
常陸太田市社会福祉協議会 ボランティア･市民活動センター 

【 登録ボランティアサークル･団体 一覧表 】 

 

No 団体名 活動内容 

1 高倉眞誠会 配食ボランティア 

2 手作りおもちゃ「アルド」 子ども，障がい者おもちゃ作り 

3 ハンドベルサークル・アフェット ハンドベル演奏 

4 常陸太田まちかど案内人の会 常陸太田の紹介・案内 

5 里美ボランティアの会 ふれあい給食・安否確認，読み聞せ，生き生きディ協力 

6 常陸太田生活学校 資源を大切にする運動，高齢者の対応等 

7 大正琴教室 微風 演奏ボランティア 

8 手品サークル ふじ 手品披露 

9 ボランティア せせらぎ 朗読及び広報紙等音訳ボランティア他 

10 Space H･A･G ヒップホップ ダンス 

11 精神保健ボランティア かわせみ 太田デイケア（精神障がい者リハビリ）支援 

12 慈水会 配食・見守りボランティア 

13 アヒルの会 友愛訪問，施設作業支援及び話し相手活動 

14 太田地区民生委員･児童委員協議会 ボランティア部 電話訪問サービス、社協行事の協力 

15 金砂郷ボランティア やまびこ ふれあい給食・安否確認、福祉事業協力 

16 女性の会 独居高齢者の安否確認・食事会、行事協力 

17 点訳ボランティア ぶどうの木 点訳、点字体験指導 

18 太田地区老人クラブ連絡協議会 １円玉募金他 

19 いずみ舞踊会 日本舞踊披露・施設訪問 

20 常陸太田市レクリエーション協会 レクリエーション全般に関わる指導 

21 太田支部ボランティア 太田支部社協活動（ふれあい給食・敬老会他） 

22 山下なかよし会 山下町内の高齢者閉じこもり防止や健康づくり活動のためのサロンの開催 

23 金砂郷 おむすびの会 読み聞かせ・朗読ボランティア活動 

24 音楽療法の会 リズミック 音楽をとおして心身の障がいの回復他 

25 手話サークル もみじの手 手話の勉強及び体験協力，聴覚障がい者交流 

26 常陸太田市食生活改善推進協議会 食生活改善・食育事業，各地区事業等 

27 一般社団法人ガールスカウト茨城県連盟第３１団 子どもの健全育成，高齢者施設訪問，募金活動他 

28 ゆずりは会 読み聞かせ，施設訪問 

29 健康を育てる会 正しい食生活の普及，特に次世代を担う青少年の健全な育成のための活動 

30 県常陸太田工事事務所 歩道や法面の清掃，除草及び花壇の美化の活動 

31 天下野配食ボランティア 配食，安否確認・見守りボランティア 

32 河内地区安全安心まちつくりの会 河内地区内の防犯，安全パトロール。 

33 誉田支部ボランティア ふれあい食事ｻｰﾋﾞｽ・料理，健康教室・三世代交流・施設作業奉仕など 

34 茨城県立太田第一高等学校ＪＲＣ部 常陸太田駅から通学路の環境美化，高齢者施設訪問，献血啓発活動 

35 チェルシーａｍｉｓ 花の街つくり，駅前環境美化 

36 福祉体験ボランティア「あゆみの会」 高齢者擬似・車ｲｽ･ｱｲﾏｽｸに関する福祉体験支援 

37 天下野和華衆 よさこいソーランの舞踊で施設交流 

38 ピュア内堀・宮本の会 高齢者サロン 

39 プア・イリアヒ フラダンスの舞踊で施設交流 



常陸太田市社会福祉協議会 ボランティア･市民活動センター 

【 登録ボランティアサークル･団体 一覧表 】 

 

No 団体名 活動内容 

40 髙安信光＆ザ・フラッシャーズ 特養老人ホーム慰問・町内会等イベント・社交ダンスバンド 

41 NPO結 子育て支援 

42 常陸太田市更生保護女性の会 更生施設支援，青少年健全育成，子育て支援 

43 レク・ミュージック花音 高齢者の健康・認活運動を取り入れた音楽によるレクリエーション活動 

44 明るい社会づくり運動常陸太田推進協議会 市・社協行事協力，もったいない運動推進 

45 ボランティアサークル 港の会 障がい者関係行事，社協行事協力等 

46 機初支部ボランティア 支部事業ふれあい給食，高齢者交流会，小学生授業応援他 

47 源氏川をきれいにする会 源氏川の桃源橋から東橋までの岸の環境浄化 

48 常陸太田市ライフライン給水ボランティア 震災，風水害など災害発生初期の応急給水活動の補助 

49 優柳会 日本舞踊 

50 出合の会（一服の茶の湯） 人と人との出会いを大切にお茶を通した活動 

51 サロンやまぶき会 毎週開催，健康体操やお喋り会のサロン活動 

52 おもちゃ図書館ボランティア「えがお」 おもちゃ図書館「あそぼ」の運営ボランティア 

53 天神林サロンのかい シルバーリハビリ体操や趣味の教室開催，サロン活動 

54 常陸太田ビデオ研究会 ビデオメディアの活用及び研究 

55 NOZO～color～ ハンドメイドを通しての子育て世代の交流の場づくり 

56 常陸太田市シルバーリハビリ体操指導士会 市の健康づくり事業や体操の指導に関する研修及び地域活動による健康づくり推進 

57 市民団体ボランティアなあす ナースマン（男性看護師）が立ち上げたボランティア団体，病院への送迎・付添 ，買物代行，安否確認 

58 サロン磯部体操会 毎週開催、健康体操やお喋り会のサロン活動，見守り活動 

59 チーム下高倉 普段は地域の消防団活動，被災地ガレキ撤去の活動 

60 サロンおたがいさま 介護予防活動，福島被災者支援とフードバンク及びサロン活動支援 

61 JA茨城太田地区女性部にこにこ会 市内施設などの支援，地域活動への参加 

62 カ・プアナニフラ・オハナ フラダンスの舞踊 

63 常陸太田の黄門様検定会 常陸太田の黄門様検定会運営，黄門様ゆかり話，福祉かるた等 

64 NPO法人グリーンピュア常陸太田 市民・地域住民との環境美化運動等 

65 大里2いきいきサロン会 毎週シルバーリハビリ体操や環境美化・お茶会などのサロン会 

66 山口サロン会 お茶飲み，レクリエーション，体操，男性料理教室のサロン会 

67 茨城県北ジオパーク・ジオネット常陸太田 茨城県北ジオパークの説明，ジオサイト現地見学の企画･案内 

68 水府オールスターズ ジャズバンドで近隣市町村でのイベント出演や施設訪問活動 

69 大平いきいき健康サロン会 健康体操や趣味の教室を開催 

70 手話サークル「サフラン」 手話を学び，聴覚障がい者と共に相互の福祉向上に寄与 

71 花房西サロン 仲良く･楽しく･元気よく     をモットーに，親睦を図りながら，健康な日常生活が送れるように学び合う集い 

72 退職公務員連盟常陸太田支部 地域福祉の増進，生きがいの創出と共生社会の実現，伝統文化の高揚 

73 久米なごみサロン会 高齢者の健康保持や元気にする活動 

74 リバティー5 楽器演奏，エレキギター・ドラムなどライブ 

75 茨城県立太田第一高等学校家庭クラブ 授業で学んだ知識を活かした，地域に役立てる活動 

76 常陸太田スクエアステップ・リーダー会 スクエアステップは歩く脳トレ運動，高齢者の転倒・認知症予防  

77 豆の会 高齢者施設支援・傾聴，シーツ・タオル等の再利用，環境美化 

78 NPO法人たんたん イベント参加協力，居場所づくり 
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No 団体名 活動内容 

79 ナツメローズ 軽音楽などの演奏 

80 常陸太田天文同好会 天文普及活動，市内小学校及びプラトー里美・県キャンプ場にて天文教室開催 

81 折橋地区在宅福祉ネットワークチーム 地域高齢者の見守り，安否確認，サロン会・健康教室開催 

82 上深荻・大菅在宅福祉ネットワークチーム 地域高齢者の見守り，安否確認，サロン会・健康教室開催 

83 小菅在宅福祉ネットワークチーム 地域高齢者の見守り，安否確認，サロン会・健康教室開催 

84 大里一なでしこ会 健康でいきいきとした地域づくりを目指し活動、健康体操 

85 常陸太田防災士会 各種防災講演・ＤＩＧ－ＨＵＧ研修会講師派遣，防災訓練指導 

86 県央・県北水戸街道モーターリゼーション復興ネットワーク 震災復興チーム，障がい者施設にて「車いす整備」「交通安全啓蒙」 

87 世界にひとつだけの花 クラブ 一輪の花との良い関係を作りながら「美を楽しむ健康法」 

88 大里一心会 移動式石釜でピザの販売，体験 

89 中城花水木 健康リハビリ体操，太田小学校下校時見守り，通学路の草刈 

90 里美スクエアステップの会 スクエアステップ運動による健康維持向上，転倒・認知・介護予防の増進 

91 あおぞら大里会 子ども中心の夏祭り・曝涼参加・環境美化 

92 瑞龍町スクエアステップ教室 スクエアステップを通し於て健康増進を地域に広める（声掛けボランティア） 

93 卓球を楽しむ会 卓球を通して高齢者の孤立防止のために声掛けボランティア活動などを行う 

94 きらきらミュージック 音楽を使って楽しい活動が無理なくできる」音楽療法ミュージック・ケア 

95 スクエアステップ水府 高齢者の転倒防止などに効果，スクエアステップ運動，声かけ 

96 スクエアステップ太田 高齢者の転倒防止などに効果，スクエアステップ運動，声かけ 

97 誉田健康体操教室 高齢者の転倒防止などに効果，スクエアステップ運動，声かけ 

98 スクエアステップ機初教室 歩く脳トレ，認知症予防，転倒予防等，声かけ運動・閉じこもり防止 

99 オカリナサークルこもれび オカリナ演奏 

100 スクエアステップ金砂郷 スクエアステップ運動，一声あいさつ運動 

101 やまぶきスクエアステップの会 高齢者の引きこもり防止，スクエアステップ運動 

102 ワハハほんぽ太田 笑って体と心をよくします 

103 ひまわり会 サロン，地域ボランティア活動 

104 ハッピーサロン 地域ぐるみで，だれでも楽しめるサロン，通学路のパトロール 

105 スクエアステップひまわり会 スクエアステップを中心に声かけボランティア，健康づくり 

106 スクエアステップ世矢の会 スクエアステップを中心に声かけボランティア，健康づくり 

107 真弓ヶ丘クラブサロン秋桜 シルバーリハビリ体操，スクエアステップ，声かけボランティア 

108 磯部悠生会 サロン，健康教室 

109 スクエアステップあじさい会 スクエアステップ運動（月2回），収集ボランティア活動（プルタブ等） 

110 松栄サロン会 町内の住民の健康づくりと交流の機会づくり，町内美化活動 

111 松平河川愛護会 安心・安全な住み良い松平地区を創る（河川清掃等） 

112 障害者サポート 鯨「友Ｙｏｕ遊」 障がいをもった方が参加できるイベントへ一緒に参加・サポート 

113 ざ・唱和 ギター演奏・ボーカル（昭和歌謡ポップ曲） 

114 小島サロン会 小島町体操教室のサロン会 

115 瑞竜いきいき体操会 シルバーリハビリ体操，声掛けボランティア 

116 JA茨城太田地区女性部 災害時の支援活動，地域の見守り活動 

117 西小沢公民館健康クラブ 体操教室，声掛け，仲間づくり 

118 春友「笑・笑フレンド」 サロン，声掛け，お茶会 
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119 社協高倉支部ボランティアの会さくら 支部事業支援（三世代交流会，サロン会，いきいき交流会，敬老感謝のつどい等） 

120 茨城県立太田西山高等学校JRC部 市内のイベント・行事等への協力 

121 瑞竜ゆめサロン会 集会所の清掃作業，地域イベントやレクリエーション等への参加･協力 

122 東染サロン会 高齢者サロン 

123 棚谷健康野草づくり研究会 遊休農地を活用し，地域の活性化を図る・健康茶（馬ブドウ茶,柿茶）の製造・販売 

124 ラッキー＆夢追いビート ギター弾き語り，腹話術 

125 音楽工房ライズ ギター，ピアノ，ベースによる歌の生伴奏等 

126 (株)いばらきのケアなごみ弁当常陸太田店 なごみ弁当のもりつけなど就労訓練事業 

127 すみれサロン グランドゴルフをとおして健康増進と仲間づくり 

128 みんなで生き生き笑いヨガ 笑って健康・仲間づくり 

129 常陸太田災害支援の会 災害支援 

130 西小沢おやじの会 子ども中心とした地域交流・支援を目的として行事と実施 

131 スクエア・ステップ「はなみずき」 スクエアステップを通して健康増進への呼びかけ 

132 薬谷町サロン会 いきいき健康体操を通して健康維持 

133 白羽町悠遊サロン会 サロン活動，声かけ 

134 NPOふるさと空き家相談サポート 空き家の維持・管理のお手伝い 

135 社会福祉法人誉田会生活支援グループ 施設児童に対する見守り活動 

136 大門城址と自然を守る会 町内の歴史遺産と自然資源を整備・保全する取り組み 
 

◆ 上記一覧表は、常陸太田市社会福祉協議会ボランティア･市民活動センターに登録されているサークルの一覧表になります。 

◆ 地域には、登録はせずに活動をされているボランティアの方も大勢いらっしゃいますので、このサークル数・人数が全てではありません。 
 

令和2年9月1日 現在 


