
主催団体名 活動内容等

NPO法人日本動物愛護福祉協会 犬・猫の譲渡会の手伝い、動物の世話、掃除、外猫・ノラ猫の不妊キャンペーンの受付、術前術後の看護補助

大泉町・子どもたちのヘルスケアを考える多文化
共生の会

外国人学校に通う小1～中3までの児童の健康診断・栄養講座における会場準備・案内の手伝い

前橋市児童文化センター
冒険遊び場ゾーン内での子どもの遊び支援や見守り、本の貸し出し・返却の対応、読み聞かせ、イベントにお
ける手伝い

スパトレイル［四万to草津］実行委員会事務局
選手受付、必携品チェック、コース誘導、フィニッシュ会場での手荷物受け渡し、表彰式手伝い、エイドステー
ションにおける給水補助

NPO法人高崎子ども劇場 子どもあそびバザール2019の会場設営、受付、給水補助、遊びサポート、駐車場誘導、模擬店販売の手伝い

高崎まちなかコミュニティサイクル推進協議会／
フレまち隊ドロップ

高チャリのPR・ルール説明・マナーアップ啓発活動・アンケート調査、高崎駅西口の高チャリポートの清掃とま
ちなか散策

群馬県生涯学習センター（少年科学館） 科学工作を作るお手伝い、紙芝居、簡単な科学実験・展示物の解説や操作説明

第45回高崎まつり実行委員会
高崎まつりにおける各種催しのサポート、リサイクルステーションでのゴミの分別収集、会場内見回り清掃、備
品の搬入出手伝い

群馬県立小児医療センター
心疾患を持つ子とその親へのプログラムにおけるサポート、クリスマス会における準備・片付け、入院している
子どもたちへの支援

社会福祉法人恵林 えりん祭における模擬店やアトラクション補助、利用者引率、駐車場係

株式会社ひねもす 放課後等児童デイサービスでの発達障害を持った子どもへの宿題サポートや遊び支援

高崎市立高崎特別支援学校
PTA親子交流ふれあいまつり、交流学習発表会、運動会における進行補助、駐車場誘導、準備・片付け、児童
生徒への支援

高崎市立浜尻小学校／浜尻まつり実行委員会 浜尻まつりでのゲームや模擬店ブース・バザー運営のお手伝い、片付け

社会福祉法人恒星会／特別養護老人ホームほ
たる

納涼祭における入居者の移動介助、見守り、模擬店補助

高崎市医療介護連携相談センター南大類
医療介護連携フェスティバルにおける駐車場誘導、抽選受付、着ぐるみ、子どもの警察制服試着の手伝い、片
付け、スタッフ補助

高崎市障害者サポートセンターるーぷ 身体・知的・精神等の障害のある方を対象にした講座の会場準備や参加者へのフォロー、片付け

社会福祉法人薫英会／障害者就業・生活支援セ
ンターみずさわ

前橋高等特別支援学校卒業生との軽スポーツなどを通じた交流・話し相手

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央
病院

大規模地震災害を想定した災害訓練の模擬患者役ボランティア

箕郷レクスポーツ少年団
スポーツインストラクターのもと、小学生とニュースポーツ（キンボウル・ユニホック・アルティメット・ドッチビー）を
一緒に楽しみ、サポートする

医療法人社団美心会／第27回美心祭実行委員
会

美心祭における来場者案内・催しの手伝い

高崎市立中居小学校区児童育成クラブ 放課後の子どもへの宿題サポートや遊び支援

社会福祉法人かんな会／障害者支援施設かん
なの里

納涼祭における会場準備、利用者把握、模擬店の手伝い、セミナーやコンサートにおけるチケットもぎりや受
付・会場案内、作品販売

上毛新聞社 上毛新聞フェスタに来場した子どもたちと、新聞紙を活用したゲームで一緒に遊び、サポートする

わくわく子どもまつり実行委員会 わくわく子どもまつりにおける運営サポート、綿菓子、ポップコーン販売の手伝い、案内誘導

高崎市立城東小学校父親ネットワーク 高崎市城東地区バザー車いす体験コーナーでのサポート

社会福祉法人前橋あそか会
あそかまつりにおける障害者へのイベント・模擬店・バザー等に対する同行支援、レクリエーション活動や軽運
動のサポート

2019（H31/R1）年度ボランティア活動の実績（順不同）



主催団体名 活動内容等

医療法人井上病院/介護老人保健施設太陽
施設内での利用者への介助、お祭りにおける利用者への介助、屋台販売の手伝い、おみこしプログラムへの
参加

介護老人保健施設グッドウェル お祭りの案内誘導、模擬店などの手伝い

岩鼻町子育観世音信仰会 子育観世音大祭におけるゴミステーションでのゴミ仕分けの手伝い

群馬県難病団体連絡協議会 総会・講演会の駐車場誘導、ホール会場の設営、国会請願署名活動における署名協力の呼びかけ

高崎市心身障害者等連絡協議会 高崎市心身障害者等連絡協議会スポーツ大会における進行補助

公益財団法人群馬県健康づくり財団
がん征圧・がん患者支援チャリティーウォークイベントでの会場受付案内、リレーウォークの誘導、ライト設営お
よび準備、点火作業、撤収

社会福祉法人さかい福祉会／いこいの里デイ
サービスセンター

利用者の日帰り旅行の付き添い介助、見守り

社会福祉法人清栄会／特別養護老人ホーム清
里荘

清里祭りでの利用者への食事介助、片付け

前橋市おもちゃの図書館ぴえろ 発達が心配な子どもとその家族への工作、おもちゃでの遊び支援

藤岡市ボランティアネットワークセンター「ウィズ」 ペーパークラフトの体験講座における参加者の作品作りの手伝い

NPO法人学習塾ＨＯＰＥ 生活困窮世帯の子ども（小中学生）への学習支援

医療法人群馬会くわのみハウス地域活動支援セ
ンター

じゃがいも掘りの手伝い、バーベキュー会場の設営、片付け

医療法人山崎会／サンピエール病院 第2回オレンジフェスティバルにおける模擬店の手伝い、会場準備

群馬県禁煙支援県民公開講座実行委員会 健康フェスタ2019のイベントにおける健大ブースでの呼気一酸化濃度測定と非喫煙者証明書発行

高崎市NPO・ボランティアフェスティバル実行委
員会

第10回NPO・ボランティアフェスティバルでの受付、記念品交換、出展団体のサポート、会場撤収、片付け

前橋市手をつなぐ育成会 障害児・者および家族、スタッフの交流ハイキングにおけるサポート、ゲーム等進行の補助

キングオブパスタ実行委員会 キングオブパスタ2019における会場受付、誘導、来場者整理、各店舗での簡単な手伝い、片付け

一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワー
ク／アスポート学習支援センター

生活困窮世帯の小学生への学習支援、居場所づくり、食事提供

群馬県理学療法士協会広報部 理学療法フェスタinぐんまでの受付、会場運営補助

群馬県立しろがね学園 障害のある子どもへの夏休みの学習支援、女子力向上のための支援

群馬県立しろがね特別支援学校 「しろがね祭」における児童生徒との交流、しろがね喫茶の手伝い

社会福祉法人玉樹会／特別養護老人ホーム明
生苑

文化祭会場準備、利用者・参加者の介助

社会福祉法人前光会／障害者支援施設青空 前光会フェスティバルにおける模擬店の手伝い、利用者介助

有限責任事業組合信誠会 音楽を通じたライブ福祉イベントの運営補助、入場ゲートでの手伝い

NPO法人ノア／学童クラブひまわり 障がいのある小学1年～高校3年生までの児童の長期休み期間中の外遊びや室内活動のサポート

いせさき子ども劇場 冬休み期間中のクラブでの小学生の学習補助、遊びサポート、安全確認、簡単な昼食作り

ぐんまパソコン倶楽部 全盲視覚障害者のためのiphoneの操作講習の補助

社会福祉法人桐生療育双葉会／障害者施設桐
花園

桐花園祭での模擬店の手伝い、利用者の介助



主催団体名 活動内容等

たかさきこどもまつり実行委員会（高崎市役所観
光課内）

たかさきキッズパークにおける子どもへの遊びサポート、受付、会場整理

ベビー＆マタニティフェスタ実行委員会 子育て支援フェスタの会場設営、受付でのチラシ配布、ステージやホールへの案内、イベント補助

伊勢崎てらこや 子どもたちとの交流、田植えの実施

群馬県腎臓病患者連絡協議会 定期総会の駐車場誘導、昼食弁当の仕分けと配布

群馬県青少年会館／ふれあい・ゆうあい交流
フェスタ実行委員会

ふれあい・ゆうあい交流フェスタにおける各ブースでの手伝い、障がいをもつ子どものサポート、バザー・模擬
店補助

社会福祉法人広済会／つつじが丘光の園 お祭りでの模擬店販売の手伝いやイベント補助

社会福祉法人美里会／障害者支援施設みさと 感謝祭での会場設営、清掃、片付け、売店での飲食物の販売、出場者の控室対応

認定こども園／明徳幼稚園 園児の遊びサポート、絵本の読み聞かせ、お昼寝の見守り

たかさきスプリングフェスティバル実行委員会
里山広場における里山遊びや木工工作の手伝い、市民芸能祭におけるステージ作り、物品運搬、飲食物テン
トの手伝い

たかさき雷舞フェスティバル実行委員会 雷舞フェスティバルにおける設営・撤収、給水補助、入退場案内、ゴミステーションでの分別収集、会場巡回

たたら夢市実行委員会 たたら夢市での食べ物の販売補助、駐車場案内、抽選受付等本部の手伝い

伊勢崎市立北小学校こども発達相談室親の会 お楽しみ会の準備、傘袋ロケットの製作補助、子どもとの関わり、片付け

一般社団法人JTECC シンポジウムにおける会場設営・受付・案内

一般社団法人渋川青年会議所 へそ踊りパレード及びマーチング運営のお手伝い（腹絵描き、着付け、受付、救護、警備、着ぐるみなど）

群馬県サッカー協会eスポーツ事業部
2019茨城国体、全国都道府県対抗eスポーツ選手権における群馬県予選、準決勝、決勝大会の設営、運営、
撤去

群馬県私立大学協会 令和元年度群馬県戦没者追悼式式典の補助

高崎市総合福祉センターまつり事務局 高崎市総合福祉センターまつりにおける各種イベントの運営サポート

高崎市立大類小学校 子ども達が取り組むプリントの丸つけ、個別指導

児童家庭支援ホーム希望館 講座を受講中の母親に代わる子どもの託児保育

前橋トライアスロンフェスタ実行委員会 前橋トライアスロンフェスタにおける参加賞封入作業、選手受付、コース内の誘導、給水補助、観客整理

足利両野保育園 保育補助、夏祭りの各模擬店の手伝い

特別養護老人ホームすみれ荘 秋祭りでの誘導、準備、片付け、利用者との交流、おやつ介助

本庄市社会福祉協議会／本庄市ボランティアセ
ンター

小学校4年生～中学生3年生を対象とした「春休みボランティアスクール」企画運営と当日のサポート

Mサポふれあい祭り実行委員会
会場設営・準備、当日案内、ステージ呼び込み、着ぐるみ、チラシ配布、スタンプラリー、景品交換、食のコー
ナー補助、記録・撮影等

伊勢崎てらこや デイキャンプにおける子どもたちへの遊びサポート

一般社団法人群馬県障害者スポーツ協会 群馬県障害者スポーツ大会水泳競技における誘導係

笠懸いずみ第二こども園 こども園での保護者・職員向け講演会の間の託児保育の手伝い、託児スタッフの補助



主催団体名 活動内容等

群馬県立近代美術館 ミニワークショップで参加者の制作補助、準備・片付け

高崎市総合福祉センター 高崎市総合福祉センター秋の大収穫祭におけるくじ引きコーナーやボッチャ体験会での手伝い、カフェ販売

高崎市立高南中学校 生徒が準備した課題を進める学習についての見守り、質問への対応

高崎市立塚沢小学校 塚沢小ふれあい祭りでの会場設営、片付け、模擬店、バザー販売補助、スタンプラリースタッフ

児童養護施設希望館 児童養護施設で生活する子どもたちへの遊びサポート、宿題の手伝い

児童養護施設希望館 八幡の家 児童養護施設で生活する子どもたちへの遊びサポート、宿題の手伝い

社会福祉法人榛桐会／浜川こどもとおとなサ
ポートセンター

発達障害による学習困難を抱えた小中学生への学習支援

社会福祉法人協同福祉会／特別養護老人ホー
ムほなみ

利用者への車いす介助やお祭り運営サポート

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会
ごったくまつり・ボランティアフェスタぬまたのパネル、椅子、机などの運搬作業、当日来場者へのチラシ配布、
抽選コーナーの補助

社会福祉法人新生会 新生会老人ホーム祭りでの遊び広場、模擬店、バザー、喫茶の補助

社会福祉法人赤堀・東福祉会／特別養護老人
ホームサルビア荘

夏祭りのおける介護補助、食事介助、準備

社会福祉法人梅田福祉会／特別養護老人ホー
ム梅の郷

納涼祭での利用者様の付き添い、見守り、フォロー

沼田花火大会実行委員会事務局 花火大会会場のテント設営、受付品の配布、イベントアシスタント、ごみ拾い、トイレ清掃

特定非営利活動法人プラムの森 「プラム祭」での模擬店のお手伝い

特別養護老人ホームシェステさとの花 納涼祭における利用者の食事介助、話し相手

非営利活動法人日本健康文化協会 第1回健康寿命延伸フォーラムでの駐車場誘導

不登校と向き合う親の会／さくらんぼの実る頃 不登校の子を持つ親が集まる「対話集会」での子どもの遊び・勉強サポート

主催団体名 活動内容等

被災地（亘理町）の復興の状況見学及び中央児童センターにおける子ども達と遊びを通した交流

台風19号被災地（丸森町）での片付け・炊き出しイベントにおける子どもたちとの交流

被災地の復興の状況見学及び防潮林維持活動、地域の方々との交流、台風19号被災地（丸森町）での片付け
作業など

東北学院大学災害ボランティアステーション ワカメの加工工程の手伝いや梱包作業、メカブの耳そぎなど

主催団体名 活動内容等

VSC学生スタッフ企画イベントにおける萩原町育成会クリスマス会でのゲームの企画・実践・子どもたちとの交
流

VSC学生スタッフ企画イベントにおける学童クラブでの子どもたちへの遊びサポート

VSC学生スタッフ企画イベントにおける高崎駅西口周辺の清掃活動

高崎市NPO・ボランティアフェスティバルにおける高崎健康福祉大学VSCブースの展示・受付・バルーンアート
作製など

わたりば（ＶＳＣ）

災害復興支援関連

サークル・部活・自己開拓・紹介によるもの

VSC学生スタッフ



主催団体名 活動内容等

たかさき春まつりにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

子ども春まつりにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

神流川こいのぼり祭りにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

小規模特別養護老人ホーム双樹園納涼祭オープニングセレモニーにおける和太鼓集団”舞”の演奏披露

高崎まつりにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

医療介護連携フェスティバルにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

JA収穫祭での和太鼓集団”舞”による演奏披露

運動会における和太鼓集団”舞”による演奏披露

和太鼓集団”舞”による慰問演奏

花園ふれあいのつどいにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

“くじら森”おやこまつりにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

大八木町文化祭における和太鼓集団”舞”による演奏披露

ありす祭における和太鼓集団”舞”による演奏披露とお祭りのサポート

“くじら森”地域新年互礼会における和太鼓集団”舞”による演奏披露

前橋市児童文化センターにおける和太鼓集団”舞”による演奏披露

アカペラ部「K－lingen」 藤岡中央児童館の七夕まつりにおけるアカペラ部の演奏

VSC 群馬県立小児医療センター患児への「遊びの会」の企画・実践

NPO法人ひこばえ 玉村町西児童館での生活困窮世帯の子どもの学習支援

悴田農園 援農ボランティア（梨の収穫・防災網の収納等）

グリーンライフ中央前橋デイサービス デイサービスセンターでの利用者との交流・リハビリ補助

宿大類ふれあいサロン 宿大類ふれあいサロンお茶会での運営サポート

独立行政法人国立青壮年教育振興機構／国立
赤城青少年交流の家

育パパ＆育ママ応援ファミリーキャンプ・ネイチャークラフトなどの自然体験サポート、Mサポふれあいまつり・
赤城フェスタ運営サポート、ボランティア＆Vコーディネーター合同キャンプにおけるお手伝い・交流

群馬県立東毛青少年自然の家 「青少年ボランティア養成」講座参加、キャンプリーダーボランティア、みそ田楽づくりイベントのサポート

ケアサポートセンターようざん飯塚 認知症カフェ“歌声喫茶 昭和”における楽器演奏披露、運営サポート

埼玉県教育局県立学校部生徒指導課 埼玉県内における相談室や保健室などに登校する児童生徒への支援

社会福祉法人みどの福祉会 まんまる食事会クリスマス会における運営サポート・子どもたちとの交流

社会福祉法人梨花の里 納涼祭における模擬店販売の手伝い、利用者支援など

本多病院 本多病院祭りにおける体力測定や出店の販売補助

わの会 第13回わの会音楽会での受付・会場整理等

和太鼓集団「舞」



主催団体名 活動内容等

認定NPO法人じゃんけんぽん 近隣大家族D'sカフェ（認知症カフェ）における高齢者との交流

おもちゃ図書館かんがるー おもちゃ図書館での子どもたちとの交流・遊びのサポート

群馬県青少年会館 青少年指導者専門講座2つのワークショップへの参加

社会福祉法人かすかわ会／特別養護老人ホー
ム元気の郷

納涼祭における調理補助

前橋市市民活動支援センター K'BIX元気21まえばし周辺の清掃活動

麺-1グランプリin館林実行委員会事務局 麺-1グランプリin館林での案内、ゴミ収集、投票券配布、行列整理

NPO法人妙義会 子ども食堂におけるお手伝い

老人保健施設こまち／ショート・デイセンターこま
ち

ショート・デイセンターこまちでの利用者への日常生活支援

群馬県警察本部生活安全部 群馬県YOUNG防犯ボランティア協議会定期総会および研修会

じいじとばあばの宝物いせさき宮郷 学童クラブでの子どもたちとの交流・遊びのサポート

特別養護老人ホームげんき・倶楽部 入所者への調理補助、管理栄養士業務の補助、高齢者との交流

社会福祉法人大平台会／障害者支援施設友貴
園

障害者支援施設での利用者の日常生活サポート

NPO法人ノア／学童クラブひまわり 春休み期間中における障害のある児童の外遊びや室内活動の補助

多野藤岡医療事務市町村組合／公立藤岡総合
病院

藤岡総合病院内における総合案内受付、車イス介助

佐久市あいとぴあ臼田デイサービスセンター デイサービスセンターでの利用者の介助

神川町社会福祉協議会／神川町ボランティアセ
ンター

渡瀬学童保育所における児童との交流・遊びのサポート

社会福祉法人歩む会福祉会／あゆみ作業所 障害者福祉作業所での利用者の活動のサポート

公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織
委員会

2019ラグビーワールドカップ（熊谷会場）における熊谷駅からラグビー場までの道案内など

社会福祉法人伊勢崎かしま会／かしま保育園 かしま保育園における園児への保育サポート

さくら幼稚園 さくら幼稚園における園児への保育サポート

新町地蔵尊守る会 年始参拝者のための除雪作業

赤城育心こども園 赤城育心こども園における子どもの自由遊びのサポート

特定非営利活動法人日本救援衣料センター 中古衣料の寄贈による海外支援活動

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の
ぞみの園

のぞみの園施設紹介、講話「発達障害についての理解」等、体験学習への参加

群馬整肢療護園 群馬整肢療護園でのミニ講座・障害児の遊び講習への参加
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