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▶あなたの得意が活かせる場所
▶

行動してみよう！

▶

ボランティアグループ紹介

保存版

つながりのはじまり
「ぼらん」は、ボランティア
に 少しでも 興味を もって もら

2

あなたの得意が活かせる場所

3

行動してみよう！

い、もっと近くに感じてもらえ
たら、との思いで作りました。
この本が、多くのみなさんの

ボランティアバンクへ登録しませんか？

「つながり」のはじまりになり
ますように。

4

ボランティア保険と福祉行事保険
お問い合わせはこちら

5

登録ボランティア紹介

5

保健・福祉に関する活動

8

地域交流に関する活動

10

子育て支援に関する活動
教養・趣味・特技を活かした活動

14

環境・防犯・防災に関する活動
個人ボランティア

1

得意なこと は
誰かの 必要なこと かもしれない

あなたの

こんな“得意”はありませんか？

料理が好き

ハンドメイド

ＤＩＹ

あなたの
得意なこと

・子ども達や高齢者
への記念品づくり
・サロンでのハンド
メイド教室

・空き家を利用した
DIY 教室
・チャリティーバザー
への出品

得意が
活かせる場

おしゃべり

カメラが好き

パソコン操作

農業経験

・施設での話し相手
・語りべ

・地域行事での撮影
・サロンでのカメラマ
ン協力

・事務作業の手伝い
・パソコン教室
・サロンのお知らせ
作成

・高齢者サロンでの
食事提供
・子供向け食堂のお
手伝い

・遊休農地の活用
・移住者との交流

子どもの頃、
「誰かの役に立ちたい」と思っていた。
忙しい毎日の中で忘れていたそんな想いを、今カタチにする時。

ワタシを活かす、場所を探しに

ボランティア活動の４つの可能性

健康になる

世代を超えた
つながり

やりがい

経験

ボランティア活動で心も体も健康に！日常とは違う出会いや経験ができますよ。
2

行動してみよう！
１.

「動き方」をご紹介します。

まずは情報収集

身近な情報源から

経験者から

地域住民から

新聞 テレビ

すでにボラン

インターネット

ティア活動をして
いる人から

地域の中でボ
ランティアを必要
としている人がい
るかも

パンフレット
書籍

２.

ボランティアに興味はあるけど、どうし
たらいいかわからない。そんな人のために

など

情報をキャッチしたら、行動しよう

【 自分ではじめる】

【 社協を通じてはじめる 】
社協にメール・電話・来所する

やってみたいことの仲間を探す

やりたいことを相談する

活動の目標や計画をたてる

活動先の紹介・アドバイス

どうすればいいか迷ったら、社協に相談する

ボランティア活動の注意点を確認する

必要に応じて保険に加入する

ボランティア活動開始
へ登録しませんか？
✅ボランティアグループ活動助成金が申請できます（グループの場合）
✅ボランティア保険の保険料が助成されます（Ｐ4 参照）
✅ボランティア仲間との輪が広がります
登録用紙は、南丹市社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。窓口でお渡しもできますので
お気軽にお問合せ下さい。
（登録しなくても、ボランティア活動はできます。
）
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ボランティアバンク

ボランティア連絡協議会

ボランティア登録や、基金の運用・還元、広

各町ごとにあります。ボランティア活動の振興や

報などを行っています。

福祉のまちづくり、交流活動などを行っています。

もしもに備えて

ボランティア活動をするなかで、ボランティア自身がケガをしたり、相手の物を壊して
しまったり、不慮の事故にみまわれることがあります。「無償の活動だから責任を免除さ
れる」ということはありません。そんな万一のときに保険が役立ちます。

ボランティア保険

福 祉行事 保険

国内において、ボランティア活動中の偶

国内において、福祉活動やボランティア

然な事故により

活動などの行事参加中に

■ボランティア自身が死亡もしくはケガ

■行事参加者が偶然な事故でケガをした

をした場合の傷害補償

場合の傷害補償

■ボランティアが他人の身体や財物に損

■行事主催者が他人の身体や財物に損害

害を与え、法律上の賠償責任を負った

を与え、行事主催者が法律上の賠償責

場合の賠償責任補償

任を負った場合の賠償責任補償

この2つの補償がセットになった保険で

この２つの補償がセットになった保険

す。

です。

保険料

1 年間 250 円（S プラン）

保険料

1 人 30 円（区分：A-1）

✅ 保険料はプランや補償内容で変わります。詳しくはお問い合わせください。
✅ 上記の保険は南丹市社会福祉協議会で受け付けています。
✅ 保険の補償内容・保険料等は年度ごとに変更されます。最新のものをご確認ください。
詳しくはエスアールエムのホームページをご覧ください 【 http://www.srm-net.co.jp/ 】

メールはこちら→

社会福祉法人

南丹市社会福祉協議会

本所

na_shakyo@cans.zaq.ne.jp

〒629-0301
京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内 11 番地
TEL：0771-72-3220

FAX：0771-72-3222

園部事務所

日吉事務所

〒622-0014
京都府南丹市園部町上本町南 2 番地 22
TEL：0771-62-4125 FAX：0771-63-5606

〒629-0301
京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内 6 番地 4
TEL：0771-72-0947 FAX：0771-72-0732

八木事務所
〒629-0134
京都府南丹市八木町西田山崎 17 番地
TEL：0771-42-5480 FAX：0771-42-4412

美山事務所
〒601-0722
京都府南丹市美山町安掛下 8 番地
TEL：0771-75-0020 FAX：0771-75-0829
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保 健 ･福 祉
登録
ボランティア
紹介
分野解説

に関 する活 動
点字サークル

要約筆記サークル

とらいあんぐる
難聴者、中途失聴者に話の内容
を文字で伝える活動をしていま
す。OHC、OHP ノートテイクな

パソコンでの点字も行っていま

どで会議や講演会等の情報を補

す。小学 4 年生を対象に点字指

償する技術の向上を図るため例

導をしています。毎月第 2 水曜

会で練習しています。

日に園部公民館で定例会を行っ
ています。

保健・福祉に関する活動
障がい者や高齢者への支援や健
康食づくり・介護予防など

地域交流に関する活動
地域住民の交流の場づくり
船井手話サークル

子育て支援に関する活動
子どもやその親が交流できる場
づくりなど子どもの成長を応援
する活動

教養･趣味･特技を活かした活動
楽器やコーラス、手芸など、得意

青空

手話の学習、技術の習得と手話
傾聴ボランティア

ほっと♡ハート
二人一組で個人宅や施設へ訪問。
お話をきかせていただきながら、
楽しい語らいをしています。

を通して聴覚障がい者と交流し、
支援しています。聴覚障がい者
への理解、手話の啓発をすすめ
ています。

なことを活かした活動

環境・防犯・防災の活動
地域の美化活動や防犯・防災活動
など

素敵なグループみつけた
収集ボランティア

参加したい、依頼した
いときはアイコンの事
務所へご連絡ください。

園部事務所
0771-62-4125
八木事務所
0771-42-5480
日吉事務所
0771-72-0947
美山事務所
0771-75-0020

←詳しい連絡先は 4 ページへ
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まごころ

音訳ボランティア

かわせみ

皆様からの善意の収集物を整理

視覚障がいの方々、声の便りを

して、知的障がい者の方に役立

必要とされている方々に、広報

てていただくため、活動日には

なんたん、民児協だよりを音訳

楽しく、おしゃべりしながらや

したデイジー図書を届けていま

っています。

す。ちょっとゆるい雰囲気の中
で楽しくがんばっています。

給食ボランティア

移送ボランティア
ハートで送ろう会

あじさいの会

手話サークル

虹っこ

月１回ひとり暮らしの高齢者や

脳トレ講座の送迎や介護予防事

日常会話やゲームを通して、手

高齢世帯の方々に、旬の野菜を

業の給食配達など、高齢者の社

話の学習をしています。

使い、心を込めてお弁当を作っ

会参加のお手伝いをしています。

ています。

要約筆記サークル

大堰
音訳ボランティア

やまびこの会

友遊の輪
サロン、老人会などで脳の活性
化が図れるとされるゲームを基
本に、少人数でも楽しめるゲー
ム、歌、紙芝居なども取り入れ

目の不自由な方に「お知らせな

難聴の方々に、講演会などで話
し言葉を文字に書いて伝える活
動(要約筆記)をしています。

んたん」
「民児協だより」などを
音訳しＣＤに録音して届けてい
ます。

「皆さんと今日を楽しく過ごす」
ことをモットーとして活動して
います。

給食ボランティア

里いもの会
月に 1 回、ひとり暮らし高齢者
への「ふれあい給食」のお弁当
作りをしています。
手話サークル

虹

「聴こえに障がいのある方たち
運転ボランティア

送ってカエル

と交流したい！」という思いで
集まった仲間で、手話の学習や、

福祉事業に参加する場合の送迎

レクリエーション活動をしてい

など。体の不自由な方の社会参

ます。

加のお手伝いやふれあい弁当の
配達など高齢者への支援活動な
どをしています。安全第一に活
動しています。

介助ボランティア

インナートリップ
古切手の収集や、障がい者施設
からの要望に応えて、行事に参
加する等お手伝いをしています。
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デイサービス支援ボランティア

美容ボランティア

さくらんぼ

おやつ作りや、演劇、レクリエ
ーションなどを通じて、デイサ
ービスを利用する皆さんに楽し
いひと時を過ごしていただく活
動をしています。

京都府女性の船
ステップあけぼの

育成苑・やすらぎホームの利用

施設のボランティア活動の他、

者を対象に、訪問して髪のカッ

ステップあけぼのよさこい踊り

ト等を行っています。

の練習日を月 2 回設け、地域の
方々とのふれあいを大切にしな
がら、体力作りと仲間の絆を深
めるため、和気あいあいと楽し
く活動しています。

美山こだまグループ

脳トレネット
南丹市より発行される、広報な
あかるく あたまをつかって
あきらめない をモットーに脳
活性化を意図して、活動してい
ます。

んたん・お知らせなんたん・議
会だより等録音し、目の不自由

配食ボランティア

な方々にお届けしています。町
内の小中学校やサロン、ミニデ

月 1 回（第 3 水曜日）
、見守りと

イにも読み聞かせに行っていま

友愛訪問を兼ねて、高齢者宅に

す。

ふれあい弁当を配達しています。

はんど＆hand
聴覚障がい者と健聴者の交流と
相互理解を目的に手話を学んで
います。手話教室や手話劇のス
テージ発表なども行っています。

南丹市食生活改善推進員
協議会 美山支部

伝統食や健康食などを通じて食

地域の老人ホームや一人暮らし

生活の改善を市民へ広める活動

高齢者宅等での傾聴活動をして

を行っています。親子料理教室

います。

（おにぎり、お弁当教室）や離
乳食教室、男性料理教室、ミニ
デイで骨太調理実習など。

理容ボランティア
育成苑・やすらぎホームの利用
者や個人宅への訪問理髪を行っ
ています。
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傾聴ボランティア
みみずくの会

地域交流
に関 する活 動

殿田いきいきサロン
支援グループ

上保野田いきいきサロン
ひなぎく支援グループ

日吉町殿田地域のサロン支援グ

日吉町上保野田地域のサロン支

ループです。お花見や七夕、ク

援グループです。認知症予防に

リスマス会など季節の行事を取

脳トレをするなど楽しい時間を

日吉町佐々江地域を元気にする

り入れたり、キーボードとオカ

過ごしてもらえるよう工夫して

活動をしています。主に水の杜

リナの伴奏で思い出の歌を歌っ

います。

フェスタに参加したり年越しそ

ています。

みらい塾

ばのふるまいなどをしています。
大人も子供も集える会など、や
りたいことを企画しています。

下田原いきいきサロン
支援グループ
後野サロン
支援グループ
日吉町後野地域のサロン支援グ
ループです。サロンを通じた安

日吉町下田原地域のサロン支援
グループです。気楽に集まれる
よう声掛けし、茶話会や食事会
をしています。

佐々江いきいきサロン
支援グループ
日吉町佐々江地域のサロン支援
グループです。簡単なゲームや
カラオケのほかに、日吉図書室
から出張で本の貸出しをしてい
ただいています。

否確認と社会参加を進めていま
す。

下保野田いきいきサロン

支援グループ
西胡麻 3 サロン
支援グループ

日吉町下保野田地域のサロン支

中世木いきいきサロン
支援グループ

援グループです。年２回のサロ

日吉町中世木地域のサロン支援

日吉町新町地域のサロン支援グ

ン（お花見、子供と楽しむ会）

グループです。ダンベル体操や

ループです。月に 1 回、茶話会

を通じて住民の繋がりを強め、

おしゃべりをしたり、時には草

のほか、グラウンドゴルフやお

安心して楽しく暮らせる地域づ

引きなどもしています。

食事会なども行っています。

くりを目指しています。
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東谷いきいきサロン
支援グループ

木住サロン
支援グループ

サロンここちよい風
支援グループ

日吉町四ツ谷東谷地域のサロン

日吉町木住地域のサロン支援グ

日吉町片野地域のサロン支援グ

支援グループです。お花見や寄

ループです。寝たきりや認知症

ループです。月に 1 回、高齢者

せ植えや野菜の品評会にはたく

を予防し、いつまでも健康でい

が集い、おしゃべりやゲームな

さんの参加があります。銭太鼓

られるよう、手足の運動などを

どで交流しています。

の練習にも精力的に取り組んで

取り入れています。

います。

東雲ふれあい♥サロン

支援ボランティア
上胡麻いきいきサロン
支援グループ
日吉町上胡麻地域のサロン支援
グループです。手作りの食事や
脳トレなど、楽しんでもらえる
よう工夫しています。サロンを
通じて高齢者の安否確認も行っ
ています。

東胡麻にこにこサロン
支援グループ
日吉町東胡麻地域のサロン支援
グループです。2 か月に 1 回、

日吉町東雲地域のサロン支援グ
ループです。交流の場として、
ピアノ伴奏で歌を歌ったり、折
り紙などをしています。

高齢者の憩いの場として、気軽
に集まって楽しい時間を過ごし
てもらえるよう取り組んでいま
す。

四ツ谷吉野辺サロン
支援グループ
日吉町四ツ谷吉野辺地域のサロ
ンの支援グループです。参加者

生畑いきいきサロン
支援グループ

四ツ谷中組サロン
支援グループ
日吉町四ツ谷中組地域のサロン

に楽しいひとときを過ごしても
らい、笑顔になってもらえるよ
う取り組んでいます。

日吉町生畑地域の高齢者サロン

支援ボランティアです。地域住

の支援、地域の美化活動、アル

民の交流を深め、楽しく過ごし

ミ缶回収協力などを行っていま

掲載されているサロン支援グ

ていただける場を目指し、お花

す。

ループは、ボランティアバンク

見やゲームなどを企画していま
す。

Check！

に登録しているグループです。
南丹市内にはこの他にも多く
のサロンがあります。詳しくは
平成 29 年 4 月発行のサロンマ
ップをごらんください。
※サロン支援グループはボランテ
ィアグループ活動助成金の申請は
できません
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子育て支援
に関 する活 動

毎月第１、第 3 木曜日に日吉町

教 養 ･趣 味
特技を

内の親子を対象としたサロンを

生 かした活 動

ママハウス

開催しています。春と秋には屋

おはなしポケット

劇団３人

外での昼食会、12 月にはクリス
マス会と餅つきをしています。

ネルシアターなどを通してお話

コントをして皆さんに楽しんで
に関
する活 動
もらうサークルです。健康には

の世界にふれる楽しさや本に親

笑いが１番をモットーに活動し

しんでもらうきっかけづくりを

ています。

絵本の読み聞かせ、紙芝居、パ

しています。

みやま子育てパートナーズ

よっといで
子育て中のお母さんやその家族
を応援し、地域の将来を担う子
どもたちのすこやかな成長をと
子育て支援ボランティア

すくすくやぎっこ
「地域の中での子育て」を目指

いきいきボランティア
サークル

もに見守ることを目的に活動し

月 1 回の定例会。保育所へのコ

ています。子育てサークルの託

サージュづくり。ひとり暮らし

児や、親子の居場所づくり(カフ
ェよっといで）
。

の方への誕生日プレゼントづく

し、お母さんと子どもたちがい

り、依頼があれば、手芸等の指

っぱいの友達をつくる場として

導、小物づくりをしています。

「みんなおいでよー！」を開催
しています。

ふれあい通信ボランティア
読書ボランティア

夢のひこうせん

はとポッポ
月 1 回、ひとり暮らし高齢者の

素話やパネルシアター等の実演

方に、お便りを絵手紙でお送り

を通し、子どもたちに読書の楽

します。写真は夏休みボランテ

しさや面白さを伝えることを目

ィア体験にて絵手紙指導してい

的に活動しています。

るところです。
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女声合唱団

チャーミーママ

園部吹奏楽団

オカリナアンサンブル

らべんだーず

コーラス好きの女性達が集い、

10 代から 60 代までの幅広い年

敬老会や施設に行き、オカリナ

合唱曲のほか、歌謡曲・ポップ

齢層で頑張っています。福祉施

演奏を通してボランティア活動

ス・唱歌など、美しい歌詞を大

設や地域のイベントでの演奏や

の場を広げています。

切に、心に響くハーモニーを目

年 1 回の定期演奏会、ソロアン

指しながら、楽しく、和やかに

サンブルコンサートの開催など

練習しています。

幅広く活動しています。

津軽三味線ひびき
月 2 回練習。施設、イベント等
で演奏し、敬老会では特に喜ん
童謡唱歌ひまわり

南丹亭百笑

消えつつある童謡をなくしては

笑いは元気の源。未熟な芸です

ならないと、大槻由美先生の指

が、お客様の笑顔と温かい拍手

導のもと、大きな声で、元気に、

に励まされて、自分自身が一番

楽しくをモットーに頑張って歌

楽しんでいます。

い続けています。

でいただいています。

新舞会
趣味として勉強しながら多くの
皆様とふれあいの輪を広げられ
交流ができるように、これから
も頑張りたいと思っています。
園部マジック同好会

クレージーモンキーズ

敬老の日をはじめ、自治会のイ

定年退職後の趣味としてサック

ベントや社会福祉関係の施設、

スに取り組み、週 1 回、仲間が

学童保育、子供行事、丹波地域

集まって練習を楽しんでいます。

の各地で幅広くボランティア活

一方、施設訪問や地域イベント

動を行っています。

にも参加させてもらって、やり
がいを感じています。

お手玉づくりの会
素朴でぬくもりのあるお手玉を、
絶やすことのないよう伝えたい
と、小学校・保育所・施設など
に届けています。
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と金の詩

手品ボランティア
井尻勝巳

さくらんぼ

将棋を後世に継承すると共に、

日吉に伝わる料理の伝承と調理

サロンや地域の行事、敬老会な

地域活性化を目的として、子供

活動、日吉町郷土資料館活動へ

どから依頼を受けて手品を披露

達に将棋の指導をしています。

の協力をしています。

しています。

レクリエーションサークル

なかよし
手作りレク材でその場におられ

ぽぽたん

語り部 安じぃ

る方々と一緒にレクリェーショ
ンを通して交流することを目的

各種団体からの依頼を受け、歌

美山の民話や絵本の読み聞かせ、

として活動しています。

と手遊びを中心とした高齢者や

おもしろトークをサロンやミニ

障がい者や子供などみんなが楽

デイ、福祉施設などで行ってい

しめるレクリエーションを提供

ます。

しています。

ことばサークル

声

ことばを通して人の心を明るく
元気にすることを目的に、腹話
術・歌・昔話・レクリエーショ
ンゲームなどを、お届けしてい
ます。

手芸ボランティア

ほのぼの

書友

会員どうしで作り方を教え合い、

はぎの里に出向き、高齢者の方

習得したことをサロン・ミニデ

に書道を教えています。

イ等で教えています。町内保育
所、小・中学校の入園・入学時
にプレゼントしたり、歳末の福

花いちもんめ

祉慰問にほのぼの作品を届けた
りしています。

かあちゃん劇場

赤とんぼ
絵本の読み聞かせ・パネルシア
ター・脳トレ・手作りの人形劇
の公演をしています。

地域のサロンなどで漫才を披露
しています。依頼があればでき
る限り行きます。
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レクリエーションボランティア

ドレミグループ

美山歌謡同好会

日本よし笛の会

京都美山教室

音楽に合わせ軽体操、頭の体操。

歌を通じ健康でいきいきした人

よし笛、ギター、尺八、三味線

銭太鼓の発表を行っています。

生を送ることを目的として活動

による演奏を行っています。各

毎月１回、練習会を行い、ミニ

しています。月２回程度会員が

種イベントに出演したり、施設

デイ・介護施設の家族会・敬老

歌の練習を行い、敬老会や福祉

会・地域のイベントなどへ参加

施設で歌を披露しています。

訪問をしたりしています。

しています。

エコーみやま
KAYA

美山オカリナアンサンブル

ぐーす

宮島太鼓の運営・演奏活動の他

美しい音色で聴く人に癒しを与

に、アート、アロマ、読み聞か

え、メンバーもオカリナを通し

せ、音楽のワークショップの企

て仲間作りをしています。月 2

画を行っています。

回練習し、デイサービスやフォ
ーラム等に出演しています。

指導者に日吉町の井尻先生（声
楽家）を迎え、楽しく合唱の練
習をしています。練習は第 2、4
の水曜日の夜に美山基幹集落セ
ンターで行っています。
地域の文化行事や敬老会、ゼ
ミナールへの出演などで発表し
ています。

おはなしボランティア

赤ずきん
絵本・紙芝居の読み聞かせや地

人形劇団 そらまめ

元の昔話を紙芝居・パネルシア
ター・ペープサートに制作して、

手づくりの人形で人形劇の公演

読み聞かせ活動を行っています。

をしています。保育所や地域の

地元小中学校、子育て後援会、

サロン、イベントなどで発表し

乳幼児・児童親子の会、ミニデ

ています。

イ等。
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知井読書ボランティア

おむすび
美山小学校や美山中学校での読
み聞かせの他、福祉施設や地域
のサロンなどでも読み聞かせや
絵本落語などを発表しています。

美山民謡会
尺八、三味線の演奏で民謡を歌
います。各種イベントに出演し

環 境 ・防 犯
防 災 の活 動

たり、施設訪問をしたりしてい

文覚ボランティア

波多野綴錦工房
日吉町田原地域の美化活動と、
はぎの里ふれあいホームへの協
力をしています。

たんぽぽ

ます。

仲良く、楽しく、明るくをモッ
トーに、文覚ふれあい公園や、
近隣の路側帯に花を植えたり、
草引きなどの手入れをしていま
す。
上胡麻
ボランティアグループ
日吉町上胡麻地域の美化活動

あぜみち

（ゴミステーションの清掃、グ
地域のイベントで懐かしいフォ

ランドの除草作業など）を行っ

ークソングを歌い、参加者と交

ています。

流を深めています。

殿田男性ボランティア

北村火の用心グループ

男性 11 名で、地域内の清掃（道

かやぶき民家が多く残る北地区

路や地域の広場など）や道路端

は、国の重要伝統的建造物群保

のプランターへの植栽をしてい
ます。

存地区（平成 5 年選定）に指定
されています。この「かやぶき
の里」を守るために、毎晩火の

ボ・タンブレ・オ・ミヤマ

用心啓発の巡回を一人ずつ交代
して続けています。

Ｂｅａｕ(ボ・美しい）Ｔｉｍｂ
ｒｅ（タンブレ・音色）ａｕ（オ・
～で）Ｍiyama（美山）…「美
山で美しい音色を」という意の
フランス語由来のグループです。
ピアノ、ギター、キーボード、
ボーカル、バイオリン、ビオラ・
ダ・ガンバで演奏。地域のイベ
ント等に出演しています。

個人ボランティア
個人でのボランティア登録も可能です。
活動内容は多岐にわたります。
・居場所づくり

・病院ボランティア

・地域活動支援センターの支援

・大工

・イラスト作成

・傾聴ボランティア

・サロン協力
など
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