

当法人事務所 喜多町診療所から自宅まで 老人ホーム　養老施設

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

電話相談 透析患者で高齢者、歩行困難者、視力
低下の人等、通院困難者に対して、通
院送迎することにより交通費の軽減を
図るためのボランティア活動

マッサージの施術

来所相談

カウンセリング

緊急一時避難

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

女性の人権確立のため、あらゆる暴力の
根絶を目指し、女性の自立に向けた相談・
支援活動及び啓発活動を行うとともに、男
女平等社会の形成に寄与する。女性と子
どものための相談支援活動を目的として

長岡市近隣市町村に居住する明友会
会員で人工透析を受ける患者の通院送
迎を支援し、会員の交通費負担を軽減
することを目的とする。

高齢者の福祉健康

（長岡）福　祉 （長岡）福　祉 （長岡）福　祉

特定
トクテイ

非営利
ヒエイリ

活動
カツドウ

法人
ホウジン

女
オンナ

のスペース・ながおか

喜多町
キタマチ

診療所
シンリョウジョ

明
メイ

友
ユウ

会
カイ

通院
ツウイン

送迎
ソウゲイ

支部
シブ

会
カイ

長岡
ナガオカ

鍼灸
シンキュウ

マッサージ師
シ

会
カイ

赤十字
セキジュウジ

奉仕
ホウシ

団
ダン

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

１２月２９日～１月３日を除く毎日 不定

８：３０～１９：００ 日曜日、祝日 毎月第２火・木曜日　１３：３０～

　　　 全国交流会参加 社会参加活動

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

長岡市内 社会福祉センター他　旅先 新潟少年学院、街頭、双葉寮、まちだ園、市内保育園

自力で外出困難な在宅の重度障害者
を福祉車両（ハート・カー）で送迎

２月　新年の集い 更生保護施設の訪問支援

４月　春の交流会　お花見 「愛の鈴」作り

重度障害者の通院や買い物、社会活
動への参加の手伝い

９月　走れひまわり号　秋の日帰り旅行 保護司会の活動に協力

　　　 すこやか・ともしびまつり参加 子育て支援

長岡市在住の移動困難な在宅障害者
の社会参加を促進する。

旅に出たいという障がい者の願いを実
現させる。
誰もが住み良いやさしい街づくりを進め
る。

命を大切にし、犯罪や非行のない明る
い社会づくりを目指す。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

ハート・カーの会
カイ ひまわり号

ゴウ

を走
ハシ

らせる

長岡
ナガオカ

実行
ジッコウ

委員会
イインカイ 長岡

ナガオカ

更生
コウセイ

保護
ホゴ

女性
ジョセイ

会
カイ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

（長岡）福　祉 （長岡）福　祉 （長岡）福　祉



○活動の目的

○活動内容

など

○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 1,000円 入会金 なし 年会費 1,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし

４～１２月第３火曜日　18：30～21：00 随時

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 500円 年会費 なし 入会金 1,000円 年会費 1,200円 入会金 なし 年会費 1,200円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり

毎月第１・３日曜日　13：30～15：30
（８月は休み）

あり（養成教室の受講が必要）

長岡市社会福祉センター　まちなかキャンパス 長岡市社会福祉センター 各地区コミュニティセンター他

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

視覚障がい者の方が点字でなく文字に
よる伝達ができるように、専用の音声ソ
フトの入ったパソコンで操作の勉強をし
ている。

定期例会及び旅行、花見等を通して、
在宅の障がい者とボランティアの交流
を深める会。会員は主に長岡市内在宅
の障がい者とボランティア（会社員、主
婦等）で構成され、和気あいあいとした
楽しい会である。

おやこ料理教室、健康料理教室（長岡
市からの委託事業）
郷土料理教室、各地区行事への協力
等

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

「障がいがあってもパソコンをしよう！」
を合言葉に、視覚に障がいがあってもＩ
Ｔ社会に取り残されないよう勉強した
い。

在宅障がい者の福祉の向上と市民一
般への福祉問題への啓発

地域の人々が健康を保持増進するため
に、適切な食生活の普及、地域社会づ
くりを行う。

（長岡）福　祉 （長岡）福　祉 （長岡）福　祉

パソコン・ココの会
カイ

どんぐりの仲間
ナカマ

の会
カイ 長岡市

ナガオカシ

食生活
ショクセイカツ

改善
カイゼン

推進
スイシン

委員
イイン

協議会
キョウギカイ

○活動日、時間

主に土、日 毎月第２、第４木曜日　10：00～11：30 毎月２０日　22時～定期交信

その他不定期

積極的にはしない

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

特定の場所はなし 関原縄文の杜 主に長岡市内

高齢者施設でよさこい披露、イベントの手伝い 施設に入所されている方々の話し相手
が主で、車椅子等で散歩することもあ
る。

無線交信技術の向上訓練

レクリエーションイベントにスタッフ参加 防災訓練への参加

会員の田植え手伝い 災害時の無線利用による情報伝達

学校主催イベントの企画、スタッフ

○活動の目的 ○活動の目的

「人間力を高める」ことを目的に、会員
が意義ある活動だと思うことを精力的
に行う。

ボランティア活動に興味と意欲をもつ
人々がボランティア精神をもって集い、
活動を行う。

日本赤十字社のボランティア組織
災害時における各種活動の連絡体制
の確保

○活動内容 ○活動内容

（長岡）福　祉 （長岡）福　祉 （長岡）福　祉

ボランティアわかば 七色
ナナイロ

の風船
フウセン

チョボラの会
カイ

長岡
ナガオカ

アマチュア無線
ムセン

赤十字
セキジュウジ

奉仕
ホウシ

団
ダン



○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 6,000円 入会金 2,000円 年会費 33,000円 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 12,000円 入会金 なし 年会費 24,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

○会員募集の有無

知的障害者　日曜日　13:00～14:30 月２回第２・第４日曜日　13:00～14:30 毎週木曜日　14:30～16:00

身体障害者　木曜日　14:30～16:00 第１・第３水曜日どちらでもよい

○年会費等

長岡市悠久山プール 長岡市悠久山プール 長岡市悠久山プール

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

水を媒体にして、心身の健康、社会性
自立を促し、水の皮膚感覚を強めなが
ら解放感と楽しみを障害のある人と共
有することを目的としている。水泳大会
にも参加している。　（国体選手もい
る。）

水が楽しくなるようになったら泳ぎにつ
なげる。

初めての人にはコーチがつき、着替え
のボランティアもいる。参加する人に
は、入り口から出口まで責任を持つ。付
き添いの人もプールに入ってよい。お花見　総会　旅行

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

心身障害者の健康保持と機能回復を
目的に水中運動を行っている。

水を通して健康維持と社会性を学びな
がら親睦を深める。

水中運動でのリハビリから泳ぎにつな
がり、参加するメンバーも泳ぎに対する
意識が前向きになってきた。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

スイム・リーダー愛
アイ

サークルエンジェル サークル　ケン

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

月３回　土曜日　19：00～20：45
毎月理事会・例会（第３水曜日）

土曜日　20：00～21：00

（長岡）スポーツ （長岡）スポーツ （長岡）スポーツ

○活動場所

長岡市社会福祉センター ホテルニューオータニ長岡　まちなかキャンパス
アオーレ まちなかキャンパス

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

他の団体交流、イベントの参加 長岡市内小学校へ絵本寄贈

会員のなやみ相談 プリペイドカード・外貨・コイン・古切手・プルタ
ブ　回収会報（若草だより）の発行

○活動場所 ○活動場所

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

定例会の充実 児童養護施設「双葉寮」の児童との交
流（ボーリング　年２回開催）

ダンス（マイケル・ジャクソン、レディー・
ガガ、ＫＡＲＡ、エグザイル）の指導

年間計画に基づいた各行事（旅行、楽しみ
会、スポーツ、学習会など）の実施 長岡市立総合支援学校の冬そり授業の支援 日商簿記３級の指導

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

現在社会に出て、会社や作業所などで働い
ている知的障害者及び健常者（ボランティア）
と一緒に親睦を深めて、力を合わせ幸福な
人生に向かって活動を進めている。

地域社会に関心を持ち、その発展のた
めに積極的に役割を果たしたいと願う、
職業を持つ若い女性の組織。

ダンスと簿記３級の指導

（長岡）福　祉 （長岡）福　祉 （長岡）スポーツ

若草
ワカクサ

仲間
ナカマ

の会
カイ

長岡
ナガオカ

ベンチャークラブ ＪＰＮ



○活動内容

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 17,000円 入会金 なし 年会費 なし 入会金 1,000円 年会費 2,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり

災害時避難訓練 ４月～１２月晴天時
できる時間帯の１～２時間

１週間に５日

５月２６日　7：00～13：00 登校時7：40～8：10　下校時15：00～16：30

あり

避難所他 国・県・市道合計約５０㎞の範囲（長岡東バイパス中心） 通学路

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

テント張り　防災用具点検　炊き出し １０月に児童との交流会

（３）反省会 ５月に学校職員、ＰＴＡと連携して通学路、地
域内の危険箇所一斉点検

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

（１）要支援者搬送 各自が居住している近辺の国・県・市
道、長生橋・長岡大橋・長岡東バイパス
の歩道、土手等に落ちているごみを自
主的な個人、グループが、できる範囲
の中で無理せず清掃活動をしている。
また、年２回の懇親会、意見交換、交流
会も実施している。

登校時の交通安全指導

要支援者宅→緊急避難所→川崎小学校 下校時の交通安全指導　防犯パトロール

（２）緊急避難所設営 ４月に児童との面識会

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

災害時、要支援者の搬送　緊急避難所
設営 地域のごみ拾いによる環境美化の推進

と啓発

児童の登下校時における安全確保

児童の健全育成

○会員募集の有無

なし（会員の口コミで入会）

（長岡）地域活動 （長岡）地域活動 （長岡）文化、芸能

川崎
カワサキ

２丁目
チョウメ

自主
ジシュ

防災
ボウサイ

会
カイ

長岡
ナガオカ

クリーンクラブ 柿
カギ

地区
チク

子
コ

どもの安全
アンゼン

を守
マモ

る会
カイ

４月～７月（前期）　９月～１１月（後期） ４月～１１月　第１・第３日曜日　 毎月第１土曜日　18:30～21:00
毎月第２土曜日　10:00～12:00
その他不定期で施設訪問あり毎週日曜日　10:00～12:20 　　　　　　　10:00～12:00

○年会費等

○活動場所

長岡市悠久山プール 国営越後丘陵公園内 長岡市社会福祉センター及び長岡市内を中心とした各施設

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

知的ハンディの方対象…水慣れコース トレイルランニングのコース開拓・整備・
維持等の作業を実施　（草刈、倒木の
片付け、植物の移植、コース点検等）　　　　　　　　　　　　　　　泳力アップコース

有資格者による本格的な水中活動を展開

○活動場所 ○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

健康維持、身体機能向上 国営越後丘陵公園内におけるアウトドアス
ポーツ及びインドアスポーツ等の充実に向け
たフィールド環境の整備、イベント・プログラ
ムの運営補助を通じて、公園利用者の健康
増進と地域活性に貢献し、併せてボランティ
ア自身の健康増進を図る。

車椅子レクダンス・フォークダンス・社交
ダンスの普及

○活動内容 （１）施設訪問等による車椅子使用者（高齢
者を含む）・介護者等に対する車椅子レクダ
ンス等の技術の付与及びレクリエーションの
実施
（２）車椅子レクダンス等の技能を活用した地
域社会福祉活動への参加・協力
（３）車椅子レクダンス等の技能を有する指導
者の育成及び後継者の養成
（４）車椅子レクダンス等の技能の向上と会員
等相互の親睦を目指す福祉パーティー及び
練習会等の実施

肢体不自由の方対象…リハビリ的な水中運
動

○活動内容

（長岡）スポーツ （長岡）スポーツ （長岡）スポーツ

ハンディキャップスイミング

長岡
ナガオカ

アクティブ

国営
コクエイ

越後
エチゴ

丘陵
キュウリョウ

公園
コウエン

パークフィットネ

ス（トレイルラン）ボランティア

ＮＰＯ法人
ホウジン

車椅子
クルマイス

レクダンス普及
フキュウ

会
カイ

　（矢車草
ヤグルマソウ

の会
カイ

）長岡
ナガオカ

支部
シブ



○年会費等 年会費等 年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 会員募集の有無 会員募集の有無

あり なし あり

年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし

会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり なし あり

○年会費等

○会員募集の有無

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

川崎東小学校の登校日
7：20～8：00　　　15：30～16：30

積雪のある日 １２月～３月 7：30～8：50 ５月と９月に一回ずつ　8：00～12：00

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

川崎東小学校区 上田町歩道 平潟橋から小畑橋までの柿川

活動の目的と同じ

○川崎東小学校区内の防犯パトロール ２台の除雪機でやっている。 ○活動内容

たくみ橋の上の除雪もやっている。 平潟橋から小畑橋間（約２㎞）の川の
中、周辺のゴミ拾い、草刈り、雑木切り
などを行っている。

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

児童の登下校時、休日における安全確
保を図るため、地域ぐるみでの防犯・交
通安全活動を推進し、もって児童の健
全育成に資する。

冬季間ブルで除雪した流雪溝の上の除雪 市街地の中心部を流れる柿川では、マ
ナーを守らない人たちにより捨てられたゴ
ミが目立っている。柿川をクリーンな環境
に保つことは、長岡を訪れる人への心象
向上はもとより流域住民が快適で潤いの
ある生活を営むことができる重要なことと
考える。清掃活動を通じて柿川の魅力を再
認識し、川や郷土への愛着を育て、また、
良好な環境を次世代へ継承するためにも
この事業を続けたい。

高齢者の家の前の歩道の除雪

○活動内容 ○活動内容

○児童が登下校中に道路を横断した
り、交通量の多い道路を歩行したりする
際の安全確認や補助

（長岡）地域活動 （長岡）地域活動 （長岡）地域活動

川崎
カワサキ

東
ヒガシ

小学校
ショウガッコウ

区
ク

子
コ

どもの安全
アンゼン

を守
マモ

る会
カイ 上田

ウエダ

町
マチ

除雪
ジョセツ

ボランティア 柿
カキ

川
ガワ

を守
マモ

る会
カイ

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

毎週月曜日　7：30～8：05 毎週月曜日～金曜日
7：30～8：10　　　　15：00～15：30

終日　特に登下校の時間帯を重点に

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

新町小学校区全域の交差点（交通量の多い所） 希望が丘小学校通学路 新町学校区

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

○登校時の交通安全指導（小・中学生対象）
・安全な登校の仕方・挨拶の指導
○交通安全教室（５、６月）
・自転車教室…近所の自動車学校を会場に
して実施
・歩行教室…低学年に信号のある交差点等
での実地指導
○保護者、地域住民への情報提供
・たよりの発行（年３回）
・児童への反射材配付

登下校時の立哨 町内会及び関係団体などと連携し、防
犯懇談会等の開催、通学路の安全パト
ロール・飛行防止パトロールの実施、防
犯意識の高揚、青少年の健全育成、振
り込め詐欺の注意喚起等を行ってい
る。

ながらパトロール

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

学区内の諸機関、団体及び住民が総ぐ
るみで交通安全運動を推進することに
より、交通事故の発生を未然に防ぐ。

防犯交通安全の指導 地域の防犯、交通安全等明るく暮らし
やすくする活動

（長岡）地域活動 （長岡）地域活動 （長岡）地域活動

交通安全
コウツウアンゼン

協議会
キョウギカイ

新町
アラマチ

支部
シブ 長岡

ナガオカ

地域
チイキ

防犯
ボウハン

交通
コウツウ

安全
アンゼン

協議会
キョウギカイ

希望
キボウ

が丘
オカ

支部
シブ 長岡

ナガオカ

地域
チイキ

防犯
ボウハン

協会
キョウカイ

新町
アラマチ

支部
シブ



主に学校内 部室、その他

不定期 部会：火曜または水曜

　　　　16：30～18：00

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 500円 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし あり

・年2回学校近郊の清掃活動を全校で行う。 ○活動内容 長岡駅地下道の花活け

・校内美化活動（花の栽培、清掃等） ペットボトルキャップの回収

・畑の栽培、収穫売上金を募金 赤い羽根共同募金

・地域の子育て支援施設へボランティア活動 ユニセフ募金　

・募金活動　　など

学校、学校近郊 校内被服教室 学校内

クリーン活動　年2回 放課後　午後4：00～5：15 毎週火曜　放課後

アルミ缶回収　随時

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし なし なし

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容

・アルミ缶、プルタブの回収を校内や地域で
呼びかけ、管理を行う。

不要になった体育シューズを洗って
ガーナへ寄附

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

・日頃お世話になっている地域に感謝
をこめて清掃する。
・アルミ素材を集め車イス購入のための
資金とし、地域の福祉施設へ寄附す
る。

様々なボランティア活動を通して主体性
や創造力、コミュニケーション能力の育
成を図る。

・小さなことでも地域のためになることを
継続して実行する
・全校生徒が参加できる活動をする

（長岡）その他 （長岡）その他 （長岡）その他

長岡
ナガオカ

英
エイ

智
チ

高等
コウトウ

学校
ガッコウ 長岡

ナガオカ

商業
ショウギョウ

高等
コウトウ

学校
ガッコウ

ボランティア福祉
フクシ

部
ブ 帝京

テイキョウ

長岡
ナガオカ

高校
コウコウ

福祉
フクシ

委員会
イインカイ

○活動場所 ○活動場所

○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容

・保育園ボランティア
・清掃活動
・古切手、ベルマーク等の収集
・コンテスト等への応募
・歳末助け合い募金

・留学生、新入生歓迎バーベキュー（4
月）
・双葉寮訪問（月2回程度）
・インターアクト年次大会参加（７月）
・沖縄交流研修（9月）
・スキー国際交流（12月、3月）
・5年生送別もちつき大会（2月）

○活動の目的 ○活動の目的

家庭科で学んだ知識や技術を生かして
自分達が暮らす地域社会にある課題に
取り組み、解決・充実向上させる。

国際交流と社会貢献を活動目的とす
る。学生が自主的に企画し実施するこ
とが活動方針。

（長岡）その他 （長岡）その他

新潟
ニイガタ

県立
ケンリツ

長岡
ナガオカ

大手
オオテ

高等
コウトウ

学校
ガッコウ

家庭
カテイ

クラブ
長岡
ナガオカ

高専
コウセン

インターアクトクラブ



中越地震からの復興。

指定された施設 中越地域 各自

授業、学校行事を妨げない日時 主に土日、祝日 随時

主に土日、祝日

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 1,000円 入会金 なし 年会費
準会員1,000円
一般　3,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし あり あり

災害時のボランティア活動

救急法救急員養成講習会6/30,7/13,7/14中央公民館 災害時の現地でのボランティア活動

救急法救急員養成講習会2/22,3/8,3/9長岡技大

救急法救急員継続講習会6/30中央公民館

救急法救急員継続講習会2/22長岡技大

中之島、見附大凧合戦(救護)6/2大凧合戦会場

すこやかともしびまつり(講習)9/29アオーレ長岡

老人福祉施設、保育園、幼稚園

随時　年間30日程度

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 2,000円 入会金 なし 年会費 なし 入会金 年会費

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり

老人福祉施設や保育園、幼稚園にボラ
ンティアとして飼育している犬や猫を連
れて行き動物とのふれあいを楽しんで
もらう。

○活動場所 みんなの防災フェア―(講習)11/23,11/24 ○活動場所

○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

動物愛護精神の普及と動物を通じた社
会貢献。

赤十字の精神に基づき、自己の技術を
人々のために奉仕して、あらゆる機会
に人命の尊重と苦痛の軽減に寄与する
ことを目的とする。

○活動内容 ○活動内容・日時・場所 ○活動内容

（長岡）その他 （長岡）その他 （長岡）その他

ポチたまくらぶ 赤十字
セキジュウジ

安全
アンゼン

奉仕
ホウシ

団
ダン

　長岡市
ナガオカシ

分
ブン

団
ダン

長岡
ナガオカ

信用
シンヨウ

金庫
キンコ

○活動場所 ○活動場所 ○活動場所

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

初任者研修課程を受講し、資格取得に
際し現場体験を重ねることで、より深く
理解する一助にしたいとの考えから。

動物愛護の普及、啓発。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

高齢者福祉施設（主に実習をお願いし
た施設）がイベントを行う際の補助的作
業。
移動の補助、話し相手、お世話、駐車
場整理、食事介助、調理盛り付けの補
助、着ぐるみ等。

水害、雪害が起こった時に活動に行く
のはもちろん、普段、多くの地域に行き
力仕事、人手のいる作業を行っている。

・犬、猫の里親さがし
・学校訪問活動
・イベント開催、勉強会

悠久
ユウキュウ

山
ザン

栄養
エイヨウ

調理
チョウリ

専門
センモン

学校
ガッコウ ぼると　　　　　おぶ　　　　なっつ

ＶＯＬＴ　of　ＮＵＴＳ
新潟
ニイガタ

動物
ドウブツ

ネットワーク

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

（長岡）その他 （長岡）その他 （長岡）その他



○活動内容

見守り資源回収(月１回3月～12月、毎第2月曜)

樹木の間伐、整理 給食交流会(週5回月～金12：00～13：00)

小径、山道、広場の除草 雪下し(冬期間随時)

樹木、山野草の植栽 通院送迎(随時)

自然、生物、山野草のガイド その他(草刈り、農作業等依頼があれば随時)

講演会の開催 ○活動場所

長岡市一之貝及び西谷地域

月曜～金曜(8：30～17：30)
4月～
11月

第2、第4日曜日(5時間労働)

○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金
正会員の
み3,000円 年会費

正会員12,000円、
賛助会員3,000円 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

国営越後丘陵公園内　自然探勝路他

国営越後丘陵公園内　香りのばら園 ○活動日、時間

木曜日（毎週）　、土、日曜日(月数回)

毎週　日、火、木曜日 毎週　火、木曜日 10：00～15：00を基本とする

10：00～12：00を基本とする 10：00～12：00を基本とする

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 2,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり あり

○活動場所 ○活動場所

国営越後丘陵公園内　香りのばら園内ばらと草花の
エリア他

○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

ばら園での剪定、花がら摘み、シュート処理、
芽かき等の一連の作業を行っている。専門
家による講習会や他施設の見学研修会の開
催により、ばらに関する知識と理解を深めて
いる。また、「香りのばらまつり」期間中には、
お客様にばら園やばらの魅力を紹介する「ば
ら園ガイド」を行っている。

「香りのばら園」にある「ばらと草花のエ
リア」を中心とする園内の植物(草花等)
の維持管理に参加することを目的とし、
花がら摘み・除草・剪定・球根の堀り上
げや植え付けのほか、ハンギングバス
ケットやコンテナ作り、花壇の植栽など
の作業を行っている。

里山の自然を愛し、里山の保全活動と観察・
学習活動を行う。しいたけのほだ木作りや、
間伐、枝の剪定、下草刈り、自生植物の増殖
等の作業を通して、里山の風景の復元を目
指した活動を実施している。また、月1回程
度、自然探勝路の魅力を案内する「サンデー
里山ガイド」を行っている。

○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

緑花の普及啓発活動の一環として、香りのば
ら園の管理に携わることを通して、知識や技
術の向上と参加者自らが豊かな時間を得る
と共に、多くの来園者に越後丘陵公園をはじ
め、ばら園やボランティア活動の魅力を伝え
ていただけるようなボランティアの育成を図
る。

市民参加型の維持管理を通して、参加
者自らが楽しみながら時間をかけて管
理すなわち庭づくり」を行い、そこで自
然の摂理や循環を学びながら、参加者
同士のコミュニケーションを図る機会を
提供する。

越後丘陵公園における里山環境の保全活動
を通じて、自らが行動し、自然とふれあい、里
山の自然や歴史・文化等を学び、考えるとと
もに、会員相互の交流を深め、将来にわたっ
て園内の里山の良好な環境を保全・継承す
るころを目的とする。

（長岡）その他 （長岡）その他 （長岡）その他

国営
コクエイ

越後
エチゴ

丘陵
キュウリョウ

公園
コウエン

ばらボランティア

ばらボラ・ＥＣＨＩＧＯ

国営
コクエイ

越後
エチゴ

丘陵
キュウリョウ

公園
コウエン

フラワーボランティア

国営
コクエイ

越後
エチゴ

丘陵
キュウリョウ

公園
コウエン

里山
サトヤマ

づくりの会
カイ

雪国植物園内 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動日、時間

○年会費等

○会員募集の有無

○活動内容
里山の植生管理(板打ち、間伐、刈り払い、除草など)

里山交流会館運営・イベント補助

毎月1回の「お楽しみ会」による会員の親睦と交流

○活動場所 国営越後丘陵公園
里山フィールドミュージアム

○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

日本海側雪国の里山の自然生態系の保全
学童の自然教育の現場づくり
高齢者の社会参加の受け皿
地域社会への貢献

障害者のしごとおこし、高齢者の生甲斐
づくりを通して、中山間地域の活性化を
図る。

国営公園として人々が集い憩う場にふ
さわしい「花の里山」をつくりあげる。

○活動内容
山野草による里山花つくり(種取り、育苗、鉢上げ、植
栽など)

（長岡）その他 （長岡）その他 （長岡）その他

(社
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)平成
ヘイセイ

令
レイ

終
シュウ

会
カイ

特定
トクテイ

非
ヒ

営利
エイリ

活動
カツドウ

法人
ホウジン

ＵＮＥ 花
ハナ

の里山
サトヤマ

ボランティア



緑花センター「花テラス」

○活動日、時間 地域のお茶の間、コミュセン､小学校等

平日及び土日祝の随時(月4～9回程度) ○活動日、時間 ○活動日、時間

午前10時から１～２時間程度 特に定めなし 不定期

(夏季は９時半から)

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 3,000円 入会金 なし 年会費 ４,000円

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり なし あり※保健師に限ります。

○活動内容

図書館の書架整理、読み聞かせなど

○活動日、時間 長岡市内図書館 今朝白コミセン

不定期

随時 毎月第２水曜、第４土曜に例会

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 なし 年会費 1回の会費500円 入会金 なし 年会費 500円から 入会金 3,000円 年会費

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

なし あり あり

○活動場所 ○活動場所

○活動日、時間 ○活動日、時間

笑う体操とヨガの呼吸法を合わせ健康
増進を計る。

○活動内容 ○活動内容

月２回の例会でボランティア活動の日
程を調整。その時、担当を決めて語り、
会員の意見や批評を聞く。毎年１回２～
３日にわたり「長岡民話百物語」を開
催。本年で９回を迎える。県民話語り手
連絡協議会に所属し、年１回の県語り
連総会に参加する。

笑いで免疫力のアップや体をストレスの
悪影響から守る。

○活動場所

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

笑いを通して、生き甲斐や、健康づくり
を目指し少しでも社会のお役にたてれ
ばと活動する。

図書館活動の応援や支援を行い、図書
館の運営に協力する。

越後に伝わる民話、伝説の継承と語り
の実践。

（長岡）その他 （長岡）その他 （長岡）その他

ラフターヨガ・笑
ワラ

いヨガ倶楽部
クラブ

長岡
ナガオカ

図書館
トショカン

友
トモ

の会
カイ

　なりふ 長岡
ナガオカ

民話
ミンワ

の会
カイ

タネまき、ポット上げ、植栽、花がら摘
み、草取りなど※他に交流会を予定

・摂田屋町めぐり
・悠久山の歴史を訪ねる
・アオーレ他市の中心部めぐり
・記念館めぐり(山本記念館、河井記念館、如
是蔵ほか)
・記念館めぐり(山本記念館、河井記念館、如
是蔵ほか)
・蔵王　金峯神社めぐり
主として上記をご案内する活動です。

さまざまな病気の予防や健康増進に関した
内容の健康劇を作成。主に子どもたちや高
齢者の方を対象に健康劇を披露していきた
い。

○活動場所

○活動場所

長岡市市民防災公園内の市民花壇、緑花セ
ンターの屋上花壇や東側花壇、プランター等
に植える花を育てるために活動します。タネ
から育てる花づくりを学び、市民交流の輪を
広げます。

歴史的事項を中心とした、旧長岡市内
の観光ガイドを行う。

健康劇(自作)を通じて、地域住民の健
康意識の向上をはかる。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

（長岡）その他

花
ハナ

テラス・サポーター 長岡
ナガオカ

観光
カンコウ

ボランティアガイドの会
カイ 在宅

ザイタク

保健師
ホケンシ

の会
カイ

　燈
トウトウ

々会
カイ

長岡
ナガオカ

支部
シブ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

（長岡）その他 （長岡）その他



○活動場所

依頼による

○活動日、時間 ・練習日　毎月第1木曜日午後

随時 ・依頼のあった場所で活動

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

入会金 年会費 入会金 年会費 入会金 なし 年会費 なし

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

あり あり

他にも各地区社協で「ボランティア銀行」を

実施している地区で、ボランティア登録ができます。

家事のお世話などが、主な活動となります。

地域で支えあう、地域での活動です。

「福祉のまちづくり」に参加しませんか。

問い合わせは、お近くの地区社協へ・・・

・例会学習会（毎月第４木曜日
　13：30～15：00　中央公民館）
・中央図書館→毎週火曜　16：00～16：30
・互尊文庫　→毎週月曜　11：00～11：10
・高齢者施設→毎月１回　14：00～15：00

相談必要

紙芝居の実演
月例会では翌月の担当割振りと実演学
習会

子どもから高齢者まで幅広く紙芝居の
実演活動を行う。
紙芝居の演じ方の講習会等を実施す
る。
紙芝居を中心としたイベント等の企画、
運営をする。

老人会、デイサービス、高齢者施設、親
子サークル、ちびっこ広場、日赤小児病
棟などご依頼のあった場所と時間に合
わせて紙芝居を楽しんでいただく。

図書館（互尊、中央）
高齢者介護施設（ツクイ、さわやか苑）

○活動場所 ○活動場所

学校、保育関係、福祉・コミュニティ関係、図
書館
他○活動日、時間 ○活動日、時間

活動の公演で幼児からお年寄りまで、
図書館、小学校、地域コミュニティ団
体、介護施設等の要請に基づいて活動
をします。同好会でのボランティアで
す。

紙芝居の実演、講習、企画、普及活動 紙芝居をとおし、皆様に楽しい時間を届
ける。会員の親睦をはかり活動を活発
にする。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

紙芝居
カミシバイ

「のっぺ座
ザ

」 新潟
ニイガタ

ひょうしぎの会
カイ

紙芝居
カミシバイ

　笑
ショウ

楽
ラク

座
ザ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

（長岡）その他 （長岡）その他 （長岡）その他



こしじの里職員の指示による作業

第１月曜日、第２水曜日、第３木曜日

第1土曜日　am９：００～１１：３０

入会金　1000円 　　入会金 　　年会費1000円 入会金 年会費 ５００円

有 無 有

・入所者の日常生活の手伝い 居室のシーツと枕カバー交換

・夏祭りの協力

・研修旅行

第１、４木曜日

第２月,土曜日　    ９：００～１２：００

第３月曜日

入会金 年会費 1000円 入会金 年会費 ２００円 入会金 ナシ 年会費 ナシ

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

第１月曜日　９：００から２，３時間くらい
毎週火曜　AM９：００～１：００

地域の老人ホーム（こしじの里、おごし
の里）を訪問し入所者との交流や話し
相手、軽作業のボランティア活動を実施
し,地域福祉の発展に努める

施設内に於いて入所者との心の交流及
び施設内での軽度の作業の手伝い

会員皆、元気なうちに自分たち、将来の
ために微力ながらそれぞれに出来るこ
とを少しでも皆様のお手伝いをさせてい
ただく為、むりせず楽しく活動したい

○活動内容

○活動内容

○活動内容
お茶出し、食器洗い、ドライヤー手伝い
話し相手、おりがみ、手芸の手伝い。（清掃、洗濯たたみ、清拭たたみ、おむ

つたたみ、話し相手等）

ボランティア岩田
   イ　ワ    タ

ほたるの会
カ　イ

東谷
ヒ ガ シ    ダ ニ

ボランティア 浦
ウラ

会
カイ

ボランティア

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(越路）施設 (越路）施設 (越路）施設

○活動日、時間

第２木曜日　pm３：００～４：００
○活動日、時間 ○活動日、時間

毎週金曜日　１３：００～１６：００

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

みのわの里更生園－利用者の方々と
民謡の曲に合わせ体を動かしたりして、
交流活動を楽しく実施
こしじの里特養－入所者の衣類の整理
等、日常生活のお手伝いをする

喫茶手伝い

飲み物、菓子などを出しながら、入所者
の方々の話相手

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

不動沢地区内の2施設を訪問し、お手
伝いをする

こしじの里に於けるボランティア活動及
び車での送迎

少しでも社会の役にたてればと活動し
ている

(越路）施設 (越路）施設 (越路）施設

不動
フドウ

沢
サワ

ボランティアグループ 飯塚
 イ イ   ヅ  カ

ほたるの会
カ　イ

ひまわり会
カ　イ



福祉活動 地域のつながりを大事にする

西谷地区のボランティア活動

おごしの里…施設ボランティア

送迎運転ボランティア

福祉施設…毎週１回(午前中）

　　　　　　　年数回行事の運営

西谷地区…月１回高齢者との交流 地区の老人会等の食事会、いきいきサロン

入会金 年会費 １０００円 入会金 年会費 ５００円 入会金 年会費 １０００円

有 有 有

身体障害者の体と心のリハビリの介助

１、主たる活動場所は越路支所保険センター

「みのわ祭」にも生け花を出品

月２回（年約２０回） 毎月１回土曜　　午前中(約１時間） 第２金曜日１０：００～１１：３０

９：００～１５：００ 最終月曜日１３：００～１５：００

依頼のあった日時、場所へ出向く

入会金 年会費 ５００円 入会金 年会費 ５０円 入会金 年会費 １０００円

有 無 有

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

３、活動を介して花草会の自主運営に向け支
援を行う

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

　　定例会　　　

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

伝統文化の生け花を通じ、福祉施設に
入所しておられる方々と、楽しく交流を
行う

福祉施設や学校、保育園、公民館等で紙芝
居の上演を通して、少しでも心豊かな暮らし
が出来るようお手伝いをする

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

毎月１回、地域内の福祉施設「みのわ
の里」で生け花教室を開催、入所者の
方々と楽しく交流を行う

ケアセンターみのり、わらび園、こしじの里、
越路小学校に毎月または２カ月に１回、訪問

２、年間計画を各期４月に立て、計画に沿っ
た介助の設営 ,片づけ、集金、歩行、 トイレ
の見守り、介添え

地域の老人会、保育園、デイサービス施設に
不定期に訪問

ボランティアグループ花
　ハ　ナ

草
　ソ　ウ

会
　カ　イ

こぬか草
グ　サ

の会
カ　イ

紙芝居
   カ  ミ    シ  バ    イ

　ゆりの会
カ　イ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(越路）福　祉 (越路）施設 (越路）福　祉

第３月曜日、第４水曜日、第５週末日
計３回（おごしの里　９：３０～１１：３０）

第１～第４金曜日　　９：００～１１：３０

第４月曜日　　　　　　９：００～１１：３０

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

福祉施設…シーツ交換、利用者との交
流、年数回行事の運営の手伝い

利用者の身の回り介助作業、会話

西谷地区…区内高齢者の茶話会、食
事会の設定、運営

おむつたたみ、洗面台等の清掃、入所
者等のお茶の時間に話し相手

いきいきサロンでは月１回、お茶出し等
の手伝い

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

越路地区、小国地区の福祉施設に於い
て入所者の介助と心の交流と施設内で
の軽度の作業

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

(越路）福　祉 (越路）福　祉 (越路）施設

西谷
  ニ シ   ダ ニ

ボランティアの会
カ　イ

千
   チ

谷沢
   ヤ      ザ  ワ

地区
      チ      ク

ほたるの会
カ　イ

塚野
   ツ　 カ   ノ

山
  ヤ 　マ

ボランティア推進
スイシン

協議会
 キョウ    ギ    カ  イ



・血圧測定、声を出す、リハビリ体操 毎回ラジオ体操、歌

・考えたゲーム等支所から借りる 年間行事－食事会4回、七夕作り

・会費でお茶会

・食事会、もてなし会

運動指導2回、看護師指導1回他

4～12月の第2水曜日　 月1回　第2火曜日　　 毎月第4火曜日　　

９：００～１２：００ ９：００～１１：３０ ９：００～１１：３０

参加費 1回100円　　年会費なし 　　入会金なし 　　年会費なし 　　入会金 　　年会費

有 有 有

地域の茶の間　年間１０回 地域の茶の間事業の運営

・健康チェック、相談

・レクリエーション

・茶話会、親睦会

・転ばないための筋力づくり体操

・認知症予防の脳刺激体操 手工芸、日帰り旅行、花壇の手入れ

誕生会、茶話会

冬期間はなし、６月７月は月２回 毎月第４金曜日　　 月１回　第４木曜日

月１回　火曜日　　 ９：００～１１：３０ ９：００～１１：００

８：３０～１１：００

　　入会金 なし 　　年会費 １０００円 参加費　 １回１００円　　年会費 参加費　 １回１００円 　　年会費 なし

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

看護師、運動指導士他いろいろな会員
が楽しむ事業を計画している

簡単な体操（転倒予防、腰痛、膝痛緩
和）

季節の歌を歌う、ゲーム（ミニゴルフ、風
船たたき等）

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

地域の高齢者の介護予防‘地域の茶の
間’

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

(三島）福　祉 (三島）福　祉 (三島）福　祉

さくら会
カ　イ

上
カ　ミ

岩井
　イ　ワ　イ

ふれあい会
カ　イ

瓜生
ウ　リ　ュ　ウ

くつろぎ会
カ　イ

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

・食事会は年3回、運動指導士から2回、看護
師から51回来てもらい健康体操や話をしても
らう

・血圧測定、脳トレ体操、手遊び、簡単な制
作,クリスマス会、里山の話を聴く、ゲームなど クリスマス会、踊りボランティアでお楽し

み会

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

誰でも出席でき,炉端を囲むようにおしゃべり
し楽しめれば良いと考えている　　やりたい事
を申し出てもらい計画する

高齢者が歩いて行ける範囲で顔なじみの仲
間、ボランティアと無理なく体を動かし、話す、
笑うなど適度な刺激となり機能低下を予防す
る定期的に集まる事で生活に張りをもち閉じ
こもりの予防を図る

地域の高齢者が歩いてこれる範囲内で
仲間とボランティアと無理なく話し、笑い
が適度の刺激となり機能低下を予防す
る　定期的に開催されることで閉じこも
り予防となる

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

ひまわり会
カ イ

いきいき教室
キョウ　シ　ツ

鳥越
　ト　リ　　ゴ　エ

すえひろ会
カ　イ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

(三島）福　祉 (三島）福　祉 (三島）福　祉



健康チェック、相談　 ・茶話会、歌、体操

レクリエーション ・健康講話(保健師、看護師）

・食事会(年３回）

転ばないための筋力づくり体操

認知症予防の為の脳刺激体操

月１回　　　第１水曜日 年１０回(１月～２月は休み）

９：００～１１：３０

９：００～１１：００

参加費 １回１００円　　年会費なし 参加費 １回 　　年会費なし 参加費 １回１００円　　年会費なし

有 有 有

相互親睦、お互いの健康の確認

軽体操、ゲーム、尺八演奏で歌を歌う 血圧測定、歌、ストレッチや軽体操

血圧測定、健康についての話し

誕生会 クリスマス、新年おたのしみ会

食事会(年２回）

民話を聞く

年１０回　第１金曜日　 １月、９月以外 月１回　　　第３木曜日　　

９：００～１１：００ 月１回　第２火曜日　　　 ９：００～１１：３０

９：００～１１：３０

　　入会金なし 　　年会費１０００円 参加費 １回１００円　　年会費なし 参加費 １回１００円　　年会費なし

なし 有 有

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

地域の皆様が元気になれる場、寝たき
り予防推進。参加者、ボランティアが
皆、一緒に楽しく過ごす地域の皆様との
交流

地域高齢者が集まり、仲間やボランティ
アと歌を歌ったり、ゲーム、おしゃべりを
楽しみ大いに笑い、楽しい時間をすご
す

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

茶話会、軽体操、頭の体操(ゲーム）、
血圧測定

脳トレ、ぬり絵、簡単な手芸、ゲーム等

七日
　ナ　ノ　カ

市
　イチ

福祉
　　フ　ク　　シ

会
カ　イ

ふれあいのつどい 藤
フ　ジ

宮
ミ　ヤ

会
カ　イ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(三島）福　祉 (三島）福　祉 (三島）福　祉

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

月１回　年間計画を作成し曜日は決め
ていない

月１回　第１水曜日(午前９：００～１１：３
０）

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

健康相談、血圧測定、軽体操、ゲーム
等

茶話会、親睦会、日帰り昼食会、忘年
会 ・琴演奏会、踊り鑑賞会、腹話術、ゲー

ム

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

地区の高齢者が集まりゲーム、茶話会
などの中で話す事により、いきいきと楽
しく過ごせるよう軽い体操などで健康維
持に役立てる

外出する機会が減少したり、閉じこもり
がちになったりする地域参加者と、ボラ
ンティアが気軽に体を動かし楽しく交流
すること

地域の顔なじみの仲間やボランティアと
一緒に楽しく過ごし介護予防を図る

(三島）福　祉 (三島）福　祉 (三島）福　祉

逆
サ　カ　シ

谷
　　ダ　ニ

ほたるの会
カ　イ

花
ハ　ナ

好
　　ス

き会
カ　イ

三島
　ミ　　シ　マ

上条
ジョウジョウ

つくし会
カ　イ



・三島地域の福祉事業等に参加

・高齢者の給食・見守り活動の実施 ５月ーふれあい農園の施肥、耕耘

　　　　畝づくり機械作業

　　　　苗の植え付け

・公園清掃等地域緑化活動の推進 　　　　除草剤の撒布

６月、７月ー除草作業

通年

午前９時から約２時間の作業 各地域ごと４グループに分かれ活動

　　入会金なし 　　年会費なし 入会金 年会費 入会金 なし 年会費 なし

有 有 有

６月ープランター花植え

８月ー花の水やり

６月、７月、９月ー草刈り

１０月ー焼き芋大会

○活動日、時間

１０月ー焼き芋のボランティア

入会金 年会費

有

○会員募集の有無

福祉活動を通じ会員の交流親睦を図り
地域を豊にすることを目的とする

○活動内容

いずれもみしま園でのボランティア活動

６月ープランター花植え　

６月、７月、９月ーみしま園周辺の草刈
り

○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(三島）福　祉

長岡市
ナ　ガ　オ　カ　　シ

老
ロ　ウ

連
　レ　ン

　三島
　ミ　　シ　マ

支部
　シ　　　ブ

○活動の目的

子ども会と連携をはかり土日を活動日とする 施設（みしま園）　毎水曜日

２：００～４：００

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

施設（みしま園）では園内清掃、タオル
たたみ等。その他、西山連峰マラソンや
ｺﾐｭｾﾝ事業手伝い。・町内林道、作業道の除草、維持管理

活動

・｢小地域ネットワーク」｢地域の茶の間」
事業の推進 ９月ー収穫作業…みしま園に一部寄

贈、上岩井ふれあい会　試食会に提供

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

ボランティアグループ相互の連携と親
睦を深め地域福祉の向上と住民の協
働により健全な社会づくりに寄与する

脇野町小学校の子どもたちを中心に幼
児を対象に会員がさつまいもの栽培収
穫に汗を流し自然を共に学習交流を図
る

・災害時の奉仕活動や施設のボラン
ティア

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

鳥越
ト　リ　　ゴ　エ

福祉
　フ　ク　　シ

会
　カ　イ

上
カ　ミ

岩井
　イ　ワ　イ

福祉
　フ　ク　シ

会
カ　イ

長岡市
ナ　ガ　オ　カ　　シ

赤十字
セ　キ　ジュウ　　ジ

奉仕
　ホ　ウ　シ

団
ダ　ン

　三島
　ミ　　シ　マ

分団
　ブ　ン　ダ　ン

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

(三島）福　祉 (三島）福　祉 (三島）福　祉



お茶会、ゲートボール他 お茶会、季節の行事、昼食会等 お茶会、季節の行事、塗り絵他

不定期　月1回 第2火曜日　 第1火曜日

13：00～１６：００ １３：３０～１６：００ １３：３０～１６：００

入会金 参加費 1回200円 入会金 参加費 1回100円 入会金 参加費 1回100円

お茶会、ゲーム、昼食会ほか 花壇の手入れ、茶話会、軽体操他 お茶会、健康や食事の話し等

毎月15日前後 第2水曜日 不定期 月1回

１３：００～１５：３０ １３：３０～１６：００ １３：３０～１６：００

入会金 参加費 1回100円 入会金 参加費 1回100円 入会金 参加費 なし

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

(山古志）その他 (山古志）その他 (山古志）その他

虫
ム　シ

亀
ガ　メ

いきいき会
カ　イ

油
ユ

夫
ブ

いきいき会
カイ

桂
カ　ツ　ラ

谷
　　　ヤ　

お茶会
チャ　カ　イ

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

(山古志）その他 (山古志）その他 (山古志）その他

下村
シ　タ　ム　ラ

いきいき会
カ　イ

上村
ウ　ワ　ム　ラ

いきいき会
カ　イ

中野
ナ　カ　ノ

いきいき会
カ　イ



○活動内容 ○活動内容

ウォーキング、ゲートボール、お茶会 貯筋体操

冬期　ほぼ毎日 月　２回

夏期　週2回 １３：３０～１５：００

１３：１５～１４：１５

入会金 参加費 なし 入会金 参加費 月１０００円

友愛訪問

環境保全、自然保護

募金、寄付活動への協力

週２回　火、金曜日　　 月１～２回　　（年２０回） 不定期

９：００～１２：００

（祝日は除く）

入会金 年会費 入会金 無 年会費 無 入会金 年会費

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等の
希望者に調理ボランティアが作る弁当
を配食ボランティアが配達して利用者
の安否確認と話し相手となる

身体障害者等のリハビリ教室の補助、
お手伝い

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等を対
象に食事の提供（週２回、昼食）と安否
確認をする

リハビリ教室の参加者が楽しく安全にリ
ハビリに励めるようお手伝いする

老人クラブ活動の延長としての奉仕活
動

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(小国）福祉 (小国）福祉 (小国）その他

給食
キ ュ ウ シ ョ ク

サービスボランティア
リハビリサークル

のぞみ会
カ　イ

長岡市
ナ　ガ　オ　カ　　シ

老人
　ロ　ウ　ジ　ン

クラブ連合会
レ　ン　ゴ　ウ　カ　イ

小国
　オ　　グ　ニ

支部
　　シ　　ブ

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

家に閉じこもりがちな高齢者が身近な
場所で気軽に仲間づくりや生きがいづく
りを行い、いつまでもいきいきと暮らせ
る事をめざす

○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等

(山古志）その他 (山古志）その他

大久保
オ　オ　　ク　　ボ

ウォーキングの会
カ　イ

貯
チョ

筋
キ　ン

サークル

○活動の目的 ○活動の目的



地域交流 おぐに荘の慰問 利用者とのふれあいを大切にしたい

喫茶ルームにて給仕

紙芝居や読み聞かせ、昔話、歌

歌いながら手足を動かす、しりとり 利用者の話し相手、見守り

第１、３　水曜日 月１回　第３土曜日　 月１回　第４日曜日　

第２，３，４、金曜日 １３：３０～１４：３０ １３：３０～１４：４５

入会金 年会費 入会金 無 年会費 無 入会金 年会費

無

地域交流 地域交流 地域交流

清拭たたみ、おむつたたみ等 利用者の話し相手、整容、整髪等

第３，４木曜日 月４回　火曜日　９：３０～１１：３０ 月～土　１０：００～１２：００

第１，２，３金曜日 （祝日は除く）

入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 無

有 有 有

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

清拭たたみ、おむつたたみ、利用者の
話し相手

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

９：３０～１１：３０
１３：３０～１５：３０

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

(小国）施設 (小国）施設 (小国）施設

シャボン玉
ダ　マ

の会
カイ

百合
　　ユ　　リ

の会
カ　イ

デイサービスボランティア

１３：００～１６：００

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

洗濯、洗濯物の整理、利用者の話し相手 スキンシップを大切にし、一人ひとりに働きか
ける

開店１３：３０　コーヒーを入れデザート（ケー
キか饅頭等）をだす

話しかけながら、季節の歌も織り交ぜ季節を
活ける（生け花）

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

(小国）施設 (小国）施設 (小国）施設

のぎくの会
カ　イ

ゆう・あい・グループ 喫茶
　キッ　　サ

「さくら」



施設の中に季節を…

入所者の皆さんに季節と心に花を…

入所者一人一人の生け花のお手伝い

第２，３，４，５金曜日　１０：００～１１：００ 第４土曜日　１０：００～１１：４５

（祝日は除く） （但し、行事に合わせて前日に）

入会金 年会費 入会金 無 年会費 無

有

体操、歌、手芸、ゲーム、生け花 音楽療法、健康相談、リハビリ体操

三角ちまき、血圧測定 小学生との交流会、バス旅行、講話

クリスマス会、映写会、手品など

月1回　第3火曜日　１０：００～１５：００ 月1回　第3木曜日　９：３０～１５：３０ 月1回　　９：００～１６：００

入会金 無 年会費 1回100円 入会金 200円 年会費 2400円 入会金 無 年会費 2500円

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

看護師による健康指導と相談、ぬりえ,
ゲーム、音楽療法士による活動、映写
会

バスでのおでかけ、栄養士による栄養
指導,クリスマス会、お茶会、折り紙

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

気兼ねなく行けるところを作る。ひきこも
りをなくす。何でも話しが出来る所にす
る。

閉じこもりのお年寄りに月1回集まって
もらい皆の顔をみて、色々な話しをして
もらう集り。

老後を人と会って会話をし、大声で笑い
定期的に出かけ、仲間と楽しい時間を
過ごし、新しい生活習慣を広める。

（和島）福祉 （和島）福祉 （和島）福祉

コスモス会
　カ　イ

喜
キ

楽
ラ　ク

会
カイ

いきいきサロン陽
　　ヒ

だまりの会
カ　イ

○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動の目的 ○活動の目的

長期入所者、短期入所者、通所者の皆さん
の憩いの場「喫茶たんぽぽ」でゆっくりくつろ
いでもらう

○活動内容 ○活動内容

喫茶ルームにて給仕、利用者の話し相手 施設内の生け花（玄関、ステージ、ロビー洗
面所等）

(小国）施設 (小国）施設

たんぽぽの会
カ　イ

生
　イ

け花
バ　ナ

グループ



軽体操、ゲーム、紙芝居、歌、踊り等 折り紙、トランプ、かるたとり、本読み

軽体操

交通安全指導

月1回　第2金曜日駅前公会堂 月1回　　第3火曜日　９：３０～１４：００ 月1回　第3木曜日　９：００～１２：００

１０：００～１４：００ （9月のみ第4火曜日）

入会金 無 年会費 一回200円 入会金 無 年会費 1回100円 入会金 無 年会費 1回　100円

有 有

軽体操など できるだけ体を動かすよう体操をする

記憶力ゲーム、しりとり、歌

後半は自由におしゃべりを楽しむ

月1回第3金曜日　９：３０～１４：３０ 月1回第3土曜日　１０：００～１４：００ 月1回第3金曜日　１３：３０～１５：３０

（2月、8月は第3金曜日）

入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 1回200円 入会金 無 年会費 無

有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

前半はイベント（運動、ゲーム、講演会,
映写会、忘年会、誕生会）

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

家に閉じこもりがちなお年寄りを地域で
支え合い楽しい生活を送ってもらう。地
域全体で支援することを目的とする。

老後を人と会って会話をし、大声で笑い
定期的に出かけ、仲間と楽しい時間を
過ごし、新しい生活習慣を広める。

誰でも自由に参加でき茶話会を通し楽
しい時間を過ごす。体操やゲームを通し
体を動かす。

（和島）福祉 （和島）福祉 （和島）福祉

つくしんぼの会
カ　イ

えびす会
カ　イ

城
ジョウ

和
　　ワ

会
カ　イ

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

料理教室、映写会、歌、看護師による
健康指導、運動指導員による認知予防

体操、音楽療養士による脳と心の体操

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

老後を人と会って会話をし、大声で笑い
定期的に出かけ、仲間と楽しい時間を
過ごし、新しい生活習慣を広める。

老後を人と会って会話をし、大声で笑い
定期的に出かけ、仲間と楽しい時間を
過ごし、新しい生活習慣を広める。

老後を人と会って会話をし、大声で笑い
定期的に出かけ、仲間と楽しい時間を
過ごし、新しい生活習慣を広める。

（和島）福祉 （和島）福祉 （和島）福祉

駅前
エ　キ　マ　エ

いきいきサロン あじさい会
カ　イ

いきいきサロン梅田
　ウ　メ　ダ



お茶飲み、話し合い、体操、ゲーム 歌、体操、会話を楽しむ

講演会、ミニ運動会、忘新年会他

月１回　第２木曜日 毎月第２、第４木曜日　 毎月第２、第４木曜日　

（８月は第３木曜日） １０：００～１５：００ ９：３０～１５：００

入会金 無 年会費 １回１００円 入会金 年会費 １５００円 入会金 無 年会費 無

有 有 有

レクゲーム、軽体操、歌（交流） 年２回(春、秋）野の花を活ける

お茶飲みと楽しい語らい 三角ちまき作り、演芸会、

クリスマス会、お茶会、映写会

健康相談等

月１回　第２木曜日　 毎月　第２、第４火曜日 毎月第２、第４木曜日　

１０：００～１５：００ １０：００～１５：００

入会金 無 年会費 １２００円 入会金 年会費 １回１００円 入会金 年会費 １回１００円

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容

声を出す事を目的として作った”なごみ
のうた”や早口言葉で始め、歌、踊り、
ゲーム等、無理なく楽しい時間を過ごせ
るよう見守る

駐在所による交通安全の指導

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

寝たきり等にならないよう仲間との楽し
い時間を作る。

老後を人と会い会話し大声で笑い、定
期的に出かけ仲間と楽しい時間を過ご
しいきいきと暮らす生活習慣を広める。

寝たきり等を作らないため、会話や歌な
ど大きな声で笑い楽しい時間を過ごし、
いきいきとした生活ができることを目標
としボランティアと家族的な雰囲気作り
でサポート。

○活動内容 ○活動内容

（和島）福祉 （和島）福祉 （和島）福祉

いきいきサロン荒巻
ア　ラ　マ　キ

島崎
シ　マ　ザ　キ

なごみサロン いきいきサロンなごみ

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

輪投げ、ボーリング、風船バレー、ゲー
ム、体操、折り紙、生け花、歌、映写会
等 代表ボランティア２名、交代ボランティ

ア、２名で準備、片づけ、昼食のお汁の
準備

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

老いても心身共に健康で！地域の人た
ちとのコミュニケーションを持つ。

高齢者に顔なじみの仲間と無理なく体
を動かしたり、話したり、笑ったりする場
とし、介護予防へとつなげたい。

年をとっても北野地区に楽しく気軽に参
加できる場があるように。

（和島）福祉 （和島）福祉 （和島）福祉

両
リョウ

高
　タ　カ

いきいきサロン

ほほ笑
エ

み
ほほえみサロン 北野

　キ　タ　ノ

いきいきサロン



各種講演会

環境を良くする標語募集 ○活動内容

（地域小学校対象）

震災支援　等

毎週水曜日 随時 随時(年４～５回）

９：００～配達後　解散

入会金 年会費 入会金 無 年会費 ４００円 入会金 無 年会費 １３０００円

有 有 有

踊り、歌等を施設で披露する 災害時等の炊き出し

施設慰問

奉仕活動

月２回　金曜日　（ゆきわり荘） 随時

１９：３０～２１：３０

入会金 無 年会費 無 入会金 ７００円 年会費 ７００円

有 有

○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

会員の親睦を図りながら踊り、歌等を
練習して、施設等のボランティアをする
事を目的とする。

災害時に団員から物資を集め被災者へ
送ったり、炊き出ししたり、災害時の被
災者への支援を目的とする。

○活動内容 ○活動内容

ボランティアの依頼があればその都度
対応

○活動日、時間 ○活動日、時間

（和島）施設 （和島）その他

さくら会
　カ　イ 長岡市

ナ　ガ　オ　カ　シ

赤十字
セ　キ　ジュウ　ジ

奉仕
　ホ　ウ　シ

団
ダ　ン

和島
　ワ　シ　マ

分団
ブ　ン　ダ　ン

○活動の目的 ○活動の目的

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容

次月分の献立を決め、献立に沿って作
る。月３回は配達、最終週はゆきわり荘
へ来てもらい、(送迎）ボラと一緒に会
食。年末には全員参加で役割を分担し
正月にふさわしい献立を考えおせち料
理を作る

道の駅、良寛の里美術館、住雲園の清
掃活動（老連、年間活動計画の一部と
してのボランティア活動）

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

一人暮らしの方、老人世帯で思うように
食事が作れない方に週１回位はバラン
スのとれた食事を食べてもらう。

あらゆる人の温かい思いやりの心を呼
び起こし助け合い、補いあい、手を携え
て生きがいのある健全な地域を構成す
る。

老人の心身における健康維持と積極的
な生きがいを高める事により、老人福
祉の増進を図り人生の完成期を共にす
る会員同士の仲間づくりを目指す。

（和島）福　祉 （和島）福　祉 （和島）福　祉

福寿
　フ　ク　ジュ

会
カ　イ 明

ア　カ

るい社会
シャ　カ　イ

づくり運動
ウ　ン　ド　ウ

和島
ワ　シ　マ

支部
　　シ　ブ

長岡市
ナ　ガ　オ　カ　シ

老人
ロ　ウ　ジ　ン

クラブ連合会
レ　ン　ゴ　ウ　カ　イ

和島
ワ　シ　マ

支部
シ　ブ



話し相手、買い物、料理、掃除

祝、祭日は休み 随時 随時

９：００～１７：００

入会金 年会費 500円 入会金 年会費 1000円 入会金 無 年会費 1000円

有 有

今年度の活動 災害時の炊き出し。

地域の環境整備等。

秋ー皆楽荘でうどん作り

デイサービス開催日にあわせ 随時

入会金 無 年会費 無 入会金 1000円 年会費 1000円 入会金 年会費

有 有 有

春、秋の年2回交流会を昼食を食べな
がら催し物を行ったりする。火～土　９：００～１５：００の間の都合の

よい日を選び活動。

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

デイサービス利用者の話し相手、見守
り、雑務をしていただきながら一緒に楽
しく過ごせる為に努力する。 春ー杜々の森へ行き、散策と杜々の弁

当を食べながら話し合い。

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

地域型介護予防デイサービス「らくらく」
の開催に伴い利用者さんが楽しく過ご
せるよう補助する。

視覚障害者との交流。 災害時の救援活動。

(栃尾）福祉 (栃尾）福祉 (栃尾）福祉

みみぃ ニコニコ会
カ　イ 長岡市

ナ　ガ　オ　カ　シ

赤十字
セ　キ　ジュウ　ジ

奉仕
　ホ　ウ　シ

団
ダ　ン

栃尾
ト　チ　オ

分団
ブ　ン　ダ　ン

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

アルミ缶など(アルミ製品）の回収を行
い、その収益金を社会福祉施設へ車い
すを寄付する。

ボランティア啓発イベント等の企画運
営。社協を中心とする福祉関係団体・施
設事業への支援、協力。

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

高齢になっても障害者になっても、住み
なれた地域で安心して住める町づくり

アルミ缶等のリサイクル運動を推進し、
併せて収益金により社会福祉施設支援
事業を行う。

地域内ボランティア団体のつながりを基
本に、身近なボランティア活動の啓発を
行う。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

(栃尾）福祉

はぐるまの会
カ　イ

栃尾
ト　チ　オ

アルミの会
カ　イ

とっちゃぶ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

(栃尾）福祉 (栃尾）福祉



随時 随時

入会金 無 年会費 1000円 入会金 無 年会費 1000円 入会金 無 年会費 500円

有 有 有

ボランティアフェスティバル 守門の里での

リーダー研修会、講演会

ボランティアの集い　　　　など

春、秋が主な活動。 随時 第１，３日曜日　１０：００～１５：００

1時間～1日 第１金曜日　　　１０：００～１５：００

入会金 無 年会費 １回１００円 入会金 年会費
個人500円
団体2000円

入会金 無 年会費 １０００円

有 有 有

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

施設訪問、個人訪問。四季折々のハガ
キ通信等で絵手紙をする人もいる。

話し相手、作業の手伝い、行事協力、
踊りの披露

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

ひとり暮らしの方とのふれあいが中心。 ボランティア相互の連携を図り、団体、
グループの育成を促進するとともに、機
能的なボランティア活動の推進と地域
福祉の向上を目指す。

障害者更生施設「守門の里」において
様々な交流活動を行い、利用者の日常
生活を豊かにする。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

愛
ア　イ

のはがき運動
ウ　ン　ド　ウ

グループ 栃尾
　ト　チ　オ

ボランティア連絡
レ　ン　ラ　ク

協議会
　キョウ　ギ　　カ　イ

守門
　ス　　モ　ン

の里
サ　ト

への協力
キョウ　リョク

グループ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(栃尾）福祉 (栃尾）福祉 (栃尾）施設

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

身体障害者等の通院等、外出時の送
迎支援。

チャリティーバザーの開催。 介護する家族のため年1回、日帰り旅
行を実施。

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

地域ボランティア団体の支援。 介護する家族を一時的に介護から解放
し疲れをいやす様に援助する。

(栃尾）福祉 (栃尾）福祉 (栃尾）福祉

リフト付
　　ツ

きバス運転
ウ　ン　テ　ン

ボランティアグループ
チャリティーバザーグループ 老人

ロ　ウ　ジ　ン

介護者
カ　イ　　ゴ　　　シャ

集
　ツ　ド

いの会
カ　イ



○活動内容 入所者、入院患者のカバー交換。

話し相手。

会員の研修会（年１～２回） デイサービス手伝い

ベッドのシーツ交換

綿棒作り

月、木曜日　　１４：００～１６：００ 月２回　第３，４水曜日 月～金曜日

１０：００～１１：３０位まで １０：００～１２：００

入会金 年会費 ５００円 入会金 無 年会費 １０００円 入会金 年会費 １０００円

有 有（ヘルパー資格者のみ） 有

○活動内容

手話学習会 定例学習会～基本的な技術の研修

ろう者との交流会 派遣要請による情報保障支援

余暇活動支援 手話通訳活動

各行事参加、協力

通年 毎金曜日　　１９：３０～２１：００ 第２、４水曜日　　１９：００～２１：００

入会金 年会費 入会金 無 年会費 ５００円 入会金 無 年会費 １０００円

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容

利用者との対話、お茶出し、軽作業手伝い

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

施設利用者が地域の一員として生活で
きるよう様々な活動を通じて関係を深め
る

手話技術の向上。手話の普及。ろう者
の生活の手助け。

要約筆記活動を通して聴覚に障害を持
つ人々の社会参加を支援する。

(栃尾）施設 (栃尾）技術 (栃尾）技術

じれんと 栃尾
　ト　チ　　オ

手話
　　シュ　　ワ

サークル 栃尾
　ト　チ　　オ

要約
ヨ　ウ　　ヤ　ク

筆記
　ヒッ　　　キ

サークル

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

いずみ苑の行事に要請により参加、介
助手伝い

いずみ苑の新年会、納涼まつり、笹団子づく
り

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

特別養護老人ホーム「いずみ苑」にてボラン
ティアとして定期活動を行う。施設ボランティ
アとしての自覚を持ち活動の活性化と会員同
士の親睦を図ることを目的とする。

栃尾郷診療所、居宅介護支援事業書
所での会員（ヘルパー有資格者）の技
術を生かし、利用者や職員との交流。

老人ホームいずみ苑があり、何かでき
る事があれば、と活動している。

○活動内容

お風呂上がりの軽介助、職員の指示で
手伝い、話し相手、歌、見守り等

○活動内容

施設
　シ　　セ　ツ

ボランティア

かたくりの会
カ　イ 栃

　　トチ

の実
　ミ

会
カ　イ

(JA女性
　ジョ　セイ

部
　　ブ

） ひまわりの会
カ　イ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

(栃尾）施設 (栃尾）施設 (栃尾）施設



子育て交流会(３か所）　　各月２回程度

子育て相談　　　月１回

季節行事　　　随時

随時 月１回

入会金 １０００円 年会費 ５００円 入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 月２０００円

有 有 有

○活動内容

歌、踊り、寸劇等 チャリティーコンサートの開催

「心を一つに笑顔で頑張りましょう」 福祉施設等への寄付活動

第２金曜日　　１３：３０～１６：００ 随時

入会金 無 年会費 １０００円 入会金 無 年会費 ４０００円 入会金 無 年会費 １０００円

有 有 （着付け出来る方も） 有

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

各施設　２日位都合のよい日を選んで
もらい、どちらか１日。

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

今は忘れられつつある栃尾の方言で昔
話を語り、地域の方々に喜んでいただ
き昔話を伝承していく

老人施設等、慰問ボランティア 趣味を活かして社会に貢献する

○活動内容 ○活動内容

保育園、学校、老人クラブ、介護施設等
依頼があればどこでも出向く。ちょっとし
た会合のお楽しみの時間に昔語り、寸
劇もする。

とちおろばた会
カ　イ

りんごの会
カ　イ

栃尾
ト　チ　　オ

カラオケ協会
キョウ　カ　イ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(栃尾）文化・芸能 (栃尾）文化・芸能 (栃尾）文化・芸能

ボランティアとして市内のリハビリセン
ターに年２回(春、秋）演奏

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○活動内容 ○活動内容

主として高齢者施設において歌、踊り、
寸劇等の披露を行う

○活動内容

市内特養老人ホームからの依頼時に２
０～３０分、演奏を聞いてもらう

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

子育て中のおやが抱える不安や孤独
感を解消するため、仲間づくりの場の提
供、家族のリフレッシュ等を図る様々な
支援を行う

高齢者福祉施設等において演芸を披露
するとともに利用者との交流を行い、共
に楽しみ社会福祉に貢献する。

大正琴の音色に惹かれて集まったメン
バーが指先を使うことで老化を防ぎ、ま
た社会とのつながりを見つけ生きがいと
なっている

(栃尾）こども (栃尾）文化・芸能 (栃尾）文化・芸能

特定
　ト　ク　テ　イ

非営利
　　ヒ　　エ　イ　　リ

法人
ホ　ウ　　ジ　ン

子育
　　コ　　ソ　ダ

て広場
　ヒ　ロ　バ

ふっくら
たんぽぽ演芸

　エ　ン　ゲ　イ

サークル さざんか



・まちづくに推進に関する事業 花いっぱい講習会への開催

・地域の祭りの支援 ・災害時の炊き出し（安全確認後） 定期的な花壇の管理作業

・各種　ｲﾍﾞﾝﾄやｺﾝｻｰﾄなどの支援 会員の交流事業

・町づくりに関するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟやｾﾐﾅｰ開催 花いっぱい研修旅行の実施

通年 ・２回/月　栃尾田代地域 春の花植え

・各イベントの参画 毎月２回の定期管理作業

（AM６：００～約１時間）

入会金 ５０００円 年会費 ５０００円 入会金 無 年会費 １０００円 入会金 無 年会費 １０００円

有 有 有

○活動内容

・災害発生時の調査連絡奉仕活動

・献血ならびに献血運動に関する奉仕

・緊急時に備えての研修及び訓練

・その他必要な事業 8月第1日曜　杜々の森茶会へ手伝い

研修会（年3回程度の予定）

随時、栃尾地区内

8月第1日曜　杜々の森茶会へ手伝い

入会金 年会費 １２００円 入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 1000円

有 有 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

茶の飲み方、懐石のいただき方、茶会などに
参加する

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

特に定めていない
月1回（第1火曜日）障害者更生施設で
抹茶サービス（1：30～3：00）

「私たちの健康は私達の手で」をスロー
ガンに私達はボランティア活動の精神
に徹し、スローガンの実現に努める

赤十字の博愛人道の精神に基づき自
己の技術を人々のために奉仕してあら
ゆる機会に人命の尊重と苦痛の軽減に
寄与する

地域の方々へ抹茶サービスをし交流を
持つ（地域の方々の要請により抹茶
サービスの手伝いもする）

○活動内容 ○活動内容

料理教室、食生活や健康に関する研修
会

月１回、守門の里へ抹茶サービス（１：
30～3：00）…入所者と一緒に抹茶を出
し皆さんより飲んでいただく。通所施設
の方々もさんかする。

長岡市
ナ　ガ　オ　カ　シ

食生活
ショク　セイ　カツ

改善
カイ　　ゼン　

推進
　ス　イ　シ　ン

委員
　　イ　イ　ン

協議会
キョウ　ギ　　カ　イ

栃尾
　ト　チ　オ

地域
　チ　イ　キ 栃尾

　ト　チ　オ

アマチュア無線
　ム　セ　ン

赤十字
セ　キ　ジュウ　　ジ

奉仕
　ホ　ウ　　シ

団
　ダ　ン

七草
ナ　ナ　ク　サ

の会
カ　イ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(栃尾）その他 (栃尾）その他 (栃尾）その他

・被災地ボランティアセンターの協力の
もとでの被災者交流会等のイベント活
動

・住民、企業、行政への支援、人材育成、提
言等の活動

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

市民、および地域社会が元気に夢のあ
る生活を目指し、いきいき暮らす為、町
づくり推進と支援に関する事業を行うと
ともに住民、行政、企業のパートナー
シップによる地域社会づくりに寄与する
事を目的とする。

中越大震災で被災し仮設住宅での生活を経
験し、その時お世話になった気持ちを持ち続
け、以降の災害で被災された方々に｢笑顔と
絆」を広げ続ける事を目的とし活動している。

地域花いっぱい活動の推進

○活動内容

○活動内容 ・関東・関西の大学生とのまちおこし事
業活動（古民家、休耕作地の再利用）

○活動内容

NPO法人
ホ　ウ　ジ　ン

フォーラム栃尾
　　ト　チ　オ

熱
　ネッ

都
　　ト

とちお同
ド　ウ

住
ジュウ

会
　カ　イ

とちお花
ハ　ナ

企画
　　キ　カ　ク

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

(栃尾）その他 (栃尾）その他 (栃尾）その他



○活動内容 むつみ会の運営に協力

話し相手、入浴前後の介助と整容

昼食準備、その他お手伝い

毎日　　９：３０～１３：００ 毎週火曜、水曜 毎月2回

９：００～１３：３０ 　　９：００～１５：３０

　　９：００～１４：００

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 なし 入会金 年会費

有 有

・参加者のニーズに合った計画立案

毎月1回　１２：３０～１６：３０ 月1回　半日程度 月1回　第4木曜日

　　９：３０～正午 　　１３：30～１６：00

入会金 なし 年会費 なし 入会金 参加費 1回100円 入会金 なし 年会費 なし

有 有 有

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

・町の中の｢達人」を囲み、小さな手仕
事や体験を取り入れ、元気で過ごせる
ため、メニューを工夫する

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

参加者のニーズに合った計画立案と運
営、会場の準備と片付け、反省会

・季節の行事（七夕、お月見、花見など）

・お茶飲み会プラス「講話、健康体操
ゲーム、手芸等」・年1回は「おでかけ・かたこん」と称して

市内市外の福祉施設へ研修を実施

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

閉じこもりをなくし、地域での仲間作りや
支え合いができる寄り合いの場を開設
し介護予防の一助とする

同じ地域に住む者同士、声を掛け合い
共に元気に暮らせるよう”よりあい”の
時間づくり

地域の人が気軽に参加できる「お茶飲
み会」として顔を合わせ楽しく話し、日頃
困っている事を話しあえる元気な場とす
る

（与板）福　祉 （与板）福　祉 （与板）福　祉

地域
　チ　イ　キ

の茶
チャ

の間
マ

水道町
ス　イ　ド　ウ　チョウ

よらん会
カ　イ

まちのお茶
チャ

の間
マ

スペース・かたこん

いきいきサロン

サロン・ひえ田
タ

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

利用者と接し地域の中の施設を認識す
る

○活動内容 ○活動内容

地域のひとり暮らし高齢者世帯等にお
弁当を作り、配達。弁当配達時には安
否の確認を行う 移動、体操時の介助、話し相手、会場

準備、片づけ

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

社会奉仕の一環として施設の利用者と
ふれあう

栄養のバランスのとれた食事の提供、
訪問による安否の確認

むつみ会(旧与板リハビリ教室）のサ
ポート

（与板）福　祉 （与板）福　祉 （与板）福　祉

長岡市
　ナガ　オカ　　シ

デイサービスセンター

よいたボランティア

配
ハイ

食
ショク

ボランティアグループ

グリーンエプロン

リハビリボランティア

いずみ会
カイ



消防演習時は炊き出し

生命と健康を守る講習等

福祉施設は毎週金曜　14：00～16：00 ・パトロール　毎週月・水・金 毎週水曜　１５：５０～１８：３０

その他は随時 午後３：００～４：３０

・その他　　都度

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 1,000円 入会金 無 年会費 1,600円

有 有 無

与板町芸能発表会への出演

施設内の清掃、入所者の話し相手等

反省会を開催

毎週水曜　　午前１０：００～正午

月2回、第１，３月曜日　

２０時～２２時（２時間）

○年会費等

入会金 なし 年会費 なし 入会金 なし 年会費 必要な時

○会員募集の有無

有 なし

○年会費等

○会員募集の有無

○活動内容

老健施設グリーンヒル、その他施設で
のボランティア活動秋「グリーンヒル与板ボランティア奉仕

団」
自分たちが踊りを楽しんで、皆様方にも
昔の民謡を愛してもらう

○活動日、時間

○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的

地域社会における友愛活動の一環とし
てグリーンヒル与板でのボランティア活
動。

民謡を通じ会員相互の親睦と健康増進
を図る、踊りを楽しむ会

ふれあい、助け合い精神を培い地域社
会づくりに貢献

○活動内容

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

（与板）施設 　　（与板）文化、芸能

長岡市
　ナ　ガ　オ　カ　　シ

老人
　ロ　ウ　ジ　ン

クラブ連合会
　レ　ン　ゴ　ウ　カ　イ

与板
　ヨ　　イ　タ

支部
　　シ　　ブ 錦

キ　ン

　翔
ショウ

　会
カ　イ

・与板小学校　チャレンジ体験教室で茶
道の作法等を指導し交流。

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

・子どもたちの下校時に「安心」「安全」
を守るためのパトロール

・与板ライトアップ事業　楽山亭でおもて
なしのお茶会を実施。「和みの会」の楽
山亭での体験活動。ひとり暮らしふれあい会食会、敬老会

の手伝い
・矯正施設・少年院の支援活動、刑務
所等の視察研修

福祉施設での清掃、話し相手、外出時
の介助

・与板幼稚園　楽山亭で茶道の作法等
指導し交流。

赤十字の精神に基づき明るく住み良い
社会を築きあげていくために必要な各
種事業に対し奉仕活動を行う

関係機関や団体と提携し、犯罪や非行
のない明るい社会づくりをめざす

茶道をとおして当たり前の礼儀、作法、
おもてなしの心を学ぶ。地域の方々、園
児,児童との交流

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

長岡
　ナ　ガ　オ　カ

市
　　シ

赤十字
セ　キ　ジュウ　ジ

奉仕
　ホ　ウ　　シ

団
ダ　ン

与板
　　ヨ　　イ　タ

分団
　ブ　ン　ダ　ン 与板

　　ヨ　　イ　タ

更生
　コ　ウ　セ　イ

保護
　　ホ　　ゴ

女性
　　ジョ　セ　イ

会
　カ　イ 新潟県

ニ　イ　ガ　タ　ケ　ン

立
リ　ツ

正
ショウ

徳
　　ト　ク

館
　カ　ン

高等
　コ　ウ　ト　ウ

学校
　ガッ　　コ　ウ

茶道
　　サ　ド　ウ

部
　ブ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

（与板）福　祉 （与板）こども （与板）その他



地域住民の生活の安定 配食サービス運転ボランティア

住民の見守り 配食サービスのお弁当づくり

運転ボランティアと一緒に配達

随時 月２回 月２回　９：００～１２：３０

１時間程度

入会金 無 年会費 無 入会金 年会費 入会金 無 年会費 無

有 有

町内清掃、除草等

「こども安全見守りたい」

毎日 随時 内容により約２時間程度

入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 無

無 無 有

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

保育園、小学校、地域等に昔遊びを伝
え楽しく遊ぶ

素ばなし、紙しばい、絵本の読み聞かせ
(友愛訪問）ご近所への声かけ、施設訪
問   (奉仕活動）クリーン作戦の参加

特養「あおりの里」春秋１回２０名位、年
４回１０名位訪問（作業）

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

幼児から高齢者まで昔遊びを伝える 皆さんにお話などを聞いて楽しんでい
ただく

社会奉仕部会が計画する友愛訪問、奉
仕活動に従って地域を豊かにするため

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

さわらび会
カ イ

おはなし広場
　　ヒ ロ　バ 長岡市

　ナ ガ　オ カ　　シ

老人
　ロ ウ　ジ ン

クラブ連合会
レ ン　　ゴ ウ　カ イ

川口
カ ワ　　グ チ

支部
　　シ　　ブ

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

(川口）その他 (川口）その他 (川口）その他

配食ボランティアが作ったお弁当を利用
者にとどける

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

会員同士の交流を図り、地域の人たち
に喜んでもらえる活動をする。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

(川口）福祉 (川口）福祉 (川口）その他

長岡市
　ナ ガ　オ カ　 シ

川口
　カ ワ　グ チ

地区
　　チ　　ク

民生
　ミ　 ン セ　イ

委員
　　イ　　イ ン

・

児童
　ジ　　　ド ウ

委員
　　イ　イ ン

連絡
　レ ン　ラ ク

協議会
キ ョ ウ　ギ　　カ イ 運転

　ウ ン　テ ン

ボランティア 給食
キ ュ ウ シ ョ ク

ボランティア



冬期間の屋根雪除雪。

（高齢者単身、障害者宅に限定）

高齢者世帯等の屋根雪除雪

会員研修

活動要請の入った日曜日 計画にそって実施 随時

（大体午前中）

入会金 無 年会費 無 入会金 無 年会費 １０００円 入会金 無 年会費

有 有 有

施設訪問。 会員相互の交流。

自分達の健康維持のため。

施設訪問等 各老健施設への手伝い、踊りの披露等

春にぬくもり荘に寄せ植えの花を提供

随時

入会金 無 年会費 １００００円 入会金 無 年会費 ５００円

有

○会員募集の有無 ○会員募集の有無

○活動内容 ○活動内容

○活動日、時間 ○活動日、時間

練習日　第２，４火曜日８：００～１０：００

○年会費等 ○年会費等

(川口）その他 (川口）施設

川口
　カ　ワ　グ　チ

町
　マ　チ

民謡
　ミ　ン　ヨ　ウ

研究会
　ケ　ン　キュウ　カ　イ

JA北
キ　タ

魚沼
　ウ　オ　ヌ　マ

女性
　ジョ　セ　イ

部
　ブ

川口
カ　ワ　グ　チ

支部
　　シ　　ブ

○活動の目的 ○活動の目的

○年会費等 ○年会費等 ○年会費等

○会員募集の有無 ○会員募集の有無 ○会員募集の有無

一円玉募金…車イス寄贈（特養老人
ホーム、通所型デイサービス）

年に数回、様々な講師による研修会等
を開催し、学習、実習等を行う。運動も
取り入れ食事、運動の両面から健康づ
くりの勉強をする。自ら得た情報を家族,
ご近所に伝達し地域全体が健康になる
ように努める。

国道沿線交通・水難事故慰霊供養祭

○活動日、時間 ○活動日、時間 ○活動日、時間

○活動の目的 ○活動の目的 ○活動の目的

お互いの善意を信じあい、友情をもって
善意活動をとおし明るく住み良い社会を
作るため地域運動を促進する。

食生活を改善し、生活習慣病や肥満を
防いで健康寿命を延ばす運動を実施。

○活動内容 ○活動内容 ○活動内容

(川口）その他 (川口）その他 (川口）その他

かわぐち遊
ユ ウ

雪
セ ツ

隊
タ イ

明
ア カ

るい社会
　シ ャ　 カ イ

づくり推進
　ス イ　シ ン

会
　カ　イ 長岡市

　ナ　ガ　オ　カ　　シ

食生活
ショク　セ　イ　カ　ツ

改善
　カ　イ　ゼ　ン

推進
　ス　イ　シ　ン

委員
　イ　　イ　ン

協議会
　キョウ　ギ　　カ　イ


