
団体名 主な活動内容

1 ﾓﾘﾉﾜﾗﾍﾞﾀｼﾞﾐｴﾝ
森のわらべ多治見園
おひさまの会

広報、ごみひろい、清掃活動、保育当番、くらぶ活動等

2 ｷﾞﾌﾀﾀｲﾈｯﾄ
特定非営利活動法人
ぎふ多胎ネット

多胎プレパパママ教室・病院サポート訪問・ピアサポート家庭訪問・多胎のつどいサポート訪問・多胎児検診サポート訪問・多胎
児教室開催・ニュースレター発行・多胎の手引き発行・多胎ファミリーフェスタ開催・各種研修会、講座開催・各種会議

3 ﾊﾊﾄｺ ハハトコ 勉強会・座談会・講演会などの企画

4 ｼｬｷｮｳﾀｼﾞﾐﾊﾋﾟﾈｽ 社協たじみハピネス 各地域のお祭りに出場する、社協事業所のイベントに出場する、地域合唱祭に出場予定

5 ｺｹｲｻﾞﾝｻﾄﾔﾏﾂﾞｸﾘ 虎渓山里山づくり 虎渓山の倒木柘木の処理、明治古道の整備・保寿院の竹林整備・間伐材を利用して椎茸の栽培・竹炭焼

6 ﾀｷﾛﾀﾞｲｺｳｴﾝｱｲｺﾞｶｲ 滝呂台公園緑地愛護会 毎週木曜日滝呂台の３つの公園（北・冒険・花の丘）及びその周辺緑地　整備活動実施　草刈り　伐採　植樹など

7 ｸﾞﾛｳﾈｯﾄ グロウネット 毎月１回会報誌発行、地域の枠をはずした市民活動の紹介、支援、情報発信を行っている。

8 ｷｯﾀｸﾞﾘｰﾝｳｨﾝｽﾞ キッタグリーンウィンズ 多治見市内外の施設へ月２～３回の慰問、イベント参加、練習活動週２回

9
ﾀｼﾞﾐｼﾐﾝｾｲｼﾞﾄﾞｳｲｲﾝｵｰ
ﾋﾞｰｶｲ

多治見市民生児童委員
ＯＢ会

地域住民への福祉相談等

10
ﾀﾆｸﾞﾁｼｬｺｳﾀﾞﾝｽﾄﾞｳｺｳｶ
ｲ

谷口社交ダンス同好会 市主催のヘルシーパフォーマンスに参加。月4回総合福祉センターで障がい者の方たちに車いすダンスのそ指導。

11 ｺﾌﾞｼﾉｶｲ こぶしの会 聞こえに不自由な方に身の回りの情報やより豊かなコミュニケーションを得るためのサポートを提供。筆談サポータ-の普及

12 ｱｲﾁｹﾝﾀﾞﾌﾞﾙﾀｯﾁｷｮｳｶｲ 愛知県　ダブルタッチ協会 パフォーマンスの依頼を受付パフォーマンス活動。クラブ・スクールの運営

13 ﾊﾗｳ・ﾌﾗ･ｵﾊﾅ ハラウ・フラ・オハナ フラダンスを曲にあわせて習得し、文化祭や公民館まつり等で披露・発表しています。

14 ｵﾘﾍﾞﾏｼﾞｯｸｸﾗﾌﾞ おりべマジッククラブ マジックの披露

15 ｶｻﾊﾗﾊﾅｸﾗﾌﾞ かさはら花クラブ
多治見市緑化公園課の委託契約に基づき、春、秋の２期の花苗生産を行います。緑化公園課の要望に応じて種まきから育苗し
ポット出荷するシステムをとっています。

16
ｴﾝｹﾞｲﾌｸｼｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝ
ｻｰｸﾙ

園芸福祉グループ
グリーンサークル

岐阜県が推進する園芸福祉サポーター制度の養成講座受講者や園芸に興味ある方が、地域の医療施設・福祉施設・老人会・学
校その他団体への園芸活動支援を行う。特に高齢者の生きがいづくり・仲間づくりなど社会福祉協議会の事業と連携して活動を
進めている。

17 ﾆｺﾋﾒ 二胡妃女 老人保健施設や公民館まつり等で演奏

18 ﾀｼﾞﾐｱｲﾊﾟーﾄﾅーﾉｶｲ 多治見アイパートナーの会 市の広報誌・議会だより・社会福祉協議会のふれあいの会独自の音訳と発送。録音図書の製作。ｺﾆｭﾆﾃｨｰ支援事業の音訳。

19 ﾀｼﾞﾐｶﾝｺｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ
多治見観光
ボランティアガイド

観光案内

20 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｸﾗﾌﾞ たんぽぽクラブ 利用者の話相手。手芸の手助け等

21
ﾀｼﾞﾐｼﾆﾎﾝｾｷｼﾞｭｳｼﾞﾎｳｼ
ﾀﾞﾝ

多治見市日本赤十字奉仕団 独居、寝たきりの方の訪問、市防災訓練への参加、赤い羽根共同募金

22 ﾈﾓﾄｱｲｷｮｳｶｲ 根本愛郷会 地域の環境美化活動　道路、河川の清掃　花、花壇作り

23 ｼﾜｹﾆｼﾞﾉｶｲ 仕分け虹の会
福祉センターに寄付されたﾍﾞﾙﾏｰｸ・古切手の整理計算をする。ﾍﾞﾙﾏｰｸはﾒｰｶｰ別に仕分け点数計算し教育助成財団で換金・学
校の施設・設備の購入に使われる。
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24 ｻｸﾗﾝﾎﾞ さくらんぼ 普通学級でやりにくさをかかえる子達の学習支援

25 ﾊｯﾋﾟｰﾊﾟｯﾋﾟｰ ハッピーパッピー 子育てをする女性が、元気で前向きでいられるよう安心しておしゃべりできて自身を整えていける場所を提供します。

26 ﾐｽﾞﾄｶｲﾄﾞｳﾄｳﾉｳｾｲﾌﾞｶｲ 「水と街道」東濃西部会 生田川・土岐川等の遊歩道整備、清掃、植樹活動など道路　河川周辺の自然環境保全等奉仕活動。

27 ｹｲﾁｮｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾎｴﾐ 傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　ほほえみ
介護保険利用者の中で家事援助以外の援助（こころのｹｱ）が必要な高齢者の家庭を二人一組で訪問し、月に2回程度、1時間位
の「傾聴」を行います。また、社会から孤立する傾向にあるよう支援者の見守りを兼ねて家庭を訪問し、介護予防を目的とした傾
聴を行います。

28
ﾈﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳｱﾝｾﾞﾝﾊﾟﾄ
ﾛｰﾙﾀｲ31ｸ

根本小学校安全
パトロール隊

旭ヶ丘第8町内会の小学生の通学街頭指導

29 ﾀｼﾞﾐﾏｼﾞｯｸｸﾗﾌﾞ 多治見マジック倶楽部 年間を通してﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ施設慰問

30 ﾀｼﾞﾐｼﾎﾞｳｻｲﾈｯﾄﾜｰｸ 多治見市防災ネットワーク
地域の防災活動の重要性と防災力向上、災害ボランティアコーディネーター、被災地支援、救急処置の普及と応急手当、救護ボ
ランティア、他地域との連携活動とネットワーク作り、ＡＥＤ普及

31
ﾀｼﾞﾐｼｾｷｼﾞｭｳｼﾞﾎｳｼﾀﾞﾝ
ｶｻﾊﾗﾌﾞﾝﾀﾞﾝ

多治見市赤十字奉仕団
笠原分団

かさはら陶生苑の清掃、笠原保育園子育て支援、災害に関する勉強会、実践

32 ｱｼﾞｻｲﾉｶｲ あじさい会 町内の美化清掃、高齢者宅の見守り、友愛訪問、町内カーブミラーの清掃、町内会親睦行事への参加

33
ﾈﾓﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳﾂｳｶﾞｸﾛｱﾝ
ｾﾞﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙﾀｲ

根本小学校通学路
安全パトロール隊

根本小学校登下校児童の見守り、通学路の危険物、障害物の除去。その他町内から依頼のあった場合の活動

34 ﾒｲﾜｽｶｳﾄﾀｲ 明和スカウト隊
町内の美化活動、高齢者の支援（庭木の剪定、清掃、ごみ処理など）、青少年に社会奉仕を体験させることによって町内の親睦
を深める活動

35 ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄｳｨｯｼｭ ヒューマンサポート　WISH 親向けに月1回の親の会、数年に一度の講演会開催

36 ﾔﾖｲｶｲ やよい会 銭太鼓踊り、童謡（利用者さんと一緒に歌う）、手遊び　遊びリテーション等

37
ﾀｼﾞﾐｼｶｻﾊﾗﾁｮｳｻｲｶﾞｲ
ｷｭｳｴﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

多治見市笠原町
災害救援ボランティア

笠原町内における災害発生時に速やかに住民救護対応ができるよう、それぞれの役割分担・連絡体制・生活支援活動等目的と
する。

38
ﾀｼﾞﾐﾌﾟﾚﾊﾟｰｸﾗﾌ たじみプレパーク楽風 冒険遊び場として木工遊び・森の散策・火育・ハンモック・隠れ家作りなどの自主的な子供と大人の遊びを楽しめる場の提供。

39
NTT.OB ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻーｸﾙ
ﾔﾏﾋﾞｺﾉｶｲﾀｼﾞﾐ

NTT.OB ボランティアサークル

やまびこの会多治見
不法投棄物の収集・収集不可能物の調査並びに市役所への連絡。

40 ﾏｴﾔﾏﾊﾟﾄﾛｰﾙﾀｲ 前山パトロール隊 児童の登下校時に隊員が当番を組んで、通学路に立ち、安全を見守っている

41 ｼｭﾜｻｰｸﾙｷｷｮｳﾉｶｲ 手話サークル桔梗の会

学習交流会　機関紙発行（3回）　手話講習会初級講座（社協主催）　役員会　お楽しみ会（ボーリング　ハイキングなど）　通訳者
の派遣　納涼会　講座講師の派遣　Ｘマス会　関係団体の行事参加
ビデオ、テキストを使っての手話学習
納涼会、クリスマス会、ボーリング大会、手話発表会

42 ｾﾗﾐｯｸﾊﾟｰｸﾐﾉ
公益財団法人セラミックパーク美濃

セラパーク自然観察会
シデコブシの生育状況の確認、自然環境の確認、散歩MAPの作成

43
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄｷﾞﾌｹﾝﾀﾞｲﾞ22
ﾀﾞﾝ

ガールスカウト
岐阜県第22団

ガールスカウトは、年長から高校生年代までの少女が年代ごとのグループに分かれてプログラムを計画し活動しています。「自己
開発」「人とのまじわり」「自然とともに」を教育の「3つのポイント」として活動に取り組み、少女たちの実行力コニュニケーション能
力・責任感等を身に着けます。

44
ﾆｯｾｷﾎｳｼﾀﾞﾝｲｹﾀﾞﾌﾞﾝﾀﾞ
ﾝ

日赤奉仕団池田分団 独居・寝たきり・施設訪問　神社清掃他

45 ﾏﾏｰｽﾞﾎﾟｹｯﾄ Mama’sぽけっと お子様の託児、お世話

46 ﾀｼﾞﾐｼﾞｹｲﾀﾞﾝ 多治見自警団 企業とその周辺地域内の巡回、防犯意識の啓発、夜間巡回パトロール
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47
ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾏ
ﾏｽﾞｶﾌｪ

特定非営利活動法人
Mama's　Café

親子居場所提供事業（親子カフェ）
イベント事業　物販事業　託児事業　ファミサポ事業

48
ﾀｼﾞﾐｵｳｷｭｳﾃｱﾃﾌｷｭｳｶｲ
ﾀﾙﾎﾞ

多治見応急手当普及会
TARVO

指導員講習修了者の育成　普及員講習会開催のお手伝いと講師補助　救急講習の普及と会員相互の技術向上。市内の各種マ
ラソン大会へのＡＥＤステーションの設置　年　数回の募金　毎年6/第2（日）の技能更新講習受講。

49 ﾀｼﾞﾐｼﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｷｮｳｶｲ
多治見市
レクリエーション協会

地域交流事業、ニュースポーツの普及・指導、レクリエーション指導者の養成など

50 ｶｻﾊﾗｺﾄﾋﾒｶｲ 笠原琴姫会 大正琴演奏

51 ﾓﾘﾉｷｼｬｸﾗﾌﾞ 森の汽車倶楽部
ライブスチームと呼ばれる実際に石炭を焚き、蒸気を発生させて動く機関車で小さなお子様から大人まで乗車体験していただく活
動

52 ﾀｼﾞﾐｵﾓﾁｬﾋﾞｮｳｲﾝ たじみおもちゃ病院 各施設を利用させて頂き、定期的に「おもちゃの修理」活動を行う。イベントなどにも積極的に参加

53 ｿｳｺﾞｳｵﾓﾁｬﾋﾞｮｳｲﾝ 総合おもちゃ病院
おもちゃドクターの養成とともにおもちゃ病院開設の手助けや、その後のフォローを行う。おもちゃ病因では対応できないおもちゃ
修理や操作の手助けを行う。地域のイベントにも参加。

54 ﾀｼﾞﾐミニﾃﾂﾄﾞｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ たじみミニ鉄道ボランティア 地域との連携によりミニ鉄道の会場の設営と運行又は、協力を行う。

55 ﾀﾞｳﾝｼｮｳｼﾞｶｿﾞｸﾉｶｲﾁｱｰ
ダウン症児家族の会
「チアー」

ﾀﾞｳﾝ症児の交流・情報交換　ダウン症の啓発活動

56
ｶｻﾊﾗﾓﾘｼﾀｺｳｴﾝｦｳﾂｸｼ
ｸｽﾙｶｲ

かさはら森下公園を美しくする会

①公園道路の清掃及び草刈り並びに立ち木の剪定
②公園内のベンチの修繕
③公園内のツツジの保護
④公園内での善導
⑤上記以外の周辺環境整備

57 ﾀｼﾞﾐｵﾔｺｹﾞｷｼﾞｮｳ 多治見おやこ劇場
年4回の子供の年齢にあった舞台鑑賞
キャンプ　親子まつり　例会づくりなどの自主活動
舞台鑑賞の事前交流会と事後交流会

58 ｹﾝﾘﾂﾀｼﾞﾐﾋﾞｮｳｲﾝ 岐阜県立多治見病院
総合案内サポート
花壇の整備
緩和ケア病棟でのイベント

59 ﾁｮｳﾘﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾄﾏﾄﾉｶｲ 太平デイサービス トマトの会 太平デイサービスの昼食の補助

60 ｶﾗｰｴｲﾄﾞ COLOR AID
アートセラピーなどの作業療法、自己肯定プログラム、ＳＳＴ、調理実習、外出レク、書道、スポーツなど居場所の提供や集団活
動が出来る場を提供する。お話し、スポーツテーブルゲーム等、やりたいことを話し合って決めています。

61
ﾀｼﾞﾐｺｳｸｳｹｱｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾈｯ
ﾄ

多治見口腔ケアグループ
はねっと

平成9年より市内の介護施設の口腔ケアボランティアを始める。施設を利用している高齢者・障害者（児）を対象に口腔ケアを実
施

62
トクテイヒエイリホウジン
タジミヒナタボッコ

NPO法人
多治見ひなたぼっこたいようの会

障がい児・者サロン、夏休み余暇活動、障がい者の休日活動、地域住民活動の支援

63 ﾀｼﾞﾐｼﾎﾞｼｶﾌﾌｸｼｶｲ 多治見市母子寡婦福祉会 母子　父子　寡婦の役員会　コミュニケーション

64
ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ
ﾏｧｰﾙ

特定非営利活動法人
まぁーる

子育て家庭支援事業　地域活性化事業
地域活性化事業

65 ﾀｼﾞﾐｦｳﾂｸｼｸｽﾙｼﾐﾝﾉｶｲ 多治見を美しくする市民の会
毎月第2・3金曜日に市内の清掃活動を行い環境美化に努める。広報として会の通信を発行。「ＮＰＯ法人地域づくりを進める会」
と活動日本一美しい町づくり実行委員会

66
ｸﾛｰﾊﾞｰ クローバー 施設での演奏

67 ﾀﾀｲｼﾞｻｰｸﾙﾐﾄﾞﾌｧﾄﾞ
多胎児サークル
みど・ふぁど

役員会（1回/月）で行事を決めながら活動。未就学児・園児・小学生・中学生以上のグループ毎で活動したり全体で活動したりす
る。運動会・クリスマス会・お泊り会・ケーキモーニング・リトミック等

68 ｲﾁﾉｸﾗﾁｲｷﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 市之倉地域福祉協議会 介護予防出前教室開催・家具転倒防止支援事業・市之倉地区のサロン情報交換会他



団体名 主な活動内容

69 ｲﾁﾉｸﾗﾀｽｹｱｲｻﾎﾟｰﾀｰ 市之倉助け合いサポーター 独居高齢者や高齢者世帯の家具・家財の移動や固定などの転倒防止支援

70 ﾖｳﾔｸﾋｯｷｻｰｸﾙﾌﾀﾊﾞ 要約筆記サークルふたば 学習会・交流会、要約筆記通訳の啓発活動　その他、目的達成のための必要な事業

71
ｺﾞｶﾝｹﾝｺｳﾎｳｽｲｼﾝｲﾝ 五感健康法推進員 五感を使って市内のサロン等でおとどけセミナーを行う。健康体操・折り紙・小物作り・こけ玉・園芸・音楽

72
ﾀｷﾛﾁｮｳｼﾞｭｳﾆﾁｮｳﾒｾｰﾌ
ﾃｨｸﾗﾌﾞ

滝呂町１２丁目
セーフティクラブ

小学生の登下校時の見守りや、不定期で夜間パトロールなど

73 ﾖｳﾉｶｲ 耀の会 障がい児者とその家族（介助者）のIT支援と相談

74
ﾀｼﾞﾐｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮｶﾞｯｼｮ
ｳﾀﾞﾝ

多治見少年少女合唱団 合唱を通じて健全な青少年の育成に務める。募金活動やチャリティコンサートなどで集まった募金を各種団体に寄付する。

75 ｳｴﾊﾗﾁｮｳｼﾞｭｶｲ 上原長寿会 児童の見守り、花いっぱい運動

76 ﾓﾘﾃﾞｲｸｼﾞｦﾀﾉｼﾑｶｲ 森で育児を楽しむ会 子育てにまつわる勉強会・手仕事（ものづくり）会の企画・運営

77 ﾀｼﾞﾐﾃﾝﾔｸﾄﾓﾉｶｲ 多治見点訳友の会
点訳カレンダーの製作、書籍の点訳、行政文書の点訳、点字講習会、小中学校での点訳体験,自立支援法による障害サービス
ほか

78 ｱｻﾋｶﾞｵｶｷﾚｲﾆｼﾀｲ 旭ヶ丘きれいにし隊 住宅周辺の草刈り・清掃

79 ﾎｸｴｲﾎﾞｳﾊﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙ 北栄防犯パトロール 北栄校区内をパトロール

80
ﾀｼﾞﾐﾆｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳｲﾝﾀｰ
ｱｸﾄｸﾗﾌﾞ

多治見西高等学校
インターアクトクラブ

施設慰問、募金活動、地域清掃活動、児童保育体験ほか

81 ｳｻｷﾞﾉｶｲ うさぎの会 勉強会、親睦、昼食会

82
ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄｹﾝｷｭｳｶ
ｲ

ダンボールコンポスト研究会
ダンボールコンポストを普及する講習会を行う。毎月1回総合福祉センター、毎月1回公民館、希望する方が5名以上集まれば指
定された場所。アフターケアにも力を入れる。設置型コンポストや木枠コンポストの普及にも努力する

83 ｺﾓﾝｼﾞｮｦﾀﾉｼﾑｶｲ 古文書を楽しむ会
池田町屋郷土資料館所蔵の古文書を解読し文書化する。製本後は図書館へ。市図書館郷土資料室保管の古文書を分類・整理
する。

84 ｱﾄﾋﾟｯｺﾌﾞｳﾜﾉｶｲ アトピッ子　ぶうわの会 定例会、学校給食試食会、勉強会、クリスマス会など

85 ﾈﾓﾄｺｳｸﾁｲｷﾘｮｸｺｳｼﾞｮｳ
ｽｲｼﾝｶｲｷﾞ

根本校区地域力
向上推進委員会

1、防災G：日本一防災意義の熱いまちづくり
2、地域交流G：誰とでも話ができる町づくり
3、高齢者・障がい者Ｇ：ふれあいで安否確認が自然にできる町づくり
4、子供・子育てＧ：子育て、親育ち・子供が生き生きと活きる町づくり
5、防犯Ｇ：日本一防犯意識の熱い町
6自然・生活環境：歴史や自然を大切にする町づくり。

86
ﾀｼﾞﾐｼｼｮｸｾｲｶﾂｶｲｾﾞﾝｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

多治見市食生活改善
推進員協議会

食生活改善の普及指導

87
ﾜｷﾉｼﾏｻｲｶﾞｲｷｭｳｴﾝｼｴ
ﾝﾀｲ

わきのしま災害救援支援隊 災害救援ボランティアセンターの組織づくり、教育訓練計画、コーディネータの育成

88 ｲｹﾀﾞｼﾞﾝｼﾞｬｿｳﾀﾞｲｶｲ 池田神社総代会 祭の準備・神事・後片付け等

89
38ｸ　ｺｳﾂｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 38区交通ボランティア 多治見市立滝呂小学校の通学路に立って交通安全誘導・安全確保のボランティア活動

90 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄﾀｼﾞﾐｷｮｳｷﾞｶｲ ボーイスカウト多治見協議会
定例会→隊集会・隊ｷｬﾝﾌﾟ等毎月第3土日　４月緑の募金・わんぱく祭り　5月多治見陶器祭り奉仕（献血キャンペーン）9月ｽｶｳﾄ
の日（市内清掃奉仕）11月多治見祭り奉仕12月歳末募金運動



団体名 主な活動内容

91
ｾｲｶｺｳｸｾｲｼｮｳﾈﾝﾏﾁﾂﾞｸ
ﾘｼﾐﾝｶｲｷﾞ

精華校区青少年まちづくり
市民会議

スポーツ支援、親子工作、夏祭りなど

92
ﾀｼﾞﾐﾁｸｺｳｾｲﾎｺﾞｼﾞｮｾｲｶ
ｲ

多治見地区更生保護女性会
市内の各中学校前において朝の声かけ運動。社会を明るくする推進運動の一つとして市内の中学生（3年生）に「押し花のしお
り」を作り一人一人に配布し犯罪・非行の防止を呼び掛ける。

93
ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ
ｻﾞｲﾀｸｼｴﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾐﾝﾅﾉﾃ

特定非営利活動法人
在宅支援グループみんなの手

ホームヘルパー事業、口腔衛生指導に関する事業、介護リフレッシュサービス事業、地域住民の交流事業、研修、啓発、広報事
業など

94 ｵﾄｼﾖﾘｦｻｻｴﾙｶｿﾞｸﾉｶｲ お年寄りを支える家族の会 介護者、介護を終えた卒業者が集い、本音で語り合う中で心の整理に寄り添い、支え合う。情報交換

95 ｲｸﾀｶﾞﾜﾏﾓﾛｰﾄﾞｶｲ 生田川マモロード会 国土、多治見砂防国道事務所が管理する生田川流域河川敷の環境整備と遊歩道整備を毎月第2日曜日9時～12時まで作業

96 ﾌﾚｱｲﾈﾓﾄ ふれあいねもと
相談事業（相談窓口の開設）
支援事業（高齢者・弱者の家事支援・学童保育の支援、障害者団体イベント支援、子育て支援等　）広報発行

97 ﾀｼﾞﾐｼﾔｸｼｮｷﾗﾒｷﾀｲ 多治見市役所きらめき隊 現在は年に5回程度、市有地の除草や枝切りを実施しています。

98 ﾀｼﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸｼﾞﾑｼｮ 多治見土木事務所
環境美化（道路美化、花木植栽維持、道路施設清掃等）、道路情報提供（落石、穴ボコ、交通安全施設等の道路情報）、まちづく
り提言等

99
ﾀｼﾞﾐｼｮｳｶﾞｲｼﾞｼｬｶｿﾞｸｶｲ
ｴﾝｼﾞｪﾙ

多治見障がい児（者）家族会
エンジェル

多治見市総合福祉センター４Ｆ技能習得室

100 ﾊﾋﾟﾈｽﾄ ハピネスト ホームステイ受入れ（おもに近隣大学からの留学生）

101
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾀｷ ボランティアグループ小滝

日常生活を営むのに必要な要件全般、病院への通院買い物のみならず、趣味休養なども・移送支援する。移送できる曜日は原
則的に、祝日を除く月曜から金曜日までとする。独居高齢者の話相手。環境整備

102
ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾀ
ｸｼﾞﾛｳｼｮﾗｸﾗｸ

特定非営利活動法人宅児老所

楽らく

託児・在宅（自主活動事業）
福祉有償運送事業（自主・介護保険）
通所介護（介護保険・自主事業）
ふれあい事業（コミュニティカフェ）

103 ﾗｸｼｮｳｶｲﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾂﾄﾞｳ 楽生会ボランティア活動
1、空き地・中央公園・児童公園・集会所周辺・道路沿い境界の竹柵修繕などの草刈り・清掃
2、町内畑で作物栽培収穫物の無料配布
3、健康体操・カラオケ・お茶会・絵手紙・麻雀・卓球・ハイキングなどの住民参加促進と指導・世話活動

104 ﾘｯｼｮｳｺｳｾｲｶｲﾀｼﾞﾐｼﾌﾞ 立正佼成会多治見支部
優ヶ丘授産所ボランティア
施設の介助

105 ｶｻﾊﾗﾁｲｷﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 笠原地域福祉協議会 健康体操・医療講座・趣味の講座等の事業実施。住民が集い交流できる場づくり等。

106 ｼﾆｱ　ﾃｨｰｼﾞｰｴﾑ シニア　ＴＧＭ 花を育てて公園に植える（花壇の管理等）　老人の健康促進

107
ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝ　ｷﾞﾌﾄｳﾉ
ｳﾀﾞﾝｼｭｼﾝｾｲｶｲ

NPO法人
岐阜東濃断酒新生会

酒害者本人とその家族が過去の酒害体験を語り合い、回復を目指す会。
断酒例会は、酒害体験を聞く、話すことを繰り返すことで依存症を自覚し断酒継続を可能にする自助団体である。


