
※活動内容・活動時間・入会条件など詳細はご相談下さい。 ※H30.12月現在

NO 主な活動分野 団体名 備考 主な活動場所
1 宇部奇術研究クラブ マジックショー 市内全域
2 宇部太鼓 太鼓 市内全域
3 宇部マンドリーノ マンドリン 市内全域
4 宇部民踊愛好会 民踊愛好会 市内全域
5 奇術クラブ銀友会 マジックショー 市内全域
6 ハルモニア・カラ ハーモニカ 県内
7 ぴゅーっと行雲流吹の会 リコーダー 市内全域
8 ボランティア・ベル ハンドベル 市内全域
9 アスワン山荘 入居者との交流 二俣瀬校区
10 うべ傾聴ボランティア「こころ」 傾聴 市内全域
11 宇部朗読ボランティアの会 朗読 市内全域
12 音楽で元気創造サークル 健康づくり 市内全域
13 吉部ふれあいサポート 有償助け合いサービス 吉部校区
14 傾聴ボランティア「ピア山口」 傾聴 市内全域
15 独立行政法人国立病院機構　山口宇部医療センター 病院内ボランティア 山口宇部医療センター

16 虹の会 地域の方との交流 東岐波校区
17 野いちごの会 歌・手遊び 市内全域
18 ぼたんの会 健康のため、唄・踊等 市内全域
19 ボランティアうるおいの会 施設訪問・行事手伝い 市内全域
20 ボランティアサークルたんぽぽの会 施設訪問等 市内全域
21 ボランティア日の山 施設行事手伝い 日の山園
22 ボランティア　ぽかぽか 施設支援 東岐波校区
23 ボランティア見初 校区内活動への協力 見初校区
24 ボランティア　四つ葉のクローバー 施設支援 神原・東岐波
25 朗読ボランティア　彩の会 朗読 市内全域
26 朗読ボランティア　杏の会 朗読 市内全域
27 朗読ボランティア　さざなみの会 朗読 市内全域
28 朗読ボランティア　白鳥の会 朗読 新川校区
29 朗読ボランティア　つくしの会 朗読 市内全域
30 宇部手話会 手話 県内
31 宇部ぷれジョブの会 職場体験支援 市内全域
32 このみ園 園内余暇支援等 黒石校区
33 障害者支援施設　高嶺園　あすなろ会 外出支援 県内
34 精神保健ボランティア　さらだ 料理教室 市内全域
35 福島の子どもたちとつながる宇部の会 障害児 市内全域
36 ふれあい自助具工房 自助具製作 市内
37 ボランティアグループ「音訳ひびきの会」 音訳 市内全域
38 山口盲ろう者友の会中部支部宇部地区 盲ろう者との交流 県内
39 朗読ボランティア　音訳さくらの会 音訳 市内全域
40 F・クローバーズ 障がい者の方との交流 宇部総合支援学校

41 NPO法人　iCom 地域福祉活動 県内
42 NPO法人　青い芽会 精神障害福祉 市内全域
43 NPO法人おひさま生活塾 余暇活動支援等 市内全域
44 NPO法人　スペシャルオリンピックス日本・山口 スポーツ 県内
45 NPO法人ふらっとコミュニティ 障害福祉 市内全域
46 NPO法人　むつみ会 精神障害福祉 市内全域
47 宇部おもちゃ病院 おもちゃ病院 県内
48 宇部市学校教育活動支援ボランティア 学校教育活動支援 市内全域
49 宇部市教育委員会　教育支援課 登校支援 市内全域
50 宇部市ふれあいスチューデントサポーター 学習支援 市内全域
51 宇部地区更生保護女性会 更生保護活動 市内全域
52 朗読ボランティア　ひつじの会 朗読 市内全域
53 CoderDojo　Ube プログラミング道場 市内全域
54 NPO法人子ども劇場山口県センター 子ども支援 県内
55 宇部興産労働組合 災害ボランティア 全国各地
56 宇部市上下水道局（災害時支援協力員） 災害支援 市内全域
57 カトリック宇部教会 災害支援 県内・その他
58 AEDを地域に広める会 AEDの普及 県内
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NO 主な活動分野 団体名 備考 主な活動場所
59 いっきゅう会 ご近所福祉サロン 小羽山校区
60 宇部グラウンド・ゴルフ協会 グラウンド・ゴルフ 常盤校区
61 宇部市食生活改善推進協議会 健康づくり 市内全域
62 地域ライフプラン研究会 中国練功18法 市内全域
63 山口アロマテラピーコンシェルジュ アロマテラピー 県内
64 山口県栄養士会　宇部地域専門部会 食と健康の啓発普及 県内
65 一般社団法人　環境リサーチ 環境づくり 県内
66 宇部市環境衛生連合会 環境保全 市内全域
67 宇部市地球温暖化対策ネットワーク 温暖化対策 市内全域
68 宇部野鳥保護の会 野鳥保護 県内
69 迫条真森隊 里山の手入れ 市内全域
70 持世寺里山の会 森林環境維持 厚東校区
71 常盤湖森林ボランティアクラブ 自然維持 常盤校区
72 日立建設株式会社 美化清掃活動 厚南校区
73 フラワーロード東岐波 花壇の管理・清掃 東岐波校区
74 NPO法人うべ環境コミュニティー 環境づくり 市内全域
75 外国の方との交流 THE　YOUNG　AMERICANS　in 山口宇部サポーターズ 外国の方との交流 県内
76 一の会 清掃・草刈 船木校区
77 宇部市老人クラブ連合会 老人クラブ 市内全域
78 小野観光推進協議会 ハーブ園の維持管理 小野校区
79 厚南四季の会 校区活動 厚南校区
80 ことぶきボランティアの会 奉仕作業 市内全域
81 災害ボランティア団体　すたんどあっぷ 被災地支援 市内全域・大学内

82 さつき祭実行委員会 園内行事支援 恩田校区
83 藤山ふれあいサポート会 有償助け合いサービス 藤山校区
84 よりあい処西ヶ丘 ふれあいの場の提供 西宇部校区
85 うべ交通まちづくり市民会議 交通安全 市内全域
86 宇部市ふるさとコンパニオンの会 観光ガイド 市内全域
87 VC35 図書ボラ 市内全域
88 宇部興産中央病院 院内図書ボランティア 宇部興産中央病院

89 宇部保護区保護司会 更生保護活動 市内全域
90 宇部保護区保護司会OB会 更生保護活動 市内全域
91 寄宿舎親の会 寄宿舎親の会 市内全域
92 公益財団法人　宇部市常盤動物園協会 園内ボランティア ときわ動物園
93 子育てほっとサロン実行委員会 子育て支援 神原校区
94 骨髄バンクを支援する山口の会 骨髄バンク支援 県内
95 セレーノ四つ葉 肢体不自由児者親の会 市内全域
96 点訳すずかけの会 点訳 市内全域
97 天理教婦人会宇部支部 草抜き、ガラスふき 山口宇部医療センター

98 「ハート♥のんびる」宇部サルビアグループ 被災地支援 市内全域
99 ふぁみらんど地域ボランティア 施設行事手伝い 施設内
100 プリベント・L 男女共同参画 県内
101 わかば会 外来案内 大学病院外来棟

102 NPO法人うべ子ども21 舞台鑑賞等 市内全域
103 NPO法人ときわ 障害福祉 市内全域
104 宇部市赤十字奉仕団 赤十字奉仕団 県内
105 宇部市婦人会協議会 地域福祉活動 県内
106 宇部新川ライオンズクラブ 社会奉仕活動 市内全域
107 宇部中央高校JRC部 JRC活動 市内全域
108 ダイナム宇部港町店 地域貢献 市内全域
109 男性料理同好会 地域福祉活動 市内全域
110 西岐波婦人連絡協議会 地域福祉活動 県内
111 山口県立宇部商業高等学校JRC部 青少年赤十字活動 県内

活動内容
ギター弾き語り

三味線
サックス演奏

〒755-0033　山口県宇部市琴芝町二丁目4番20号（宇部市総合福祉会館1階③番窓口）

℡0836-33-3134　Fax0836-22-4391

宇部市社会福祉協議会　個人ボランティア（一部抜粋）

活動日・条件等
日曜日10時～15時の内30分程度
火・木・金・土・日曜日、参加型（皆で歌う）
要相談

宇部ボランティアセンター（社会福祉法人宇部市社会福祉協議会　地域福祉課地域支援係）

スポーツ・
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健康づくり

自然・環境

地域活動

まちづくり

その他

全般


