
平成30年12月現在

☆活動分野について☆

NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

1 演奏・演芸 宇部奇術研究クラブ

＜目的＞
マジックの不思議さ楽しさを十分堪能して欲しい。
＜内容＞
・原則として、室内で演技ができる所
・マジックを演技する前の事前準備室が必要
・演技する場所は車で30分以内のところ
・マジックを理解できる人

2 演奏・演芸 宇部太鼓
宇部まつり、宇部新川まつり、地域の行事、施設の慰問
宇部市、山口県の行事に参加
民間の行事に参加等

毎週火曜日・木曜日　午後6時～午後9時 33 有

3 演奏・演芸 宇部マンドリーノ

＜目的＞
1．マンドリン演奏を通じて、会員同志が楽しい時間を過ごす
2．人に聴いて頂いて、楽しみを分かち合う。
＜内容＞マンドリン音楽を楽しむサークルです。毎年偶数年には定期演
奏会を、奇数年にはヒストリア宇部でアットホーム・コンサートを行なうか
たわら、ご老人ケア施設で慰問演奏会を催し、マンドリン演奏を楽しく聴
いて頂くようにしています。

毎週木曜日　19時～22時までヒストリア宇部で
（演奏会が近づいたら、日曜練習をペアレントで）

32 有

※主な活動分野別・50音順

✯幼児・児童・青少年…学習支援等の幼児・児童・青少年と関わるボランティア ✯まちづくり…交通や観光等、まちづくりに関するボランティア

✯防災・安全・災害支援…災害ボランティアや救命救急等 ✯その他…他の活動分野にあてはまらないボランティア

✯スポーツ・レクリエーション・健康づくり…運動や健康に関するボランティア ✯全般…地域福祉活動や奉仕活動等、活動分野全般にわたって活動するボランティア

平成30年度　宇部市社会福祉協議会　ボランティア・ＮＰＯ法人　登録団体一覧（詳細版）　（111団体）

✯演奏・演芸…施設やイベントでの音楽等の披露や指導 ✯自然・環境…環境保全や美化活動等

✯高齢者…高齢者施設訪問等、高齢者の方と関わるボランティア ✯外国の方との交流、海外支援…外国の方との交流活動等

✯障がい者…施設支援や音訳・点訳等、障がい者の方と関わるボランティア ✯地域活動…見守り・サロン・助け合い等校区内での活動



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

4 演奏・演芸 宇部民踊愛好会

1．定例会月4回（火曜日）10～12時の間神原ふれあいセンターにて日本
民踊をたのしんでいます。
2．学校の運動会に協力
3．施設にボランティアとして民踊を見てもらったり
4．山口大学・高専などの留学生に日本民踊の楽しさを！着物を着て！
ボランティアで学校に協力
5．市の行事に協力
6．楽しみ！健康維持出来るのが最高に良い。

毎月火曜（第1、2、3、4）10時～12時
神原ふれあいセンター

23 有

5 演奏・演芸 奇術クラブ銀友会

＜目的＞マジックによる社会参加（ボケの防止、仲間づくり）
＜内容＞
・施設での慰問、地域イベント等に年間50回程度参加
・定例会では自己研鑚や茶飲み会を実施

・例会　毎月第三火曜日　13～15時　ふれあいセンター
・ボランティアマジック活動を地域や要請があって行う

17 有

6 演奏・演芸 ハルモニア・カラ

＜目的＞ハルモニア・カラ（ギリシア語で共に歌を楽しく）をモットーに楽
しんでいただく
＜内容＞地域の催し、施設の慰問、各種音楽の大会に歌、ハーモニカ、
日本舞踊、フラダンスの構成で出演し、喜んで頂いております。

限定せず 3 有

7 演奏・演芸
ぴゅーっと行雲流吹の
会

＜目的＞音楽を通じて高齢者や障害者等に楽しんで頂く
＜内容＞リコーダーで懐かしの流行歌や唱歌等を中心に演奏していま
す。新しいJ-pop等も取り組んでいます。場合によってはリコーダーだけ
でなくバイオリン・ギター・キーボード等が加わることがあります。高齢
者・障害者施設等、どちらにでもお伺いします。

不定期 6 無

8 演奏・演芸 ボランティア・ベル

＜目的＞
・ハンドベルを通して障害児・者との交流
・高齢者との交流
・会員の成長を図る学習会を持つ
＜内容＞
・ハンドベル演奏
・手遊び・手作り楽器と合わせて歌唱
・絵本読み、紙芝居、朗読

毎月第2・3・4水曜日10時～12時（青少年会館）
原則第2（水）は午後施設訪問　14～15時

10 有

9 高齢者 アスワン山荘

＜目的＞
入居者との交流
＜内容＞
買い物付添い、話し相手、イベントの手伝い

・毎月1・2・3木曜日　10時～12時　特別養護老人ホーム
・毎月1回14:30～16時　特別養護老人ホーム
・3ヶ月1回10:30～13時　特別養護老人ホーム

9 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

10 高齢者
うべ傾聴ボランティア
「こころ」

＜目的＞
認知症の人への寄り添い。いろいろな悩み、思い出話に耳を傾けお互
いが楽しい時間を共有できていると確信している。皆誰でも話したいん
だな～とつくづく感じる。
＜内容＞
各施設で月1回　1対1で約1時間のお話し相手　個人宅もOK

毎月第1木　9：30～12：00　ヒストリア（研修会）
毎月第2（月）神原苑 東新川ﾃﾞｲ14：00～/第3（月）新川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ14：
00～
毎月第3（水）ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲSあい14：00～/第4（月）あすとぴあ14:00～
15:00
第3（金）13：30～　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｱｯﾌﾟﾙ/　個人宅Kさん宅

6 有

11 高齢者
宇部朗読ボランティア
の会

＜目的＞現在活動中の朗読ボランティアグループ（7グループ）の活動
促進、情報交換、研修等を行なうこと。
＜内容＞
・研修－NHK全国巡回朗読セミナーの受講
・情報交換－各グループの活動の発表
・訪問朗読の調整（このみ園、学童保育）

・4月19日総会
・4月、9月、3月運営委員会（福祉会館）
・5月29日NHK全国巡回朗読セミナー（福祉会館）
・10月1日情報交換会（福祉会館）
・訪問朗読；このみ園、学童

52 有

12 高齢者
音楽で元気創造サー
クル

＜目的＞音楽で元気創造サークルは、音楽を通して心も身体も健やか
で、人生を豊かに自分らしく過ごしていくことを目標に活動しています。
＜内容＞対象は60歳以上で80歳を過ぎておられる方も参加しておられ
ます。内容は、唱歌・歌謡曲を中心に歌唱や音楽に合わせての体操、レ
クリエーション等を行なっています。年度末の3月には参加者によるコン
サートを開催しています。会員の皆様は、毎回活動を楽しみにして参加
しておられます。

毎月第1・3金曜日　9：00～11：30　藤山ふれあいセンター
毎月第2金曜日　10：00～11：30　神原ふれあいセンター
毎月第2・4水曜日　10：00～11：30　黒石ふれあいセンター

37 有

13 高齢者 吉部ふれあいサポート
＜目的＞吉部の高齢者の方が安心して生活できるように、吉部住民に
よる見守り・サポートをする。
＜内容＞見守り（安否確認）、家事援助、草刈り

依頼内容によって臨機応変に対応
9：00～17：00
吉部校区のみ

10 有

14 高齢者
傾聴ボランティア「ピア
山口」

超高齢社会に入り、お互い仲間（ピア）同士助け合うことがますます必要
になった。私達はよい聴き方のトレーニングを積んで心にさみしさを抱え
る高齢者との関わりを持って相手の方が私達との関わりを喜んで頂け
たらうれしい。又、少しでも元気になって頂ければ一層うれしい。ボラン
ティアの方は、人生の大先輩の話に感動や教わることも多く、自分自身
の新たな生きがいを感じることが出来るという相互扶助の活動である。

施設でのボランティア活動
・毎月第2水曜日　13：30～14：30
・毎月第3水曜日　10：20～11：20
・毎月第4水曜日　13：15～14：15
定例会
・毎月第3水曜日　11：30～15：30　於　らいぶりー　1F　ふくの間

有

15 高齢者
独立行政法人国立病
院機構　山口宇部医
療センター

＜目的＞入院されている患者さんに対して療養サービス
＜内容＞
・身の回りの世話（お茶くみ、食器下膳、入浴介助等）
・話し相手（読書、筆談、手話等）
・その他（行事手伝い、花壇等手入れ、病院内案内等）

毎週月曜、水曜、木曜、金曜日の午後
時間詳細（13:30～15:30）

68 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

16 高齢者 虹の会
＜目的＞75歳以上の独居の方へ誕生お祝いと安否確認
＜内容＞毎月1回第一火曜日に、75歳以上の方へ誕生月にケーキを焼
いて届ける。

月1回　第1火曜日　9時～13時 19 有

17 高齢者 野いちごの会

＜目的＞歌を聞いたり、一緒に歌ったり、手遊びをして、楽しい一時をす
ごしてもらう。
＜内容＞童謡・唱歌から歌謡曲まで懐かしい曲を手遊びなどを取り入
れながら皆さんと一緒に歌っています。

毎月第2水曜日　14:00～16:00　代表者宅 17 有

18 高齢者 ぼたんの会
＜目的＞健康のため
＜内容＞唄、踊、三味線、演芸

デイサービス等で唄、踊、三味線をしています（月1回）
毎月1回練習をする

6 無

19 高齢者
ボランティアうるおい
の会

＜内容＞
・アスワン山荘　月3回：木曜日、月1回：水曜日他
・福祉のまつり　・はぁ～とofふれんず運動会
・彫刻清掃　等々

毎日　AM9:00～PM15:00 14 有

20 高齢者
ボランティアサークル
たんぽぽの会

神原苑　おむつたたみ
豊生苑　入所者の交流
託児（依頼があれば）
視覚障害者　婦人部活動手伝い

・毎月第3水曜日10時～12時　男女共同参画センター　定例勉強会
・神原苑　毎月第2、3木曜日　10:00～11:00
・豊生苑　毎月第1火曜日　12:50～15:30

15 無

21 高齢者 ボランティア日の山 園の行事のお手伝い（日の山園）
毎月第1・2・4金曜日　10時～12時
毎月第3木曜日　13時～14時
日の山園

12 有

22 高齢者
ボランティア　ぽかぽ
か

・日の山園入所者への喫茶のサービス
・のぞみ園　移動時の誘導及び3B体操支援

毎月第2木曜日　13:00～15:30
社会福祉法人光栄会　日の山園
喫茶サービスの提供

12 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

23 高齢者 ボランティア見初

校区ふれあい昼食会
独居老人の見守り
校区自主防災会参加
みぞめっ子通学合宿の協力

不定期 14 有

24 高齢者
ボランティア　四つ葉
のクローバー

・毎月第1金曜日（10:00～11:00）神原苑
・毎月第4金曜日（13:30～15:00）宇部医療センター

6 有

25 高齢者
朗読ボランティア　彩
の会

＜目的＞朗読を通して高齢者・障害者・幼児・児童と心の交流をはか
り、理解を深め、双方が楽しくとにかく楽しく時間を過ごすこと。
＜内容＞朗読・紙芝居・パネルシアター・手遊び・体操・歌・その他あり。

・定例会　毎月第2・4水曜日10時～12時　セミナールーム（小）
・ふぁみらんどデイサービス　毎月第2水曜日　14時～14時45分
・むべの里藤山グループホーム　6・9・11・2月第4水曜日

5 有

26 高齢者
朗読ボランティア　杏
の会

＜目的＞朗読を通じ奉仕活動をすること。
＜内容＞
・定期的に施設訪問し、朗読・紙芝居・パネルシアター・ハンドベル・歌
唱・手遊び等を行なっています。
・毎月1回、施設訪問のための練習、勉強会を行なっています。

・毎月第2木曜日　9時半～12時　福祉会館2階　セミナールーム（小）
・毎月第3・4・5水曜日　14時～15時　※施設訪問（むべの里ひらき、む
べの里東本町、むべの里東芝中）
・このみ園（夏休み・春休み）
・くるみ園（7月）
・学童保育（夏休み）

8 有

27 高齢者
朗読ボランティア　さざ
なみの会

＜目的＞高齢者施設オアシス琴芝を訪問し、楽しく過ごしています。
＜内容＞1時間程度の訪問で紙芝居・歌・クイズ・手遊び等で一緒に楽
しく過ごしています。
又、「宇部朗読ボランティアの会」が行なう朗読技術向上の為の研修会
やボランティア活動に協力します。

毎月第1水曜日（1・5・8月は休み）13:30～15:00
オアシス琴芝グループホーム

5 有

28 高齢者
朗読ボランティア　白
鳥の会

＜目的＞朗読ボランティアグループとして福祉活動を行なうことを目的と
しています。
＜内容＞
・神原苑新川デイサービスセンターや障がい児施設・学童などで朗読
（絵本・紙芝居・落語など）・レクリエーション（手遊び、クイズ、ハンドベ
ル）を実施
・紙芝居・パネルシアターの作製

・定例会　毎月第2木曜日　9:30～12:00　福祉会館
・活動日　毎月1回　13:00～15:00
福祉会館で練習後神原苑新川デイサービスセンター

5 有
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活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

29 高齢者
朗読ボランティア　つく
しの会

＜目的＞
朗読（昔話、詩集）、紙芝居、絵本の読みきかせ、パネルシアター、絵本
寄席、歌、手遊び、なぞなぞ、俳句紹介
＜内容＞
例会　第2木曜日　13時～17時
訪問先　第3木曜日　共生苑（10:30～11:30）
　　　　　 第3木曜日　オアシス琴芝（14:00～15:00）
　　　　　 第4木曜日　グループホームアップル（13:30～14:30）
このみ園（春休み・夏休み）、学童保育（春休み・夏休み）

・毎月（8月を除く）第2木曜日　13時～15時福祉会館
施設訪問　第3木、第4木（8月、12月除く）

8

30 障がい者 宇部手話会

＜目的＞
宇部市手話会は聴覚障害者と活動を共にしながら手話を学び、障害を
正しく理解し、福祉向上に寄与することを目的に活動しているボランティ
アサークルです。
＜内容＞
当会は昼の部と夜の部によって構成されておりそれぞれが同じ目標の
達成をめざし、互いに連携をとりながら積極的かつ和気あいあいと活動
を取り組んでいます。手話を学びながら聴覚障害者との交流を行ってい
ます。

毎週木曜日　10:00～11:30　福祉会館2Ｆセミナールーム（大）
毎週金曜日　19:00～20:30　福祉会館2Ｆボランティア交流ホール（大）

74 有

31 障がい者 宇部ぷれジョブの会

小学5年生から高校3年生までの障害児が、放課後や休日を利用して週
に一回程度一時間（実態により変更有り）地域ボランティアの「ジョブサ
ポーター」に見守られながら職場体験をする。月に一度関係者全員が集
まり子供の活動を振り返り、半年が過ぎると次の職場へ向かう。

毎月第3木曜日　18:00～20:00 30 有

32 障がい者 このみ園

＜目的＞長期休暇中の園児の余暇の充実や、行事を通して地域住民と
園児の交流のため。
＜内容＞行事（七夕夏まつり、クリスマス会）の際に、園児の付き添いや
ステージ発表をしていただき、春休み、夏休み中に園児の学習補助。余
暇支援などをしていただくボランティアです。

施設内 40 有

33 障がい者
障害者支援施設　高
嶺園　あすなろ会

＜目的＞外出支援
＜内容＞障がい者さんのサポート等

20 無
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活動分野

（主な分野）
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会員募集
の有無

34 障がい者
精神保健ボランティア
さらだ

＜目的＞食を通して毎日の何気ない行動から仲間同士のコミュニケー
ション・信頼関係を深めるサポートをする。
＜内容＞色々なことをみんなでやってみる料理教室
1．献立を立てる（今日の昼食は何が食べたいか考える。旬の物、栄養）
2．歩いて買い物に行く（予算を考えて品物を手に取って確かめる）
3．料理を作る（野菜を洗い、皮をむき、切り揃え仲間と味を確かめる）
4．作った料理を仲間と楽しくおいしく食べる。
5．使った道具・食器はきれいに片づける。

・奇数月の第一金曜日　9：30～14：00
福祉会館　3F　調理室
・毎月第3金曜日　9:30～13：00
山口県立こころの医療センター

6 有

35 障がい者
福島の子どもたちとつ
ながる宇部の会

＜目的＞福島で被災された発達障がい（自閉症）の子どもを持つ家族と
の交流及び3.11を忘れないための活動
＜内容＞
・過去7年間に8回保養で訪れた家族との交流と宇部に移住された2家族
への経済支援
・毎年3月11日に近い週末に「3.11被災地に思いをよせる宇部市民の集
い」を主催

月1回の水曜日　19時～20時半
福祉会館2F　ボランティア活動室

32 有

36 障がい者 ふれあい自助具工房

＜目的＞身体の不自由な人々の手助け
＜内容＞障害・病気・高齢のため身体の不自由な人々の依頼を受けて
その人に合った日常生活補助具（自助具）を設計し、製作を行う。
依頼者には材料費だけを頂き低価で提供するボランティアです。

・第2土曜日午後1時（13時）～4時（16時）
・市民活動センター
・常時自宅

5 有

37 障がい者
ボランティアグループ
「音訳ひびきの会」

＜目的＞視覚障害等への支援（音訳）
＜内容＞視覚障がい者への宇部市広報・議会だより・上下水道局・その
他行政情報の音訳業務
音訳研修、会員間の研修（向上のための勉強会）
山口県点訳、会員間の連絡会での研修、NHKの音訳研修等々

毎月第1月曜日10時～12時　多世代ふれあいセンター
年1回音訳奉仕員養成講座開催（30年度は9月末木曜～5回）

27 有

38 障がい者
山口盲ろう者友の会
中部支部宇部地区

＜目的＞視覚・聴覚に不便を感じられている人と交流・介助。それに伴
う学習もする。
＜内容＞盲ろう者の方を訪問・交流をする。そのために触手話、指点字
の学習をする。

毎月月曜日（第2、第4）13:30～15:30
ボランティア活動室にて情報交換・計画を図る。
触手話・指点字の学習をする。

12 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

39 障がい者
朗読ボランティア　音
訳さくらの会

＜目的＞視覚障害者を対象として「社協だより」の音訳、CDの作成をし
ています。
＜内容＞録音はPCを使って行ないますが、簡単なPC操作が出来れば
大丈夫です。指導も致します。
又、「宇部朗読ボランティアの会」が行なう朗読技術向上の為の研修に
参加したり、活動に協力します。

社協だより発行月の前月中旬付近にて、1週間程度（不定期）
多世代ふれあいセンター内の録音スタジオ内

2 有

40 障がい者 F・クローバーズ
＜目的＞障がい者の方との交流及び余暇活動支援
＜内容＞工作等、日中活動の補助

毎月第2・3日曜日　10時～16時
宇部総合支援学校

10 無

41 障がい者 NPO法人　iCom

＜目的＞アディクション（私癖）を持った方々や大人の発達障害の方々
がよりよく生きられる様支援させて頂く。
＜内容＞
・農園にて野菜など栽培
・分かち合いの場を設け情報の提供
・アルコール依存（ギャンブル、薬物、買物、クリプト等）
・地域へ向けての啓発活動

・第2・4火曜、第5水曜　嘉川地域交流センター（18:00～21:00　研修
室）にて分かち合いの場を設けています。
・月末火or水　18:30～　高嶺病院内デイケア棟にて理事会

15 有

42 障がい者 ＮＰＯ法人　青い芽会

＜目的＞精神障害者の家族が協力して、精神保健思想の普及啓発に
努力し、精神障害者のための社会対策、福祉対策の充実を図るととも
に、家族間の連携を図り、家族を含めた社会全体を明るくすることを目
的とする。
＜内容＞
・精神障害者への理解を深め、精神保健福祉の増進を図る事業
・家族間の連携及び研鑽を深めるための事業
・障害福祉サービス事業（共同生活援助、就労継続支援事業B型）
・精神障害者等への福利厚生に関する事業

・月1回　精神障害者のためのセミナー
・グループホーム運営
・就労継続支援事業B型の運営

50 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

43 障がい者
ＮＰＯ法人おひさま生
活塾

＜目的＞障害児・者に対する自立生活の支援、またその保護者に対す
る育児・養育支援及び地域住民に対して障害児・者とその家族への理
解を拡大し、地域の生活支援環境の充実に関する事業を行い、在宅障
害児・者とその家族への理解を拡大し、地域の生活支援環境の充実に
関する事業を行い、在宅障害児・者とその家族の豊かな地域生活に寄
与する。
＜内容＞
・障害のある子どもの長期休暇中の生活を支援する活動
・障害のある子どもの家族や支援者の相談にのり、情報を提供する。
（詳しくはホームページを御覧ください）
障害のある子どもの余暇活動を支援したいと希望するボランティアを必
要としています。

◎日中一時支援
・夏休みおひさまクラブ　9:30～15:30　川上小学校（6日間）
◎余暇活動
・毎月第3日曜日　9:30～15:30　宇部総合支援学校
・水・木・金　17:00～18:30　学習支援　寺子屋ほわりん
・土曜日　9:00～17:30　寺子屋ほわりん

40 有

44 障がい者
ＮＰＯ法人　スペシャ
ルオリンピックス日本・
山口

＜目的＞知的障害のある人たちにスポーツを通じて自立と社会参画を
促し、バリアフリー社会の実現を目的としています。
＜内容＞知的障害のある人にオリンピックに準じた様々なスポーツト
レーニングとその成果の発表である競技会を年間を通じて提供している
国際的なスポーツ組織です。

隔週水・金・土・日（各競技種目による）
山口市、宇部市、下関市、柳井市
定例会議は、下関・小郡で開催

120 有

45 障がい者
ＮＰＯ法人ふらっとコ
ミュニティ

・フリースペース　月・火・水・木・金・土
・さんまの会（当事者会）　第1水曜日
・ディサービス　第2・4火曜日
・ナイトケア　第2水曜日
・ナイトさんまの会　最終金曜日
・YC（若者の会）　第1土曜日
・女子会（月1回～2回を予定）

曜日：月曜日から土曜日まで
時間：10:00～16:30　但し土曜日は16:00迄
　　　　祭日が3日以上の時は中日を開所する。
場所：ふらっと・ひだまり

101 有

46 障がい者 NPO法人むつみ会

＜目的＞
精神障害本人や、その家族の抱える悩みの軽減や不安の解消
＜内容＞
月に一回程度、専門医を講師に招いて相談会を行い、本人や家族の抱
えている悩みを共有しアドバイスを受ける機会をつくっている。
また、年に一回程度福祉サービスや制度の活用などについての研修会
を開催している。

毎月第1土曜日13時～15時
主に福祉会館にて、統合失調症相談会を開催している。

43 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

47
幼児・児童・

青少年
宇部おもちゃ病院

＜内容＞
子供のおもちゃの再生を楽しみとしているシニアボランティアにより、子
供達とその再生を喜びを通して、物を大切にする心や科学する心を育て
る。

毎月第2土曜日12時～17時（受付13時から）
宇部市民活動センター2F

12 有

48
幼児・児童・

青少年
宇部市学校教育活動
支援ボランティア

毎日、終日 938 有

49
幼児・児童・

青少年
宇部市教育委員会
教育支援課

＜目的＞不登校や不登校傾向にある家庭・児童・生徒に対し家庭訪問
を行ない、問題解決に解決に向けアドバイス等を行なう。
＜内容＞訪問、サロンの開設、登校支援、見守り活動など

不定期　週2回　3時間/1日 6 有

50
幼児・児童・

青少年

宇部市ふれあいス
チューデントサポー
ター

＜目的＞
心理学や社会福祉学等の知識を活用して、不登校傾向の児童生徒を
支援する。
＜内容＞
ふれあい教室（適応指導教室）に通う児童生徒に対する学習支援や相
談活動

毎週　月・火・木・金曜日　10:00～15:00
　　　　水曜日　10:00～12:00
旧宇部市図書館　宇部市島一丁目4番55号

有

51
幼児・児童・

青少年
宇部地区更生保護女
性会

＜目的＞
更生保護の推進・犯罪予防
＜内容＞
更生保護活動・犯罪予防活動
青少年の健全育成のための活動

毎月平均1回理事会開催（午後）福祉会館2階ボランティア活動室 70 有

52
幼児・児童・

青少年
CoderDojo　Ube

＜目的＞CoderDojoの理念に則り、道場の運営やプログラミング教育に
関連したイベント・セミナー・勉強会の運営を行い、子どもたちへのプロ
グラミング教育の促進と、同時に指導者の育成を行う。
＜内容＞定期的なプログラミング道場の開催等。

毎月1回（土曜日）14時～17時 2 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

53
幼児・児童・

青少年
朗読ボランティア　ひ
つじの会

＜目的＞おはなし、物語に接して豊かな心をつくる一助とする。
＜内容＞
・入院中の病児に対して、絵本・紙しばいの読みきかせ
・春休み、夏休み、冬休みなど不定期で総合支援学校寄宿舎での読み
きかせ
・小学校や学童保育での読みきかせ

・毎月第1火曜日　10:00～11:30　福祉会館3階和室　定例会
・毎水曜日（祭日除く）　13:20～13:50
山口大学附属病院小児科プレイルームにて読みきかせ

10 有

54
幼児・児童・

青少年
ＮＰＯ法人子ども劇場
山口県センター

・生の芸術文化の提供
・チャイルドラインの常設

月～金　10:00～17:00　事務所 30 有

55
防災・安全・
災害支援

宇部興産労働組合
＜内容＞
主に、東日本大震災などの激甚災害のボランティア活動へ参加

15 無

56
防災・安全・
災害支援

宇部市上下水道局
（災害時支援協力員）

災害時支援活動の研修参加 12 無

57
防災・安全・
災害支援

カトリック宇部教会

＜目的＞
災害支援
＜内容＞
清掃作業、食事のおもてなし。

時に決まっていない。（平日が多い） 無

58
防災・安全・
災害支援

AEDを地域に広める
会

＜目的＞AEDに興味がない方々へ向けてAEDを広めている。地域の催
事に参加している。

AED講習
宇部祭り、くすのきカントリーマラソンへの参加

6 無

59
スポーツ・レク
リエーション・
健康づくり

いっきゅう会

＜内容＞
1.ころばん体操、2.太極拳/ラジオ体操、
3.銭太鼓、4.ハンドベル、5.グランドゴルフ、
6.卓球、7.見守り活動、8.健康マージャン、
その他　毎月小羽山校区清掃活動、
7回/年イベント他

毎月：月・水・金・土
時間：10時～15時（昼休み12時～13時）
場所：19区集会所
その他7回/年イベント有り

18 有

60
スポーツ・レク
リエーション・
健康づくり

宇部グラウンド・ゴルフ
協会

＜目的＞
グラウンドゴルフ競技普及振興及び健康維持・増進と親睦を図る為
＜内容＞
月1回か2回グラウンドゴルフ、草刈芝刈セット

月1回か2回　8時30分～9時30分の間
常盤公園グラウンドゴルフコース内

321 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

61
スポーツ・レク
リエーション・
健康づくり

宇部市食生活改善推
進協議会

食を中心として健康づくりを推進しています。
「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに地域の各種イベント、料
理教室のお手伝いをしながら1日野菜350g以上を接種や、バランスのよ
いレシピづくりを推進しています。

第1金曜　定例会　9:30～13:00 104 有

62
スポーツ・レク
リエーション・
健康づくり

地域ライフプラン研究
会

＜目的＞高齢者支援　健康維持、予防の為
＜内容＞
・体操の実施（中国の練功十八法）月～金　指体操、歌等
・太極柔力球　週1回
・年刊「かけはし」発行
・年1回の総会

月～金（祝・祭のぞく）8:00～8:30　宮地公園
月～金（祝・祭のぞく）9:00～9:30　河野事務所駐車場
但し雨天休

25 有

63
スポーツ・レク
リエーション・
健康づくり

山口アロマテラピーコ
ンシェルジュ

＜目的＞アロマテラピーを通じて、心身の健康のお手伝いをしていま
す。
＜内容＞イベントなどで、アロマトリートメント（ハンド・フット）をしたり、ア
ロマクラフト作りを一緒にします。

不定期 35 無

64
スポーツ・レク
リエーション・
健康づくり

山口県栄養士会　宇
部地域専門部会

＜目的＞食と健康の啓発普及
＜内容＞食育体験・料理教室、地域のイベントに参加

・料理教室年1回
・食と健康の啓発普及（年2回）

180 有

65 自然・環境
一般社団法人　環境リ
サーチ

＜目的＞
造園・土木他専門知識と技術の活用を通じて、快適で安心・安全な環境
づくりの実現を目指すことにより。社会貢献することを目的とする。
＜内容＞
健康な自然（松林）をつくる為、毎週土日朝9時から7時まで、スクドかき
を行う。（松枯の減少）

毎週土・日曜日6時～7時（東岐波岐波波雁ヶ浜）
きらら博花植え、灌水他（阿知須きらら浜）
その他ボランティア作業

11 有

66 自然・環境
宇部市環境衛生連合
会

＜目的＞
市民の要請と宇部市の業務委託を受けて、下記の主要事業を24支部
（校区）と連携して行う。
＜内容＞
①ごみの分別、適正排出、再生利用、ステーションの管理。②生活環境
の保全と公衆衛生思想の向上と環境美化。③研修、講習、活動報告、
現地の巡回指導、機関紙の発行、他機関との連携等。④①～③項に係
る地区、従事者の中で優れた業績を残した団体や個人の表彰、宇部
市、山口県、国、その他の関係機関が行う表彰へ推薦。

本部事務所：月・水・金、第1・第3火曜日　8時30分～17時15分
宇部市総合福祉会館2階

71,722
（世帯）

無



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

67 自然・環境
宇部市地球温暖化対
策ネットワーク

＜目的＞
当団体は「地球温暖化対策推進法」第26条により組織された地域協議
会として、地域の温暖化対策を産・官・学・民の協同により推進していま
す。
＜内容＞
・市内各種イベントでの啓発PR活動、省エネ・省資源の推進
・小学校～成人を対象とした環境教育出前講座
・自転車マナー教室、ミニソーラーカー工作教室
・グリーン電力証書仲介（仲介料なし）
・その他、温暖化対策に関すること

平日9:00～17:00　事務局 79 有

68 自然・環境 宇部野鳥保護の会

＜目的＞野鳥観察会や鳥類調査を通して、環境保全の大切さを伝え、
郷土の自然保護や保全に努める。
＜内容＞4・9月:ジギチドリ類調査、1月:ガン・カモ類調査、10月～3月:小
野湖オシドリ調査、10月～3月:小野湖オシドリウォッチング、7月:カワウと
サギのコロニー観察会、8月:小野湖清掃作業、2月:座学研修会、9月:環
境学習会

月1回土曜日もしくは日曜日
宇部市小野校区、市外（山口市）

91 有

69 自然・環境 迫条真森隊 里山の藪の手入れ
毎週木曜日9：30～12：00　主として冬期
際波迫条の里山

9 有

70 自然・環境 持世寺里山の会
＜目的＞持世寺の里山・公園等の良好な森林環境を維持する。
＜内容＞持世寺砂防ダム近辺の森林環境を維持する。

毎月第2日曜日（8月は休み）
朝9時～12時

5 有

71 自然・環境
常盤湖森林ボランティ
アクラブ

＜目的＞常盤公園東北側の森の木・下草を手入れ、下刈り等をして楽
しめる公園の森の維持をする。
＜内容＞公園ボランティア認定No83　活動場所　常盤公園
　　　　　　平成22年9月24日
1）ごみの収集・除草等の公園美化
2）樹木・草花の維持管理等の公園緑化

毎月第2木曜日・第4日曜日（年末はなし）
朝9時～12時（雨天中止）常盤公園東側
駐車場に集合・常盤公園内の所定箇所の手入れ

7 有

72 自然・環境 日立建設　株式会社
＜目的＞美化清掃活動
＜内容＞一般国道190号宇部市妻崎開作地内（西割交差点付近約
150m）歩道及び植樹帯の美化清掃活動

・毎月第3金曜日　13時～13時30分
・西割交差点付近

22 無

73 自然・環境 フラワーロード東岐波

＜目的＞国道沿いの花壇の管理清掃作業
＜内容＞一年を通して国道190号線側の花壇の管理と歩道清掃を主と
した活動を行っています。特に6月、11月は花の抜き取り、苗の植付等
があります。時間帯としては朝6時～19時頃に作業を行います。

各班の管理花壇で時間を決め活動している 364 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

74 自然・環境
NPO法人うべ環境コ
ミュニティー

＜目的＞持続的発展が可能な循環型社会の実現をめざし、市民へ向
けて多様な情報提供・啓発活動を行ない、「気づき」から「行動」へとつな
げていく地球市民の育成に努める。世代を超え、地域を超えた環境市民
ネットワークを広く構築することを目的としています。

・宇部市まちなか環境学習館の指定管理者（2011年8月～現在）
・地球教育力向上に係る協働取組事業
・まちなかエコ広場（2回/年）、まちなかおそうじ隊（1回/月）、その他

43 有

75
外国の方との
交流、海外支

援

ＴＨＥ　ＹＯＵＮＧ　ＡＭ
ＥＲＩＣＡNＳ　in 山口宇
部サポーターズ

＜目的＞「自分の可能性は無限大なんだ」と教えてくれるNPO法人じぶ
ん未来クラブのミュージックアウトリーチです。宇部開催のために集まっ
たボランティア団体です。
＜内容＞初めて出会う180人の小・中・高校生とヤングアメリカンズ40人
が3日間歌やダンスを習い、1時間のショーを作り上げるワークショップで
す。

不定期 15 有

76 地域活動 一の会
＜内容＞
・毎月1日8:00～11:00頃まで岡崎八幡宮にて草刈り及び清掃活動。
・8月小学校の草刈り作業（8:00～10:00頃）

・岡崎八幡宮の毎月1日8:00～11頃まで清掃及び草刈り作業
・8月の小学校の草刈り作業応援

12 有

77 地域活動
宇部市老人クラブ連
合会

＜目的＞
宇部市の老人クラブ普及を図り、健康・友愛・奉仕の理念を堅持して高
齢者の健康づくりと社会参加活動による生きがいを推進し、老人福祉の
充実に寄与することを目的とする。
＜内容＞
具体的には、演芸大会、老人スポーツ大会、文化作品展、親睦旅行、社
会奉仕活動（公園他清掃、交通安全運動等）

毎週月～金曜日　9時～17時45分
〒755-0033　宇部市琴芝町2丁目4-25
宇部市多世代ふれあいセンター5F

3,679 有

78 地域活動 小野観光推進協議会
＜目的＞ハーブを利用した6次産業
＜内容＞アクトビレッジおののハーブ園の維持管理

毎月第1火曜日、第3木曜日、最終土曜日
（いずれもAM9:00～12:00）

64 有

79 地域活動 厚南四季の会

＜目的＞定例会では必ず料理をみんなで作る。子供達と一緒に料理を
作る。
＜内容＞厚東川でハゼを子ども達と一緒に釣り、釣ったハゼを料理す
る。

毎月第2月曜日　9：30～16：00　厚南会館 10 有

80 地域活動
ことぶきボランティア
の会

古切手の収集および整理
施設神原苑奉仕作業

（月曜）月2～4回
時間　8:30～11:30

8 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

81 地域活動
災害ボランティア団体
すたんどあっぷ

＜目的＞
東日本大震災の被災地への継続的支援
＜内容＞
地域のお祭り等へ出店し、その売り上げの一部を募金する。

毎月1回程度の会議　宇部フロンティア大学
地域のお祭りへの出店

50 有

82 地域活動 さつき祭実行委員会 さつき祭ボランティア活動 さつき祭当日　時間詳細（6：30～16：00） 有

83 地域活動
藤山ふれあいサポート
会

＜目的＞困っている人を一人にさせない、地域で共に暮らせる楽しい地
域づくり
＜内容＞家事の手伝い、草木の手入れ、買物代行、困り事相談等（会
員のできる範囲で）

要望により随時 18 有

84 地域活動 よりあい処西ヶ丘

＜目的＞高齢者から子どもまでみんなでよりあい楽しい時間を過ごす場
を提供し、普段困っていることの手助けを行う。
＜内容＞
①高齢者から子どもまでよりあい楽しい時間を過ごす為、喫茶、映画、
カラオケなどを開催。
②見守り活動として、一人暮らしの方の見守り声かけ、下校時の小学生
の見守り立哨、会館にて、介護予防、認知症予防としての、スクエアス
テップ、グランドゴルフを行う。子供の見守りなどを行う。
③普段困っている事への手助けとして、草刈り庭木の伐採など有償助
け合いサービスを行う。

・毎月第2・3・4火曜日　13:30～15:30
・毎月第4日曜日　10:00～12:00
・毎土曜日　9:00～12:00　西ケ丘自治会館

37 有

85 まちづくり
うべ交通まちづくり市
民会議

自転車を楽しく利用促進するために、通行場所として自転車レーンの提
案やルール啓発を行っています。バスや鉄道が利用しやすくなるよう希
望を出したり、市民ができることを学び提案していきます。
関心ある方は、どなたでも歓迎です。

34 有

86 まちづくり
宇部市ふるさとコンパ
ニオンの会

＜目的＞
全国に誇れる宇部市の素晴らしさを多くの方にお伝えしたい
＜内容＞
宇部市の自然や文化等を学び、知識を深めると共に来訪者に文化財や
名所、史跡、産業等を紹介する活動（観光ガイドを主とする活動）

月2回　第2水、第4火　9:30～12:00　定例会
※日時場所については要問合せ

29 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

87 まちづくり VC35

＜目的＞地域の為に何かひとつでも役に立てればと…。小さな事しかで
きない、ではなく、小さな事だからこそできた！とボランティア活動を通じ
て会員にも思ってほしい。
＜内容＞無理なく長続きできるボランティア活動を目指す我々は、平均
年齢が60歳を超えています。が、元気な集団です。何かひとつ、地域の
為にとお思いの方が是非いっしょに活動しましょう。※発足理由は市の
ボランティア大学35期生だからです。

・毎月第1木曜日　10～12時　報告会・定例会
コープ山口You友館
・毎月第2木曜日　10～12時　図書館ボラ
宇部市立図書館
・毎月第3木曜日　10～12時　常盤公園清掃ボラ

15 有

88 その他 宇部興産中央病院

＜目的＞
外来患者さんや入院患者さんへの本の貸出し
＜内容＞
院内図書ボランティア
・本棚の整理
・病棟への貸出図書回収
・本の貸出し、返却手続き

月・火・水・木・金曜日
午後14:00～16:00

3 有

89 その他 宇部保護区保護司会

宇部保護司会は72名の保護司で組織されたボランティア活動を行う団
体です。身分は非常勤公務員です。
活動は、犯罪を犯し、直接裁判所から刑を言い渡された観察対象者又、
刑務所、少年院等の施設を仮出所、仮退院した者たちが再犯に陥らな
いように相談に乗ったり、指導したり、家族や雇用主と接触したりして、
立ち直りの力になるように支える活動です。

月曜日～土曜日まで　9:30～16:30 72 無

90 その他
宇部保護区保護司会
OB会

犯罪予防及びそれに準じた各種活動。
上記の活動のための講師と講師をするための研修会。
犯罪予防、再発防止の為の啓発活動。

14

91 その他 寄宿舎親の会
＜目的＞
家庭と寄宿舎との緊密な連携と、寄宿舎生の健全育成及び福祉の増進
を図ることを目的とする。

毎月1回15:00～16:00　宇部総合支援学校寄宿舎にて 31 無

92 その他
公益財団法人
宇部市常盤動物園協
会

＜目的＞宇部市ときわ動物園において、市民がボランティアとして気軽
に活動できる場を提供し、市民の動物園への理解を促すとともに市民と
動物園協会が協働して、動物園の活性化と振興を図ることを目的とす
る。
＜内容＞
①ときわ動物園内での動物ガイド等の活動に関すること。
②ときわ動物園で開催されるイベントの補助等に関すること。
③その他ときわ動物園内で行うボランティア活動に関すること。

土・日・祝日10～15時　ときわ動物園 4 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

93 その他
子育てほっとサロン実
行委員会

＜目的＞乳幼児の保護者の気分転換、ストレス解消をはかり育児不安
を軽減する。
＜内容＞
・子育て中の親子の交流、集いの場の提供
・子育て経験のあるサポーターが育児についてのアドバイスを行う

月・火・木・金　10時～16時（祝日は除く）
宇部井筒屋4階子育てほっとサロン

28 有

94 その他
骨髄バンクを支援する
山口の会

＜目的＞骨髄バンクドナー登録の推進、普及啓発活動
＜内容＞県内イベント、商業施設にてティッシュ配布

隔月第3日曜日に定例会 12 有

95 その他 セレーノ四つ葉
＜目的＞肢体不自由児を持つ親の為の、勉強会、情報交換、茶話会等
の共有
＜内容＞勉強会、施設見学、茶話会、趣味他

不定期（月1～2程度） 15 有

96 その他 点訳すずかけの会

＜目的＞視覚障害者に点字で多くの情報を提供する。
＜内容＞
・視覚障害者の福祉の推進ならびに文化向上の援助
・視覚障害者に情報提供のための点訳、製本・印刷等
・中途失明者のための提示教室
・市内各学校への点字指導

・毎月第2月曜日・第3火曜日10時～12時　福祉会館2階
　交流ホール大
・毎週水曜日（第3除く）13時～15時
　福祉会館ボランティア活動室

56 有

97 その他
天理教婦人会宇部支
部

毎月1回主に19日で変更有
山口宇部医療センター
9:30～12:00　時間も終了に変更あり

15 有

98 その他
「ハート♥のんびる」宇
部サルビアグループ

＜目的＞東日本大震災やその他の災害で被災された方達への応援活
動
＜内容＞
・福島県の障害者ＮＰＯ団体にウエス用の古着の送付
・毛糸で15cm角のモーフを編み、36枚つなげたものを被災された方達へ
送付（岩手県）
・ガレージセールを開催し、被災地の現状を伝えると共に、地域の人達
のふれあいの場所を提供

毎月1回（13:00～16:00）編みカフェを開催
毎月1回（8月と2月は休み）ガレージセールを開催（11:00～17:00）
場所：代表者宅

5 有

99 その他
ふぁみらんど地域ボラ
ンティア

70 無



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

100 その他 プリベント・L

＜目的＞男女が共にいきいきと豊かに生活できる社会を目指すことを
目的に資するため、次の事業を行う。
＜内容＞
1．男女共同参画の推進
2．配偶者からの暴力防止及び被害者の保護
3．前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

11 無

101 その他
ＮＰＯ法人うべ子ども２
１

＜目的＞多くの子ども達が、たくさんの人との出会いの中で、人と関わり
ながら、異年齢で多くの生の経験をすることで、心を育て、生きる力を養
う。又、生の感動体験を多くの子ども達に届け、生の舞台を鑑賞すること
で、想像力、創造力、表現力、コミュニケーション力を育む。
＜内容＞
・乳幼児親子、小学生のあそび活動
・生の舞台鑑賞
・舞台公演の事前・事後の活動（ワークショップなど）
・野外活動

土・日・祝日　月～金曜
午前・午後・夜間
市内全域　　※（事務所は、月・水・金　11:00～17:00）

200 有

102 その他 ＮＰＯ法人ときわ

NPO法人ときわは、宇部市内に２ヵ所の就労継続支援B型の事業所を
展開し障害を持った方が自立した日常生活や社会生活を営むことがで
きるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他の活動機
会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な支援を行って
います。

工房ときわ（第1作業所）　宇部市琴芝町二丁目4番20号
工房ときわ（第2作業所）　宇部市寿町二丁目6番28号
活動時間　月～金　9時～17時

48 有

103 その他 わかば会
＜目的＞大学病院での外来患者の援助（案内）
＜内容＞大学病院で場所の説明、受付の援助。病院側ではなく、あくま
で患者の援助を目的としている。

毎週水～金
9:00～11:30　山口大学病院　外来棟

10 有

104 全般 宇部市赤十字奉仕団

・防災、安全活動で自主防災会、活動に協力
・地域環境美化活動を実施　・献血他募金活動の実施、協力
・高齢者施設、障害者施設訪問、ボランティア
・高齢者宅訪問活動　・命を守る日赤会員
・結核予防キャンペーン
・地域コミュニティ団体行事　敬老会行事　協力他

市行事、地域行事、県の要請による研修活動他
行事が行われている時の日時に参加
時間他規則的でない

365 無



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

105 全般 宇部市婦人会協議会

・交通安全母の会　日本赤十字宇部奉仕団　結核予防婦人会での活動
協力。
・高齢者宅訪問実施。交通安全見守り活動（あいさつ　下校時見守り）。
・地域行事に参加協力。献血他募金活動
・高齢者施設、障害者施設のボランティア活動
・健康づくり　いきいきサロン　食育教育　環境美化活動（花壇、海岸、文
化財）
・防災・災害支援募金活動
・校区コミュニティ団体と連携による行事の共催、福祉活動の協力
・教育支援（学童保育クラブ）　放課後子ども教室の手伝い　他

市行事、地域行事　県の要請による研修　他
行事が行われている時の活動に参加のため、時間他規則的ではない

650 無

106 全般
宇部新川ライオンズク
ラブ

＜目的＞
社会奉仕
＜内容＞
献眼登録活動、献血活動、市民駅伝大会への協賛・接待、
請川公園の八重桜への施肥、清掃活動、青少年交換留学活動、
鬼ようず（萩市見島の伝統凧）の制作、たこあげ大会　他

例会　毎月第1・3水曜日　18:45～20:15
理事会　毎月第2水曜日　18:45～20:00

107 全般 宇部中央高校JRC部 12 無

108 全般 ダイナム宇部港町店
＜目的＞地域貢献の一環として
＜内容＞依頼があれば対応する予定です。

21 無

109 全般 男性料理同好会

＜目的＞“男子も厨房に入ろうよ”を合言葉に、またいずれくるであろう
老々介護に困らない対応をボケ防止の脳トレに資するため。
＜内容＞宇部市ボランティア連絡協議会の会員としてうべ福祉まつりそ
の他の活動を実施

毎月第2土曜日　8～12時30分　福祉会館3階 9 有



NO
活動分野

（主な分野）
団体名 活動内容 主な活動日・時間・場所 会員数

会員募集
の有無

110 全般
西岐波婦人連絡協議
会

＜目的＞西岐波校区コミュニティ関係行事にボランティア活動を含めて
活動
＜内容＞
・宇部市（県）関係行事に参加＜福祉、環境、まちづくり、安全　他＞
・日本赤十字奉仕団の活動　献血、防災訓練、研修　他
・交通安全母の会会員として高齢者宅訪問　見守り活動
・地域文化祭　夏まつり他（市、福祉関係に協力）
・学童保育クラブ行事　放課後子ども教室

◎必要調整の時
・婦人会行事
・西岐波校区関係行事の時活動

75 無

111 全般
山口県立宇部商業高
等学校　JRC部

＜目的＞主に青少年赤十字活動を行っています。「安全・健康」「奉仕」
「国際協力・親善」を柱に活動しています。
＜内容＞校内では、ベルマークや子ども服の収集。校外清掃。校外で
は、夏休みの学童保育などに参加しています。救急法や炊き出し等の
練習なども行っております。

43 無


