＜地域福祉＞
団体名
市之倉森づくり部会

筒小屋の森

たじみロードサポーター有志の会
（ハイランド会）
滝呂台公園緑地愛護会

活動内容
①荒廃森林等の間伐及び作業道の整備

活動日時

活動の場所
市之倉ハイランドなど

日曜日

滝呂台公園、遊歩道及び周辺緑地全般

木曜日

②一般市民への温暖化防止広報、セミナーの開催

多治見市役所北庁舎、たじみ学びパーク内それぞ

奇数月第3土曜日午後

③東濃各地、環境フェアへの出展

れ会議室

他随時

②地域の整備
草刈り、伐採、清掃、植樹などの美化活動

9：00～11：00

①地域の温暖化防止課題に優先順位を付け取り組む
東濃エリアエコ協議会

④環境関連団体との連携を図る等
①岐阜県が推進する園芸福祉サポーター認定者や、園芸
に興味のある方々の、地域の医療・福祉施設、老人会、
学校、その他の団体への園芸活動の支援。
②子ども達と園芸を通じた交流、高齢者の仲間づくり・

園芸福祉グループ

グリーンサークル

生きがいづくりの支援。

県立多治見病院、聖十字病院、池田小学校、多治

・県病院玄関前花壇の園芸支援（月1回）

見環境フェアー2019、ヤマカ学びパーク、笠原児

・聖十字病院ﾃﾞｲ希望の家の園芸活動（月2回）

童館、発達支援センターひまわり他。県病院、東

・地域のイベント

濃特別支援学校中学校部（花育・寄せ植え）

随時
月曜日 午後
金曜日 午前

・特養エバーグリーン、アルママータ、第一陶技学園、
発達支援センターひまわり、児童館の園芸支援
・池田小学校・市之倉小学校の花育支援
・多治見市 花いっぱい運動の推進
NTT-OB

やまびこの会（多治見）

葉竹会
明和ボランティア隊
「水と街道」東濃西部会

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。
竹ぼうきで落ち葉の掃除
①公民館、神社、道路など公共物の清掃
②高齢者、障がい者宅の草刈り、清掃など

多治見市の市道（市街地除く）及びその付近

毎月第1月曜日 午前

新羅神社

月末 の火曜日 午前

明和町第二町内

随時

道路の河川周辺の清掃、遊歩道整備、植樹など自然環保 生田川・土岐川・可児川周辺等
全の奉仕活動

精華公民館等

虎渓山の遊歩道・明治古道の整備、竹林の伐採・椎茸
虎渓山の里山づくり

栽培・竹炭のドラムカン焼き、環境フェア参加、多治見 永保寺西側駐車場横の窯跡広場
市のイベント等に参加

事業計画に基づき随時
木曜日
9:00～12：00

団体名

活動内容

活動の場所

活動日時

多治見市を訪問される観光客に自然・歴史・文化遺産・
産業を伝える観光案内をおこない、観光振興と街の活性
化に貢献する

第２火曜日 10:00～勉強会、

①虎渓山永保寺、多治見修道院、西浦庭園、本町オリベ

多治見観光ボランティアガイド

ストリート等の名所を観光案内する

※HP有り

多治見市内を中心に岐阜県全域

②多治見市の観光行事への参加

13:00～定例会
ガイド依頼により随時
不定期で他施設への協力有り

③会員相互の連携・研鑽のための定例勉強会やガイド研
修、岐阜県観光ガイド連絡会参加
④観光資源の開発
①公園新入路の清掃及び草刈り並びに立木の剪定
②公園の清掃及び草刈り並びに立木の剪定
③公園内のベンチの修繕

かさはら森下公園を美しくする会

④公園周辺のツツジの保護

かさはら森下公園及びその進入路とその周辺

土曜日（午前）
随時必要に応じて

⑤公園内での善導
⑥上記以外の周辺環境整備
①多治見市緑化公園課の委託契約に基づき、春秋の２期
の花苗の生産
②緑化公園課の指示に基づき種まきから育苗し、ポット

かさはら花クラブ

出荷
③育苗ハウス付近の草刈り草取り、落ち葉の掃き掃除

多治見市笠原町上原

春季は３月末～６月

都市公園「かさはら花水樹ふれあいパーク」内

秋季は８月末～１１月

かさはら花クラブ花育ビニールハウス

他の月は不定期

④トイレ付近の花壇の剪定、草取り管理
①町内公園、児童公園、集会所周辺、空地草刈り・清掃
②町内菜園で農作物栽培と収穫物の町内各戸へ無料配布
楽生会ボランティア活動

③サロン活動…健康体操、カラオケ、絵手紙、マージャ 明和町第3町内地域、集会所、公園等

活動計画に基づき随時

ン・お茶・コーヒー会等
④町内主催の夏祭り、子ども会と芋掘り、いも煮会など
家庭で出る生ゴミを堆肥に変えて、野菜や花の肥料にす
ＮＰＯ法人シニアネット多治見
ポスト研究会

ダンボールコン

る方法を市民に伝える。

多治見市総合福祉センター

「生ゴミ堆肥化入門講座」と「生ゴミ堆肥化・がんばる 多治見市内の公民館など
人の・○○の集い」の実施

第２金曜日(午後)

団体名

活動内容

活動日時

活動の場所

食育推進運動の展開・各種講習会の開催・組織の強化、
多治見市食生活改善推進員協議会

食糧資源を大切にする。

多治見市保健センターを中心に各支部の公民館・

たじみ健康ハッピープランの推進、各種事業への協力参 地域等

計画書に基づき随時

加等
根本校区をみんなで育てる明るいまちづくりの為の活動
根本地域力向上推進会議
※HP有り

及び認知症高齢者支援活動
①防災グループ
い者

②地域交流グループ

③高齢者、障が 根本校区

随時

④子ども子育てグループ⑤防犯グループ

⑥自然・生活環境グループ
区内の行事等に積極的に参加し、親睦を図ることで発展
に寄与する。
体育委員会主催のマレットゴルフ・運動会・ミニフェスタ

ＭＰＣ（南姫振興委員会）

青少年委員会主催の夏祭り、南姫公民館主催の文化祭
町づくり主催のどんど焼き・北小木ホタルの里草刈り

多治見市第30区(南姫)内

計画書に基づき随時

市内全域

随時（依頼に応じて）

岐阜県立多治見病院

月～金

県営住宅周辺、敷地内

不定期

多治見土木事務所管内の県管理国道及び県道

計画書に基づき随時

神明神社、稲荷神社、住吉神社外

計画書に基づき随時

陶技学園主催の盆踊り・学園祭
ＭＰＣ主催のインターバルウォーキング体験会（4月・10
月）

住民主体による助け合い
ちょっとお手伝い

日常生活の支援（例：電灯交換、網戸修理、蜂の巣除
去、家具の移動等）
①総合サポート

岐阜県立多治見病院

②花壇の整備
③アトリウム
④緩和ケア病棟などでのイベント等

旭ヶ丘きれいにし隊

草刈り、清掃
環境美化（道路美化、花木植栽維持、道路施設清掃）、

多治見土木事務所

道路維持修繕（除雪、簡易な施設維持補修）、道路情報
提供（落石、穴ボコ、交通安全施設の道路情報）、まち
づくり提言など

池田神社総代会

祭等とその準備・神事・後片付け他

たじみレクの会

楽しくレクリエーションを普及・指導し地域の交流を図 多治見市総合福祉センター、星が台競技場、市内

土曜日（午前）

※Facebook有り

る活動をする。

日曜日

の小学校など

団体名

活動内容

活動日時

活動の場所

①笠原陶生苑清掃奉仕、月2回年間24回
②笠原保育園子育て支援センターの手伝い年間3～4回
多治見地区赤十字奉仕団笠原分団

③笠原小学校の家庭教育、学級防災教室に参加
④地域社協行事協力

笠原陶生苑・笠原保育子育て支援センター・笠原
小学校、体育館とその周辺

当番表に基づき活動

⑤日赤本部研修に参加
根本の歴史を調査し、交流センターなどで展示するの為

根本歴史を語る会

の活動
道路及び河川の清掃

根本愛郷会

河川の水質調査、花だんの手入れ
ホームレスの方々の自立支援

SSIOJ

炊き出しや物資などの提供
多治見市内の美化等のために年に５回程度、市有地の

多治見市役所きらめき隊
一般社団法人中部地域づくり協会
う・みちボランティアクラブ

除草や枝切りを実施。
多治見さぼ

砂防・道路施設の清掃・美化及び災害防止活動

根本町地内

不定期

根本地域全般

日曜日（午前）

名古屋市白川公園近くの高架下等。

第４日曜日

多治見市内

不定期

東濃地区

不定期

①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２人１組で訪問し、月に ひまわりサロン「傾聴サロン
2回程度、約１時間の「傾聴」を行う
傾聴ボランティア「ほほえみ」

ほほえみ」（多治

見市総合福祉センター）

②社会から孤立する傾向にある要支援者の見守りを兼ね 傾聴することが必要且つ、効果的と認められる高
て家庭を訪問し、介護予防を目的とした傾聴を行う

齢者等の自宅や高齢者施設。

③高齢者施設での話し相手

多治見市民病院（毎週木曜日）

月～金

④市民病院入院患者の話し相手
仕分け虹の会

福祉センターに寄付されたベルマーク、古切手の整理
及び計算集計をする。

多治見市総合福祉センター

たじみおもちゃ病院

各施設にておもちゃの故障を無料で修理する

総合福祉センター、滝呂児童センター、市民活動

※HP有り

イベントなどにも積極的に参加する

交流支援センター（ぽるとたじみ）

毎月第4水曜日
12：30～16：30
土曜日・日曜日

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
総合おもちゃ病院

助けや、その後のフォローを行う。おもちゃ病院では対 東濃地域ほか(その都度変更）
応出来ないおもちゃの修理や操作の手助けを行う。

依頼に応じて

団体名

活動内容

活動日時

活動の場所

①指導員講習修了者の育成
②普及員講習会開催の手伝いと講習、講師補助
多治見応急手当普及会

TARVO

③救急講習の普及と会員相互の技術向上

多治見市内開催の講習会会場、各マラソン大会の

④市内マラソン大会でのAEDステーション設置

AEDステーション設置場所等

随時（依頼に応じて）

⑤募金活動
⑥技能更新講習の受講
①赤い羽根共同募金の取り組み
ＴＡＪＩＭＩ

ＣＨＯＩＲ

ＪＡＰＡＮ

多治見

少年少女合唱団とシニアコア

②老人施設や病院などの慰問
③チャリティーコンサートの開催

多治見市内の公民館

土曜・日曜日の午後～夜間

④ねんりんピック開会式参加

＜地域福祉・高齢者福祉＞
団体名

活動内容

活動の場所

活動日時

寝たきりの方のお見舞い・独居の方への訪問・炊き出し
多治見市日本赤十字奉仕団

中央分団

訓練・練習・各研修会への参加・多治見市防災訓練

産業文化センター・市役所北庁舎

随時

多治見市内

活動計画書に基づき随時

明和町第二町内

活動計画書に基づき随時

多治見市内

随時

市内全域

随時

参加・三角巾・ＡＥＤ講習・赤い羽根募金活動
日赤奉仕団

池田分団

独居宅訪問・施設訪問・神社清掃
①町内会の美化清掃奉仕

あじさい会

②年２回高齢者（80才以上）を訪問
①訪問介護事業、通所介護事業

特定非営利活動法人在宅支援グループみんなの手

②地域住民の交流を図るための事業
③研修、啓発、広報事業など

五感健康法推進員

五感を使って認知予防(脳トレ・手芸・クラフト・音楽・
ゲーム・軽運動他）

＜障がい児者福祉＞
団体名
ＩＢＡＳＹＯ
※HP有り

AID

活動内容

活動の場所

障がいをもった方の居場所の提供や集団活動が出来る場
の提供。
スポーツやゲーム、お話等をして過ごしています。

多治見市社会福祉協議会内活動室など

活動日時
3ヶ月に1回
第2日曜日

団体名
多治見障がい児者家族会エンジェル
多治見口腔ケアグループはねっと
※ブログ有り

活動内容
障がい児者とその家族が暮らしやすい地域づくりをする
ための活動

活動日時

活動の場所
総合福祉センター

木曜日

平成9年より市内の介護施設の口腔ｹｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを始める。
施設を利用している障害児者・高齢者を対象に口腔ｹｱを 多治見市内の障がい児者、高齢者

不定期（依頼に応じて）

実施。

多治見アイパートナーの会
多治見手話サークル桔梗の会

市の広報誌などの音訳。録音図書製作
サークル活動を通じ、ろうあ者及び会員相互のコミュニ
ケーションを図り、手話通訳としての奉仕活動を行う。

多治見市総合福祉センター内録音室、自宅
総合福祉センター

4階

随時
木曜10：00～12：00（昼の部）
水曜19：30～21：30（夜の部）

点字カレンダー・書籍の点訳・行政からの文書依頼・
点字講習会・自立支援法による障がい福祉サービス・

多治見点訳友の会

視覚障がい者協会からの依頼文・プライベート

総合福祉センター

毎週水曜日10時～正午
第１、3木曜日19時～21時

サービス・その他
立正佼成会中津川教会多治見支部
居場所カフェ

マイペース

優が丘授産所でのお手伝い。お買い物ボランティア。
赤い羽根共同募金。
生きづらさを抱えた子を持つ保護者が集まり、
発達に関する情報の交換や共有をする。
障がい者の方が、自ら情報を入手し、学習・職業・生活

優ヶ丘授産所、福祉センター

水曜日

多治見市総合福祉センター

毎月第２水曜日

午前中

などに取り入れ、より良い生活を享受できるように支援 ・依頼者個人宅
耀の会

する。

・多治見市総合福祉センター

・特殊ソフトを使用した研修会・講習会・支援

・希望施設

月・金曜日

等

・相談活動

＜こども福祉＞
団体名
あしながおばさんと仲間たち
ヒューマンサポート
多胎児サークル

みど・ふぁど

特定非営利活動法人
※HP有り

WISH

まぁーる

活動内容

活動の場所

塾に通ってない子供さん対象の長期休み中の学習支援
新明公民館
月１回の定例会等。（日程の変更もある為、新規の方に 定例会は、福祉センター（主にミーティングルー
は確認の為連絡をお願いしています。
ム）で行っています。
親子行事、座談会、集会、お泊まり会など多胎児をもつ
多治見市総合福祉センター
親同士、多胎児として生まれた子ども同士での交流
主に乳幼児親子に関わる支援を行う広場運営、託児等

市内

活動日時
不定期（冬休み・夏休み等）
第３土曜日19：00～21：30
不定期（月１）
月、火、水、木、金午前9時～午後5
時

団体名

活動内容

活動日時

活動の場所

「この街多治見で子育てをするのが、今よりチョット
楽しくなる」をコンセプトに６つの事業を展開。
①親子居場所提供事業（親子カフェ）
特定非営利活動法人Mama's Café

②イベント事業

主に多治見市内の2店舗
①Mama`s ｃａｆｅ

③物販事業

②Mama`s plus 店舗

月～土

その他は東濃5市で研修等を実施しています。

④託児事業
⑤ファミサポ事業
⑥社会貢献事業（ｍａｍａ‘ｓ基金他）
年に４本の様々なジャンルの舞台を親子、仲間と共に
鑑賞します。舞台を観るだけではなく、会場作り
多治見おやこ劇場

チケットなどの例会当番、事前、事後交流会を開き

事務所

福祉ｾﾝﾀｰ

不定期

公民館等

事務所は月・木

演者さんとの交流を行います。自主活動として遊び

午前

の会、お泊り会、季節の行事も行います。
・妊娠期から出産、育児のそれぞれのステージの
ニーズに合った多胎支援メニューの提供
特定非営利活動法人ぎふ多胎ネット

・多胎家庭の現状と支援の必要性を社会に啓発。

岐阜県内全域

不定期

中西ウィメンズクリニック、可児自動車学校

不定期

・多胎支援を担う人材の育成。
・多胎に関する情報の収集
Mama’sぽけっと

管理

発信。

本会は、依頼を受けている中西ウィメンズクリニック、
可児自動車学校（KDS）における託児の運営
年長児（5才）から高校生までの少女の為の様々な体験
活動集会を月2回行っています。「自己開発」「人との

ガールスカウト岐阜県第22団

まじわり」「自然と共に」の３つのポイントを大切に資 総合福祉ｾﾝﾀｰ・地球村ｷｬﾝﾌﾟ場・根本交流・精華公 日曜日

※Facebook有り

格をもった成人の指導者のもとで様々な体験プログラム 民館・小泉公民館

火曜日

午後

が提供され、活動を通して自己肯定感、リーダーシップ
を養い社会に役立つ女性を育成しています。
定例会→隊集会・隊ｷｬﾝﾌﾟ等毎月第3土日 ４月緑の募
ボーイスカウト多治見協議会

金・わんぱく祭り

※HP有り

ンペーン）9月ｽｶｳﾄの日（市内清掃奉仕）11月多治見祭

5月多治見陶器祭り奉仕（献血キャ

り奉仕12月歳末募金運動
北栄校区青少年まちづくり市民会議

北栄校区の地域住民交流と青少年育成

地球村、太平公園

喜多緑地

福祉センター

多治見市内の野外活動の出来

他

根本交流ｾﾝﾀｰ、
随時

る場所
北栄校区

活動計画書に基づき随時

団体名

活動内容

活動日時

活動の場所

子どもの脳の発達段階や個性・才能に合わせた子育て方
一般社団法人

法がわかる講座。子どもたち一人一人が個性や才能を発

日本親子応援団

揮し、安心して暮らせる未来を実現するため、社会貢献 愛知県、岐阜県

※HP有り

不定期

事業の一環として子育てや子育てに関するお金を学びの
場を無料で提供する。

アトピッ子ぶうわの会

食物アレルギーの子どもをもつ親の交流会

※Instagram、Facebook有り

定例会、クリスマス会、お料理教室など
市内中学校にて朝の声掛け運動、卒業生に「押しの花の

多治見地区更生保護女性会

しおり」を配布して犯罪防止を呼び掛ける。

＜こども食堂＞
団体名

多治見市総合福祉センター他

随時

市内の小中学校

随時

活動内容

活動の場所

①子ども食堂
まごころ食堂実行委員会

②自習クラブ

ハニー・ハウス内

③フードバンク（随時）
食事の提供を主とし、子どもを中心とした居場所づくり

やこ＆もこの家

を通じて、地域における子どもの権利の保護を推進す
こども、高齢者、ひとり暮らしの方への支援を行う。

ニコニコ小泉こども食堂
笠原未来プロジェクト

ぞんがぁええのう

愛食堂
こどもにじいろ食堂

ふれ

活動日時
①第２土曜日

11：30～13：30

②毎週土曜日

13：00～15：00

③随時
神言修道院

ログハウス

第２土曜日

10：00～14：00

多治見市大原町7丁目86-1

毎月最終土曜日

毎月最終土曜日の昼食（弁当）にて対応
食事の提供（郷土料理・季節料理等）

大原老人憩いの家

※要予約

※コロナ禍で、話す・集う事が困難なため弁当・お菓

笠原中央公民館

第4土曜日

12:00～13:00

12：00～13：30

子・ジュース・食材の配布。
子どもさんの食事の提供を通じて居場所づくりをする
※現在は弁当配布

多治見市精華町47-2

第2・第4日曜日

12:00～14:00

※要予約

＜防犯・防災・安全見守り＞
毎月第１、第３金曜日
北栄防犯パトロール

『防犯』と地域の『安心安全』のためのパトロール実施 第３２区内
旭ヶ丘第８町内会

根本小学校安全パトロール隊

小学生の交通安全等の見守り活動

①きく理容室西側
②愛岐タイル団地入口の横断歩道

１時間程度

午後７時～

（夏期は７時３０分～）
２回/月（水曜日）
7：20～7：50

団体名

活動内容

明和町根本小学校通学路安全パトロール隊
北栄小・北陵中登下校時見守り隊

①登下校時の安全見守り
②通学路の障害物撤去
学童・生徒が安全に交差点を渡れるよう交通指導・
見守り
滝呂町121丁目町内及びその近隣において、交通煩雑
箇所に位置し、児童・生徒・地域住民に対する安全

滝呂町12丁目セーフティクラブ

サポートを行う。昼・夜間において不定期に町内を

根本小学校通学路(明和町）

月～土

午前・午後

北栄小入口、旧エリカ前交差点（旭ヶ丘8丁目）

月～金

７時20分～7時55分

7：00～8：00
滝呂町及び滝呂小学校区近隣

自動車に青色回転灯を搭載し、ボランティア活動で地域

ル隊

の犯罪・事故・災害等の地域の皆さんの関心を高める。

Tajimi

わんわんパトロール隊

PAWS

※HP有り
上原長寿会

多治見自警団

犬の散歩時に黄色いバンダナを着け地域の防犯
ボランティアをする。（着けない場合もある。）
小中学校 生徒・児童の見守り活動
花いっぱい活動
①企業及びその周辺地域内定期巡回と防犯意識・防災
意識の啓発

14:00～16：00
昼・夜

防犯・安全パトロールをする。
笠原校区青少年まちづくり市民会議青色パトロー

活動日時

活動の場所

不定期

特に笠原町一円。笠原幼稚園・笠原保育園・笠原

毎月２日・７日・１２日・１７日・

小学校・笠原中学校等の通学路・公園・コンビ

２２日・２７日

ニ・神社・大型スーパー等巡回し、声掛け

笠原町内のイベント時巡回する。

犬の散歩コース

不定期

笠原町主に上原地区

月～金

多治見市内

月曜・水曜・金曜の夜間

午後

②夜間パトロール

＜慰問・イベント訪問団体＞
団体名
キラリ会

Tiny Beats

活動内容
日本の民謡をみんなで踊る。
民謡披露、盆踊り、レクダンスなど
ポップス・昭和歌謡を中心にアコースティックな演奏で
集まった皆さんと共に楽しく歌う。

活動の場所
元町公民館、依頼があれば慰問に出かける。

市内各所（公民館、イベントなど）

活動日時
練習日…金曜日の午後
慰問…依頼に応じて
練習日…定期的
生演奏で歌いましょう…6~12月第4
土曜日
慰問…依頼に応じて

・二胡演奏を広める
二胡妃女

・二胡演奏で笑顔や元気になってもらう

施設や地域での催し、交流センターでの活動

・二胡の演奏の技術向上
野菊の会
キッタ・グリーン・ウィンズ
笠原琴姫会

民舞、三味線、施設訪問
多治見市内外の施設等への慰問、多治見市内のイベント
への参加、週1回練習
琴に合わせて唄ってもらう

練習日…第２・第３水曜
慰問…依頼に応じて随時

市内施設

不定期

根本交流センター（練習）・その他

毎週

介護施設

依頼に応じて

金曜午前

午後

団体名

活動内容

活動日時

活動の場所

ライブスチーム(ミニSL)に魅力を感じる仲間が集まり、
非営利で実際に多くの人に乗車体験していただく事を
目的とする。
①主催者及び依頼者との連携によりライブスチームの
森の汽車倶楽部

会場設営と運転を行う。

多治見市を拠点に、主に東濃地区を活動の場に

②実際に石炭を焚き蒸気を発生させ蒸気の力で動く

する。

各種イベントに応じて

機関車を使用する。
③会員は、ﾗｲﾌﾞｽﾁｰﾑの整備、点検及び安全運行を
努める。

おりべマジッククラブ
ハッピー
アンサンブル

クローバー

たじみミニ鉄道ボランティア

岐阜：交通事件遺族の会

④前項の目的を達成する為に、定期打ち合わせ会議
マジックの練習を通じて各種施設等の方に楽しんで頂く 公民会

多治見市内外の施設等

ことが目的となっています。

（多治見市、土岐市、瑞浪市）

歌謡舞踊を練習し、幅広く慰問

市之倉町1丁目

アンサンブル演奏によるボランティア活動

主に多治見市

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。
犯罪(交通が主)による遺族の集い

愛岐パーク

集会場

及びその周辺

総合福祉センター

グリーフケア

定期的。第2・第4土曜日の午後
定期的

毎週水曜

不定期

月～土

午前午後

不定期

不定期

交通安全・命の大切さの講話『いのちのメッセージ展』
ハラウ・フラ・オハナ

月２回

指導者からの指導を受けること月1回の自主練

習を実施し、フラダンスの曲の振り等の練習。
①社会福祉協議会のPR・福祉の啓蒙活動・施設慰問活動

社協たじみ

ハピネス

②各地域のお祭り・社協事業所のｲﾍﾞﾝﾄ・地域合唱祭等に
合唱で出場し、歌の楽しさを伝える。慰問活動等

＜その他の団体＞
団体名
グロウネット

活動内容
毎月１回会報誌を発行、地域の枠を外した市民活動の
紹介、支援

まなびパーク、市之倉公民館
多治見市総合福祉センター・各事業所・福祉施設
など

不定期

隔週の木曜月2回開催

活動の場所
多治見市総合福祉センター

活動日時
不定期

団体名

活動内容

活動日時

活動の場所

池田町屋郷土資料館や市図書館郷土資料室等が保有する
古文書を楽しむ会

古文書を分類整理し、それらの古文書を解読文書化し、
製本して市図書館郷土資料室に寄贈する。

多治見市学びパーク学習館

土曜日

午前

火・木曜日

午後

郷土資料室所蔵の古文書を整理分類する。
岐阜東濃断酒新生会
多治見市母子父子寡婦福祉会

断酒活動
母子家庭の自立促進、児童の健全育成。寡婦の生きがい
向上をめざす

多治見市総合福祉センター

金曜19:00～21:00

多治見市総合福祉センター３階売店

月～金

