
グループ名・団体名 内容

1
富田健康を守る会
ボランティア「愛」

富田町病院やＤＳ富田などで、布切り、売店、リサイクル
市、シーツ交換、洗濯、子育て支援行事、散髪、ＤＳでの
介助、生け花、園芸など

2 あじさい ハートフル大学での学びを活かした種々な支援活動

3 あそび塾
折り紙、牛乳パック工作、紙芝居などを介して共に時間を
過ごす

4 アドバンス１（ワン） 歌謡曲、日本舞踊、詩吟、銭太鼓など

5
IFFIK 高槻チャプター
（International Family in Friendship
in Kansai)（イフィック）

不就学児童への教育支援、フィリピンなど国外での災害の
際の支援活動など

6 病院前治療支援隊EMAT
地域巡回、急病人対応、各種救急手当活動、救助活動、消
化支援活動、自転車故障等の救援、各種災害情報の収集、
被災地でのコミュニケーション

7 異文化を楽しむ会「うさかめ」

関西に在住、または訪日している外国人に日本語が上達で
きるように指導すると同時に、日本の四季を楽しむ行事、
イベント、文化、スポーツ等を数多く取り入れて体験し、
また日本人も外国の文化、習慣に触れて理解を深めること
を目的とする。

8 ＨＯＫＵ　hoku　うっきいクラブ 健康体操、リズムダンス、絵本読み聞かせ、手遊び、歌

9 高槻手話サークル　うの花
手話の習得、ろう者をとりまく問題について学び、ろう者
とともに活動

10 高槻筆記通訳グループ「エール」
聴覚障がいや聞こえに不安にある方への文字を使った情報
伝達、要約筆記養成講座への協力

11 大阪支援隊 社会貢献として震災に対する支援活動をする。

12
大阪医科大学附属病院
ボランティアグループ「ふれあい」

初診・誘導案内、図書、園芸の整備、季節の飾り、折り
紙、小児科病棟での読み聞かせ

13
大阪薬科大学ソフトテニス部
ボランティア団体

学外での活動を社会に活かすため。また、活動内容につい
ては、清掃活動及び復興支援を行う。

14 大阪しの笛協会 “大庭流現代しの笛”の合奏・指導

高槻市ボランティアセンター登録団体一覧

〇詳しくは高槻市ボランティア・市民活動センター（072-661-2202）までお問合せ下さい。
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15
大阪府立三島高等学校
ウォランタス同好会

ベルマーク、古切手の収集、寄附。老人ホームの訪問、募
金活動など。ボランティア活動全般。

16 オカリナ　ひまわり
オカリナ演奏。老人施設、学保、独居老人食事会、障がい
者施設。マジック、玉すだれも可能。

17 福祉演芸活動「おもちゃ箱」
歌、三味線、民謡、舞踊、朗読、オカリナ、筝曲、南京玉
すだれ、マジック、講談、本読みなど

18 たかつきおもちゃ病院 壊れたおもちゃの修理

19 かざぐるま 施設訪問でのオカリナ演奏

20 関西大学文化会奇術研究部
関西大学千里山キャンパス在籍の学生たちで、構成された
手品をする部活です。ステージマジックを主に行ってお
り、年３回ある公演に向けて日々練習を行っています。

21 海外協力グループ　“クスクス” 高槻市内在住の外国人への日本語の学習支援など

22 お笑い福祉士　くすくすの会
落語、マジック、手遊び、コント、南京玉すだれ、ハーモ
ニカ

23
認定ＮＰＯ法人
日本車椅子レクダンス協会　高槻支部

障がい者・高齢者が健常者とともに幅広く社交ダンスを楽
しめる社会をめざし、施設訪問による車椅子社交ダンス、
レクダンスの技能の付与とレクリエーションの実施、学生
体験学習やインストラクター養成講座の開催など

24
ＫＵＭＣ
（Ｋaｎｓａｉ　University　Ｍｕｓｅ
ｆｏｒ　Ｃｉｔｉｚｅｎ）

小学校への防災教育、ハザードマップ作成、防災商品の開
発、ボランティアの企画運営

25 Ｋ’s　ｃｏｍｐａｎｙ

皆様に喜んでいただける事をモットーにライブやショーな
どを行う女性のみのミュージカル＆レビューユニット。お
客様の年代、ニーズに合わせたライブイベントを行ってお
ります。

26 講談・落語友の会 講談、落語の出演

27 高齢者大学同窓会高槻　福祉部
朗読奉仕、施設の喫茶支援や庭の手入れ、折り紙、手作り
工作、出前落語、重度障がい者交流会への支援など

28
特定非営利活動法人
こころのケアネットワークINおおさか

日常生活の中で生きづらさを抱え、心に不安や迷いを感じ
ている相談者に寄り添い、その人自身が自ら前向きに生き
ていくための心の支援を行う。

29 朗読ボランティアグループ”こだま”
紙芝居・絵本の読み聞かせ・エプロンシアターなどの対面
朗読
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30
NPO法人
大阪府コミュニティカレッジ高槻

「助け合い・ふれあい」と「生涯学習」の実現を目指して
「高齢者が高齢者をサポートする社会」の仕組みづくりに
協力し、地域コミュニティの活性化に貢献できるよう活動
している。

31 桜　踊り会
ひとり暮らし高齢者の食事会などで新舞踊及び活動内容を
主にして、南京玉すだれ、マジックなどを披露

32 高槻里山ネットワーク
森林と人との共生林づくりを旨とした、高槻市民による市
内近郊での森を守り育てる活動。子どもの里山体験学習

33
Mya吉田昌代＆しあわせサプリファミ
リー

ジャズパフォーマンス、童謡、唱歌、抒情歌、昭和の懐メ
ロ

34 数珠玉の会 寝たきりや機能障がいの方への衣料の改良

35 シルバーアドバイザー高槻
歌体操、伝承おもちゃ作り、マジック等により地域活動を
推進し、地域福祉の発展に寄与する。

36 SAひまわり２１
施設での歌と健康体操・玩具作り・オカリナ演奏など、イ
ベント支援などの地域福祉活動、小学生や保育園児との挨
拶や行事を通じた交流

37
レクリエーションボランティア団体
ＳＵＴＡＭＯ－family

青少年の活動の場をつくり、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を育む活動。
具体的には福祉やｷｬﾝﾌﾟなどを中心にﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施。

38
精神保健ボランティアグループ
“そよかぜ”

保健所でのグループワークや地域生活支援センターでの活
動協力を通した精神障がいのある方との交流

39 命輝け高槻第九コンサートの会

ハンディのある人もない人も自分自身の持ち味を発揮し、
音楽を通して人と人とをつなぐ。コンサートやイベントに
積極的に参加し、活動を広め、ベートーベンの第九」を中
心に、いろいろな歌をうたい、歌うことの素晴らしさを共
有している。

40
たかつき環境市民会議
省エネ推進グループ

高槻市民の自主的な省エネ実践行動を推進するため、省エ
ネルギーに関する推進の呼びかけや知識の普及・啓発など

41 高槻つばめ学習会
経済的にきびしい家庭の子どもたちが自立を目指せるよう
に、無料での学習支援と相談支援を行う。

42 高槻ハーモニカクラブ ハーモニカ演奏

43 高槻マジッククラブ
マジックを通じて会員相互の親睦を図ると共に、技術の向
上を目指す。老人会・福祉施設・自治会・子ども会などへ
の出張出演、行政の事業の後援や共催も行っている。

44 高槻名誉市民を語り継ぐ会
名誉市民の功績を顕彰・継承。文化・スポーツ等に貢献し
ている賢人の発掘。
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45
TASUVI事業部
ボランティアグループ

子ども関連の活動。防災関連の活動。

46 多文化共生サロン高槻
学校教育・医療・生活適応に関して、サポートによる高槻
在住の外国人への支援

47 傾聴ボランティア　ダンボ 特養で傾聴

48 Ｄ５１クラブ（デゴイチクラブ）
障がい者自立支援施設の支援活動、環境美化活動、地域小
学生対象に高槻歴史探訪、地元行事参加

49 素人寄席・てんてん 落語などの発表や出前高座

50 富栄会
日本舞踊を披露し、施設や地域との交流、触れ合いの場を
提供

51 なにわエコクラブ
環境活動、環境イベント等。リサイクルクラフト学習会、
講習会の開催。

52 ＮＡＬＣ高槻・島本拠点
時間預託制度による会員同士の助け合い、地域での奉仕活
動、健康づくり・趣味の同好会を通じて活動を行い、幅広
い交流・出会いの場を設ける。

53
日本スポーツウェルネス吹矢協会
高槻中央支部

心身の健康保持、増進を目的として、腹式呼吸の素晴らし
さを伝えたい。楽しく、面白く、愉快な人間関係をふれ
あって続けていきたい。小学生を対象にスポーツ吹き矢を
体験してもらうボランティア活動など。

54 ＮＰＯ法人　ノート
子どもの自然・農業体験プログラム「わくわく探検隊」の
実施、不登校生へのサポート（訪問指導）

55 農業ボランティア　農遊会 遊休農地の野菜の栽培など

56 ハートワン 高槻市における様々なボランティア活動

57 バーン・パニダー
タイなど外国の女性たちに対し、日本語を教え日本でのス
ムーズな生活の実現を支援、タイ料理などを通した日本人
との相互交流

58 花てまり
三味線・踊り・オカリナ・南京玉すだれ・安来節・腹話
術・手品などを皆様におおいに楽しんで頂き、私達も又、
励みにしたく思います。

59 ファイブ・カラット
スチールギター・ギター・ウクレレ・ボーカル・パーカッ
ション・フラダンス
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60 はらいふ
こども若者が学びの選択肢を増やすためのフリースクール
の運営を行う。多様な教育を発信する活動や、広く市民に
向けたイベントなども実施する。

61 朗読奉仕　光グループ
音声訳図書の製作や対面朗読など視覚障がい者への援助活
動全般

62
特定非営利活動法人
ＰＷネットワーク

鉄道保線技術や機材の研究・開発・教育、環境保全・美
化、地域活性化支援、障がい者・高齢者支援など、科学技
術の振興と地域の活性化への寄与を目的とする

63 音楽療法研究会　ひびき
高槻市公民館主催音楽療法講座受講者有志により設立さ
れ、心と体に響く活動をめざし、ﾒﾝﾊﾞｰそれぞれの特技技能
を提供しあいながら活動。定期的なｾｯｼｮﾝ活動など

64 ファミリー小劇団
新舞踊、フラダンス、銭太鼓、泥鰌すくい、フラメンコ、
腹話術と歌謡ショー、傘踊り、皆で合唱

65 +Ｙｏｕｔｈ

「若さ」を生かし、地域コミュニティの活性化を図る。魅
了するボランティアを目指す。・足湯活動　・防災、減災
への取り組み　・被災地視察　・イベントへの参加　・子
どもたちへの防災教育

66 ほっこりファミリー 腹話術、歌（懐メロ、演歌）、ブラックライトシアター

67
ほのぼのフレンズパーク
（①農園グループ、②泥作工房、
③たかつき竹和の会）

休耕田を借り、環境を保全しつつ、農園・陶芸・竹炭づく
りなどの活動を通じて地域の人々と楽しく交流し触れあえ
る場所づくりを目的とする

68 マジック同好会・高槻 マジックを学び、各地の施設などにボランティア演技

69 民謡「松の会」 民謡・津軽三味線

70 劇団グループ　まつぼっくり
視聴覚教材を通じて、人権尊重を分かりやすく公演してい
ます。また人形劇や紙芝居の製作を行っています。

71
ボランティアグループ
みどりヶ丘会

みどりヶ丘老健やｸﾞﾘｰﾝ特養などで、行事参加や同好会活動
の補助など、職員の専門外の活動を主体とした高齢者の心
のｹｱ

72 みやらび会
三線（沖縄の楽器）による沖縄の歌、昭和歌謡、童謡、民
謡、フォークソング等の演奏

73 「夢楽らいぶ」一座 元気いっぱいギター弾き語りショー！

74 点訳サークル　むつみ会 一般図書・教科書・個人依頼の点訳製本、さわる絵本作り
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75
ＮＰＯ法人
森のプラットフォーム高槻

森林や竹林の間伐・枝打ち・下草刈り、木工クラフトの製
作や指導

76
ボランティア
“やまびこ”グループ

高齢者を対象とした健康体操

77 グループ・ゆうあい 障がい者へのガイドヘルプ、保育、イベント協力

78 Ｙｏｕ～ゆう
高齢者施設、障がい者施設での楽器演奏や歌唱、レクリ
エーションの実施。

79
ハーモニカ・アンサンブル
「ゆう・もあ～ず」

ハーモニカ・アコーディオンなどによる歌声の伴奏

80 夢クラブ
どじょうすくい、銭太鼓、エア三味線、浪曲、手品、歌体
操など

81
（公財）ユニベール財団内・
ユニベールボランティア神戸

高齢者宅での傾聴、赤大路コミセンで介護予防のための玄
米ニギニギ体操

82 落楽の会 出前落語

83
自助具製作ボランティアグループ
「わかば」

自助具の制作・頒布・改良・設計、自助具製作講座、学生
の実地教育への協力

84 わんにゃんクラブ
影絵の制作と上演、素話、パネルシアター、エプロンシア
ター

協力団体

グループ・団体名

1 キキ＆キラ＆さくら 腹話術、マジック、楽器（ヘルマンハープ、オカリナ）

2 雀友 マージャン

3 らくての会　お笑い福祉士 落語と手品

4 タンポポ お話し相手（ミス・ブール記念ホーム）

5 プチ魔女くらぶ アロマ関連、笑いヨガ

6 オカリナグループ「O.wind」 オカリナ演奏
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