
2018(H30)年度ボランティア活動実績一覧表
〈県内・県外近隣からの依頼対応〉

施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

第44回高崎まつり実行委員会
高崎まつりにおける運営サポート（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、備品の搬入出等）

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まで児童の健康診断の会場準備・案内、栄養指導（栄養講座）の会場
作り、誘導・指導のお手伝い

NPO法人高崎子ども劇場
遊び表現ワークショップ・町たんけんの手伝い、子どもあそびバザール2018運営サポート、ポイント
ラリーのサポートなど

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

前橋市児童文化センター 「子ども春まつり」「夏季教室」における子どもたちの参加のサポート、

草津温泉フットボールクラブ Ｊリーグ2018シーズンの試合日の運営サポート（チケットもぎり、会場案内、チラシ配布など）

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・アンケート調査など、高崎駅西口の高チャリ
ポートの清掃とまちなか散策

高崎市障害者サポートセンターるーぷ
パラリンピック正式競技「ボッチャ」の体験、ストレッチ・エクササイズ、フットサル練習会等における
会場準備、ゲーム進行の補助、片づけなど

群馬県立小児医療センター
フォンタンの会（いちごの会）における心疾患を持つ子どもへの遊び・学習の付き添い、親への学習
会の補助・クリスマス会のサポート

高崎市立大類小学校
子ども達が取り組む算数プリントの丸つけ、図書室内の本の配置換え、ラベル張替え、新刊図書カ
バーフィルムがけ、古い図書の廃棄等

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
2018ジャパンパラ陸上競技大会におけるパラスポーツ体験コーナー運営、チラシ配布、参加者受付
など

社会福祉法人　希望館 施設内レクリエーション活動への参加、準備、片付け

群馬県私立大学協会 平成30年度群馬県戦没者追悼式式典の補助

特定非営利活動法人　藍LOVE ボーリング大会における障害を持つ方（知的障がい・自閉症・身体障がい・視覚障がい）の付き添い

高崎市立高崎特別支援学校 運動会・ＰＴＡ親子交流ふれあいまつり、学習発表会などの駐車場の誘導・案内、イベントサポート

NPO法人　時をつむぐ会 ケルナー広場内における安全保持・管理、子どもの遊びのサポート

医療法人社団美心会　第26回美心祭実行委員会 来場者案内・催しの手伝いなど

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お手伝い、利用者介助等

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（つな引き・大玉ころがし・障害物
競争・パン食い競争など）

子どもワクワク食堂（元ひだまり子ども食堂） （１）親子クッキングにおける調理のお手伝い（２）子どもたちと一緒に遊ぶ

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、食中毒予防講座およ
び料理教室の参加者の介助、行事協力

特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」
入所高齢者との傾聴・コミュニケーションやレクリエーションの補助、納涼祭における模擬店の補
助、利用者の方の移動介助等

医療法人樹心会　角田病院 角田病院「アートワークショップ」

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における車いす体験コーナーのお手伝い

児童養護施設　桑梓（そうし） 納涼祭の出店補助

社会福祉法人　榛桐会 食育レストラン「晴れの日」のお手伝い

ぐんまパソコン倶楽部 全盲視覚障害者のためiPhoneの操作講習の補助

伊勢崎てらこや 野外での子どもたちの遊びのサポート



施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

NPO法人学習塾ＨＯＰＥ 生活困窮者の子ども（小中学生）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、後片付け等

岩鼻町子育観世音信仰会 子育て観世音大祭におけるゴミステーションのゴミ仕分けのお手伝い

群馬県立二葉高等特別支援学校 ＰＴＡ夏祭りにおける模擬店での販売、準備、片付け

社会福祉法人すてっぷ
地域交流の施設内祭りにおいて出店手伝い、清掃、駐車場整備等、わーくはうすすてっぷにおける
クリスマスパーティのお手伝い

社会福祉法人渋川市社会福祉協議会
渋川ふれ愛まつり＆ボランティアの日事業における総合受付、模擬店・ミニステージ発表・ボラン
ティア活動紹介コーナー等の補助、「だれでも広場」ハロウィンイベントのお手伝い

前橋市立前橋特別支援学校
前橋特別支援学校小学部の遊び・学習の補助、「あそびのくに」で遊ぼうにおける子どもたちの安全
等の見守りと支援

ＮＰＯ法人ＫＦＰ友の会 2018県民参加フェスタにおけるイベントブースのお手伝い・楽器指導・着ぐるみ

NPO法人ノア　学童クラブハーモニー 特別支援学校や特別支援学級に通う障害のある小中学生の夏休み期間中の遊びのサポート

ベビー＆マタニティフェスタ実行委員 イオンホールでの受付・案内、セントラルコートでのお客様の誘導、チラシ配り

みどり市障害者地域支援協議会地域づくり部会 「ボッチャ」のサポート

群馬県立歴史博物館(群馬の森) 群馬県立歴史博物館における「ワークショップ」･「学校プログラム」のお手伝い

群馬整肢療護園 利用者の車椅子の移動介助・買い物のお手伝い・催し物会場での付添い・催し物の準備

社会福祉法人　前橋あそか会 体育館内で入所者と一緒にレクリエーションを行ったり、交流したりするボランティア

社会福祉法人かんな会かんなの里
ファミリーコンサート及び利用者によるミュージカル発表イベントにおける利用者把握・受付・会場案
内など

社会福祉法人希望館 納涼祭の会場整備及び納涼祭運営の手伝い

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（成人・児童）、高齢者の同行援助、イベントのお手伝い

太田市立太田養護学校
運動会・学習発表会（すだち祭）の児童生徒の支援、わくわく祭りのゲームコーナー・販売のお手伝
い、駐車場整備、準備・片付け等

滝川学童クラブ 夏休み期間中の小学生の保育、遊びの支援

特定非営利活動法人ソーシャルグット 障害者・子どもを対象としたスポーツイベントの運営サポート

NPO法人じゃんけんぽん自然体験部　赤城わらべ
の里

子ども達のイカダ遊びや川遊びの見守り、食事作りの補助等

じぃじとばぁばの宝物いせさき宮郷 放課後児童クラブにおける子の遊び、宿題、運動のサポート

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）

介護老人保健施設グッドウエル 夏祭り模擬店のお手伝い

群馬県厚生農業協同組合連合会/介護センターみ
のりの丘

利用者の話し相手、食事時の手伝いなど

群馬県富岡保健福祉事務所 「ファミリーフェスティバル in とみおか」におけるお手伝い

群馬県立東毛青少年自然の家 親子キャンプリーダー、主催イベント（焼きまんじゅうづくり、石窯焼きピザづくりなど）の補助

公益財団法人　群馬県健康づくり財団 群馬県健康づくり財団におけるリレー・フォー・ライフ・ジャパン2018ぐんまのお手伝い

社会福祉法人　真心会 入居者（高齢者）との交流（レクリエーション・話し相手）

社会福祉法人みどの福祉会
経済的に塾に通うことができない子どもたち向けに無料で部屋を開放し、宿題を中心に自主学習ド
リルなどをマンツーマンで教える学習補助活動



施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

社会福祉法人薫英会　納涼祭実行委員会 納涼祭における各係の補助、利用者介助、駐車場整理

藤岡こども食堂　かがやき食事会 食事前のひとときに子どもたちが楽しめるような遊びを考え、提供するボランティア

日本福祉教育研究所 会場準備、受付、片付け等

「えんとつの町のプぺル」ひかる絵展in群馬実行委
員会

絵本「えんとつの町のプぺル」ひかる絵展in群馬の駐車場の案内や障害者サポートなど

Mサポふれあい祭り実行委員会 Mサポふれあい祭りの運営ボランティア

NPO・ボランティアフェスティバル実行委員会 平成30年度NPO・ボランティアフェスティバルのボランティア

がんばるお母さん支援事業iitoko イベントにおける駐車場案内・整理など、ブースでの幼児の遊びサポート

スパトレイル[四万to草津]実行委員会 各エイド地点にて給水補助、スタート・ゴール地点での受付補助など運営サポート

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、物品運搬のお手伝い、飲食物テント手伝いなど

はるな郷地域生活支援多機能センターにじいろ 障害のある児童の夏休み支援

医療法人貴志会　ケン・クリニック 障害を持つ子どもを対象とした学習支援と交流

株式会社ワンセルフ
発達・知的障害児（小学校1年生～高校3年生）の放課後デイサービスにおける夏祭りの準備、運営
のお手伝いと子どもたちのサポート

群馬NPO協議会 カッコソウの保護地整備拡大ボランティア

群馬県手話通訳問題研究会 講座開催時における保育（3歳～小学生・聴覚障害児もいる場合あり）

群馬県腎臓病患者連絡協議会 総会当日の駐車場誘導係、その他手伝い

群馬県難病団体連絡協議会 総会当日の駐車場誘導係、その他手伝い

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のイベントサポート

高崎市立高南中学校 中学生へ数学・英語（五教科の場合もあり）の学習補助

高崎市立浜尻小学校 高崎市立浜尻小学校浜尻まつりのお手伝い

社会福祉法人まつ葉の会　特別養護老人ホーム
ニコアス

納涼祭模擬店のお手伝い

社会福祉法人愛善会　幼保連携型認定こども園
鼻高こども園

鼻高こども園一日入園のお手伝い、希望保育のサポート

社会福祉法人玉樹会　特別養護老人ホーム明生
苑

特別養護老人ホーム明生苑文化祭のお手伝い

社会福祉法人幸真会　特別養護老人ホームたん
ぽぽ

秋祭りの準備、片付け、利用者の方との交流

新高尾学童クラブ 新高尾学童クラブにおける子ども達の外遊びの補助や見守り

前橋市立白川小学校 授業における学習支援、休み時間・放課後における児童との交流

藤岡土曜クラブクレッシェンド 障害者（小学3年生～30代くらいまで）の方のレクリエーション活動のお手伝い

特定非営利活動法人ながいきコンシェルジュ 特定非営利活動法人ながいきコンシェルジュ地域回想法シンポジウムの受付・会場係

片岡第二学童クラブ 児童と一緒に遊ぶ、宿題などのサポート

「社会を明るくする運動」本庄市推進委員会
「社会を明るくする運動」強化月間の7月に犯罪や非行防止等についての地域の方々の理解と協力
を得るための声掛けと啓発物品の配布

ＪＡ前橋市　地域密着型介護ホーム上陽 利用者さんと一緒に体操したり、施設周辺の散歩に行ったりする。



施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

いこいの里デイサービスセンター 日帰り旅行における付添いボランティア

社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会 小･中学生を対象とした「春休みボランティアスクール」当日の運営と参加者のサポート

ひだまり子ども食堂実行委員会 「とっておきの音楽祭」イベントに子ども食堂フリマとして参加するため、その準備と運営のお手伝い

花と緑のぐんまづくり吉岡町実行委員会 イベントのスタンプラリーの受付補助

吉井ふるさと祇園祭り 子ども向けイベントの補助（どじょうつかみどり等）、ワークショップの運営補助、会場内清掃の補助

金井ゼミ 赤い羽根街頭募金活動

群馬フェリーチェ学園 延長保育での先生のアシスタント、遊びのお手伝い、掃除、片付け

児童養護施設さんあい 模擬店のお手伝い、会場準備、駐車象誘導、片づけ等

社会福祉法人　はるな郷 運動会競技準備のお手伝い

社会福祉法人　マグノリア2000　特別養護老人
ホームシェステさとの花

特別養護老人ホームシェステさとの花における第1回さとの花介護フェスタにおけるお手伝い

社会福祉法人希望の家　療育センターきぼう 希望の家秋祭りにおける入所者の車椅子介助、会場設営、模擬店手伝い

社会福祉法人小山清風会　特別養護老人ホーム
しょうし苑

夏祭りの会場準備、駐車場の誘導案内

社会福祉法人大桐会　特別養護老人ホーム天の
間園

天の間園秋祭りにおける会場設営、イベント補助

社会福祉法人美里会 感謝祭イベントでの会場設営、清掃、片付け、ゆるキャラ対応など

社会福祉法人邑友会　介護老人福祉施設　やま
つつじ

第19回秋祭りにおける会場準備・片付け・模擬店の手伝い等

障害者支援施設ひまわり自立支援センター ひまわりフェスティバルでのテント設営など準備補助、利用者の方の食事の補助等

前橋おやこ劇場 ホリデーインまえばしにおける子ども達のおもちゃ作りの補助

足利両野保育園 午前は保育補助、午後は夏祭りの各店の係補助、保育補助、ゲーム係補助など

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

公共施設を利用して経済的困難世帯の中高生への学習支援

〈災害復興支援関連〉

施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

わたりば（ＶＳＣ） 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

わたりば（ＶＳＣ） 平成30年7月豪雨災害の募金活動

わたりば（ＶＳＣ） NPO法人わたりグリーンプロジェクトにおける植樹ボランティア

東北学院大学災害ボランティアステーション 語り部受講、震災展示施設訪問、漁業支援活動

〈サークル・部活・自己開拓によるもの〉

施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

神流川こいのぼり祭りにおける演奏

前橋市児童文化センター子ども春まつりにおける演奏

和太鼓集団「舞」



施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

デイサービスセンター和における演奏

高崎市中川長寿センターにおける演奏

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演奏

JAアシストホールたかさき納涼祭における演奏

特別養護老人ホーム桜桃園における演奏

JA収穫感謝祭2018における演奏

くじら森おやこまつりにおける演奏

ひゅーげ文化祭における演奏

ありす祭における演奏披露とお祭りのサポート

”くじら森”地域新年互例会における演奏

前橋市児童文化センターにおいて和太鼓の指導

下滝橋開通記念式典における演奏

大泉町西児童館における演奏

高崎市井野児童館クリスマス会におけるアカペラ披露

地域密着型介護ホーム上陽におけるアカペラ披露

ソーラン節組”陽炎” JAアシストホールたかさき納涼祭におけるダンス披露

VSC学生スタッフ 子どもたちを学校へ招待し、探検やレクリエーションを通じて大学生と子どもの交流を深める

VSC 古本回収ボランティア

NPO法人わくわく広場の会 中高生への学習支援

前橋市地域活動支援センターあざみ会 障害者の方とのバレーボールへの参加と交流

児童養護施設上里学園
（児童養護施設・生活支援ボランティアサークル）

子ども達との交流・活動補助

渋川市社会福祉協議会 「だれでも広場」2周年記念イベントスタッフ

イオンモール高崎
（イオン子どもボランティア）

子ども向けイベントのお手伝い

群馬県立妙義青少年自然の家 平成30年度「青少年ボランティア養成」

VSC学生スタッフ じゃんけんぽん利用者の方とプラバン作りなどの交流

VSC 小児医療センター患児の「遊びの会」の企画・実践ボランティア

医療法人社団山﨑会　サンピエール病院 障害者の方とのバレーボールへの参加と交流

障害者生活支援センターみさと ソフトバレーボールの見学・説明後、活動を通じた交流

群馬県精神保健福祉士協会（佐藤先生紹介） オープニングでの盛り上げ、着ぐるみの中に入るなど、バザー展のお手伝い

医療法人信愛会　本多病院 体力測定や出店の販売などの補助

和太鼓集団「舞」

アカペラ部「K-lingen」



施 設 ・ 団 体 名 活 動 内 容 等

社会福祉法人高崎福祉会 ウエルク高崎 障害者福祉サービス事業所における活動支援

社会福祉法人かすかわ会　特別養護老人ホーム
元気の郷

納涼祭の調理補助

高崎市社会福祉協議会 おもちゃ図書館における子どもたちとの遊びのお手伝い

群馬県警察本部少年課少年育成センター
少年の健全育成と非行防止活動のボランティア（立ち直り支援・街頭補導・非行防止キャンペーンな
どのイベント参加など）

前橋市子ども会育成団体連絡協議会 テント設営やカレー作りなどの子どもの実習補助

NPO法人あかぎの森のようちえん キャンプの夜のプログラム、キャンプファイヤ―のお手伝い

藤岡まつり運営委員会 藤岡まつり会場の清掃

キッズスタイルジャパン キッズスタイルジャパンステージのオーディション、リハーサル、本番のお手伝い

県立伊勢崎特別支援学校 運動会のお手伝い

認定NPO法人じゃんけんぽん 新春書道教室における子どもたちや高齢者の書きぞめの指導など

群馬県青少年会館 はじめてボランティア講座

白ばら幼稚園 プール遊び、給食支援など幼稚園の日常活動支援、運動会のお手伝い

NPO法人　JUON　NETWORK 森林作業体験、農作業体験、交流会

デイサービスなかい 高齢者の日常生活支援

NPO法人じゃんけんぽん 近隣大家族（囲碁・漢方教室・自習室）のお手伝い

ランモード群馬 視覚障害者伴走ボランティア

TSUBASA FC 知的障害の方とのサッカー練習、大会やイベントへの参加、ボウリング大会や食事会の開催

群馬県立高崎特別支援学校 文化祭のお手伝い

埼玉県立本庄特別支援学校 ハートまつりのお手伝い

児童養護施設上里学園
（児童養護施設・生活支援ボランティアサークル）

子ども達の学習支援や日常生活のサポート

群馬県立東毛青少年自然の家 平成30年度ボランティア養成事業「青少年ボランティア養成」研修参加


