
グループ名 人数 活動分野 活動頻度 活動内容 活動地域

1 １・２・３の会美祢 2 児童、高齢・障害、地域福祉 随時 施設等への出前講座、押し花を通じて社会参加の機会の増加を促す 美祢地域

2 荒川ボランティア清心会 25 自然環境 随時 市道荒川線法面の樹木・竹等の伐採、側溝・路面の清掃管理、公共広場の草刈り 大嶺地区

3 季節のおたより 28 高齢、地域福祉 年４回 高齢者、在宅介護をしている方と手紙を通して交流を行う 主に美祢地域

4 収集ボランティア 8 その他 月１回 切手等の収集物の収集、整理 美祢地域

5 スイトピーの会 9 自然環境 月３回 田代コミュニティセンターの活性化(美化・ＰＲ)、エコ活動、研修会 於福地区

6 点訳ひとみの会 7 児童、障害、地域福祉 月２回 市報等広報物の点訳と配達、視覚障害者との交流、学校等への出前講座の実施 主に美祢地域

7 花ごよみの会 10 児童、高齢・障害、地域福祉 随時 施設等への出前講座、押し花を通じて社会参加の機会の増加を促す 美祢地域

8 ひまわり・あひる 52 高齢、障害、地域福祉 月２回 誕生日月の高齢者のお誕生祝い品としてのお菓子作り、見守り活動を兼ねての配達 美祢地域

9 ピア山口 1 高齢、障害、地域福祉 随時 依頼のあった方へ傾聴活動 美祢地域

10 ブックサークル 10 児童、地域福祉 年１３回 大嶺小児童に対するおはなし会、おたより発行 大嶺地区

11 ふれあい三世代（大嶺） 24 児童・青少年、高齢・障害、地域福祉 随時 子どもたちが高齢者とふれあう交流会の手伝い 美祢地域

12 訪問ボランティアあじさい 11 高齢、障害、地域福祉 月１回 在宅の寝たきりの方の介護者へ手作りお菓子の配達 於福地区

13 ほっとカフェ 10 高齢、地域福祉 月１回 認知症カフェの運営 大嶺地区

14 ボタッ子の会 13 地域福祉 随時 大嶺炭田を世に伝える会。露天掘り及び周辺の美化作業 大嶺地区

15 ボランティア森の子 15 児童・青少年、地域福祉、文化伝承 随時 里山での体験活動（田植え、野菜作り、木工体験など）の手伝いと指導 美祢地域

16 ボランティア友愛 59 高齢、障害、地域福祉 月１回 一人暮らし高齢者宅へ配達するお弁当作り 於福地区

17 美祢市更生保護女性会 133 青少年、地域福祉 随時 青少年の非行防止、その他地域活動 美祢地域

18 美祢市食生活改善推進協議会 169 高齢、障害、地域福祉 随時 市民の栄養、食生活の伝達講習および対話、訪問活動 全域

19 美祢市母子保健推進協議会 54 児童、地域福祉、その他 年500回 家庭訪問、各種行事の開催、保健センターの活動の補助 全域

20 美祢市民生委員児童委員協議会 104 地域福祉 随時 民生委員法・児童委員法による高齢者・児童等の見守りなど 全域

21 美祢手話どんぐりの会 18 障害、地域福祉 月３回 手話の修得のための勉強会、聴覚障害者との交流 美祢地域

22 嶺の花 12 児童・青少年、高齢・障害、地域福祉 随時 施設での手伝い、環境整備・各種行事の参加 美祢地域

23 やすらぎカフェ 12 高齢、地域福祉 月１回 認知症カフェの運営 伊佐地区

24 夜回りオヤジ 23 青少年、地域福祉 毎週末 夜間の巡回、声かけなどの防犯活動 美祢地域

25 六期会 8 地域福祉、自然環境 年６回 市内公園等の清掃活動の実施、ボランティア入門講座６期生で結成 美祢地域

26 輪だちの会みね 5 高齢、障害、地域福祉 週１～２回 高齢や障害等で自力での通院が困難な方の通院支援 美祢地域

27 あつ見まくり隊 8 児童、地域福祉 随時 一斉下校時の下校指導、朝の登校指導 厚保地区

28 豊田前校区見守り隊 3 児童、地域福祉 随時 豊田前小児童の見守り等 豊田前地区

29 ハッスルパトロール隊 9 地域福祉、児童・青少年 月２回 山中地区・川東地区の２班に分けて夕方パトロールの実施 厚保地区

30 麦川安心安全みまもり隊 14 高齢、児童、地域福祉 随時 高齢者宅の訪問、学童の見守り、地域のパトロール 大嶺地区

31 個人ボランティア（美祢） 8 児童、青少年、高齢、地域福祉 随時 行事への参加等の各種ボランティア活動 美祢地域

32 １、２、３の会美東 6 高齢、青少年 月１回 誕生日プレゼント用（ひとり暮らし高齢者対象）押し花づくり等 美東地域

33 綾キッズ 17 青少年、地域福祉 随時 児童生徒との交流、行事への協力等 綾木地区

34 糸ぐるま 6 地域福祉、高齢、青少年 月１回 誕生日プレゼント用（ひとり暮らし高齢者対象）小物づくり等 美東地域

35 大田小学校ボランティア 53 地域福祉、児童 随時 大田小学校校地内の草刈、剪定 大田地区

36 かきつばたの会 82 地域福祉、高齢、障害 年３３回 有償のお弁当づくり、配達（ひとり暮らし・二人暮らし高齢者等が対象） 美東地域

37 さくらピアノクラブ 5 文化伝承、地域福祉 月１回 音楽を通して地域との交流、児童育成支援 大田地区

38 さをり姫 8 地域福祉、青少年、高齢 月１回 誕生日プレゼント用（ひとり暮らし高齢者等が対象）品物作成、各種行事への協力 美東地域

39 じゃんけんぽん 10 青少年、地域福祉 随時 地域との交流、三世代交流、遊具の事故防止等の安全点検、環境整備 真長田地区

40 将棋ボランティア 2 高齢、地域福祉 随時 施設利用者との交流 美東地域

41 水曜の会(大田婦人会） 42 地域福祉、高齢、その他 随時 奇数月第二水曜日、福祉施設訪問 大田地区

42 すみれ・くれよん 12 高齢、児童、青少年 月１回 誕生日プレゼント用（ひとり暮らし高齢者対象）お菓子づくり、各種行事への協力 美東地域

43 長登古代銅製錬愛好会 9 文化伝承、地域福祉 随時 地域との交流、指導活動、銅山まつりの準備・運営、銅製錬炉づくり等 美東地域

44 ブックスタート３１０ 11 青少年、文化伝承 年５～６回 5か月以上2歳未満の赤ちゃんへ絵本の配布、フォローアップ事業への協力 美東地域

45 ふるさと伝承グループ赤郷会 15 文化伝承、自然環境 随時 赤郷地区にある風習、工芸品などの継承、指導活動 美東地域

応援します！ あなたのボランティア活動令和３（２０２１）年度

 できる人が できる時に できることを 

あなたの生活の中に「ボランティア」の時間を少し加えて
スパイスの効いた生活をめざしてみませんか？

☀ 活 動 ひ ろ ば ☀



グループ名 人数 活動分野 活動頻度 活動内容 活動地域

スパイスの効いた生活をめざしてみませんか？

46 ほたる 2 高齢、青少年 月１回 誕生日プレゼント（ひとり暮らし高齢者対象）の配達 美東地域

47 ボランティアクラブ悠々 13 高齢、地域福祉 随時 各種行事等への協力 美東地域

48 ボランティア紫の会 6 地域福祉、その他 随時 カレンダー封筒づくり等 大田地区

49 美東アマチュア無線クラブ 9 文化伝承、その他 随時 アマチュア無線を利用した支援活動、広報等 美東地域

50 美東支部Ｊ・Ｌ・Ｃ 10 地域福祉、青少年 月１回 子ども会育成指導、その他行事協力 美東地域

51 みとうっ子ママクラブ 10 青少年、地域福祉 随時 子育て支援、親子行事協力 美東地域

52 美祢交通安全協会　真長田分会 24 青少年、その他 随時 交通安全の推進 真長田地区

53 みね要約筆記大仏 10 地域福祉、障害、文化伝承 月１回 要約筆記による聴覚障害者への情報伝達支援 全域

54 やまびこ 7 地域福祉、高齢、障害 随時 介護相談、訪問活動 美東地域

55 綾木安全・安心見守り隊 20 青少年、その他 随時 小学生の登下校の見守り 綾木地区

56 大田１７区こども見守り隊 8 青少年、その他 随時 小学生の登下校の見守り 大田地区

57 大田レディースパトロール隊 8 青少年、その他 随時 毎週火曜日、町内防犯パトロールと町内の子どもたちへの朝・夕声かけ、見守りなど 大田地区

58 真長田見守りボランティア 36 青少年、その他 随時 小学生の登下校の見守り 真長田地区

59 個人ボランティア（美東） 1 被災地支援、各種ボランティア活動 美東地域

60 秋吉台観光案内ボランティア 11 地域福祉、児童・青少年、高齢 随時 秋吉台観光案内（土、日、祭日） 秋吉地区

61 いきいきレディース 11 地域福祉、高齢 年２回 施設訪問利用者と交流 秋吉地区

62 泉 38 地域福祉、高齢、障害 毎月・年2回 70歳以上ひとり暮らし高齢者誕生祝・75歳以上ひとり暮らし等弁当配付 別府地区

63 岩永ときわ会 52 高齢、地域福祉、自然環境 年６回 施設訪問、地域の世代交流、社会奉仕の日清掃 岩永地区

64 見守り隊 1 地域福祉、高齢、児童 毎月 児童通学路見守り 秋吉地区

65 カルスト草炎太鼓 40 地域福祉、文化伝承、児童 毎月 イベント協力、小中学校太鼓指導・施設訪問 全域

66 ぎんやんま 4 青少年、地域福祉 毎月 秋吉小学校の清掃、環境整備。交通安全指導 秋吉地区

67 桔梗会 13 地域福祉、文化伝承、児童 毎月 官公庁などへお花活け込み、秋吉小コミュニティスクール協力 秋吉地区

68 共和桂花会 26 高齢、地域福祉、自然環境 年６回 施設訪問・地域の世代交流、社会奉仕の日清掃、盆踊り前の清掃活動 嘉万地区

69 こんぺいとう 9 地域福祉、高齢、障害 毎週 70歳以上ひとり暮らし誕生日プレゼント作り、清掃作業、子育てサロンとの交流 秋吉地区

70 チームおじぎ草 8 地域福祉、高齢 年２回 青景園の裁縫ボランティア 青景地区

71 なでしこ 18 地域福祉、高齢、障害 毎月 70歳以上ひとり暮らし高齢者誕生祝配付 岩永地区

72 別府健寿会 26 高齢、地域福祉、自然環境 年６回 施設訪問、地域の世代交流、社会奉仕の日清掃 別府地区

73 弁当ボランティアマーガレット 63 地域福祉、高齢 年４回 75歳以上ひとり暮らし弁当配付 秋吉地区

74 ボランティア厚東川 24 地域福祉、高齢 毎月・年2回 花壇の草取り、清掃作業、75歳以上ひとり暮らし弁当配付 嘉万地区

75 ボランティアじゃがいも 5 地域福祉、高齢 随時 ひとり暮らし等弁当配布 別府地区

76 ボランティア虹 25 地域福祉、高齢 年４回 75歳以上ひとり暮らし等弁当配付 岩永地区

77 みどり学級 13 地域福祉、高齢、児童 年８回 青景園オムツたたみ、地区内清掃、ごきぶりだんご 秋芳地域

78 やまびこ 147 地域福祉、高齢、児童 年１回 イベント協力・在宅見守り 秋芳地域

79 よつば会 6 地域福祉、高齢 随時 高齢者施設でのふれあい、地域のお一人暮らしの見守り、買い物の送迎 青景地区

80 若葉 41 地域福祉、高齢、障害 毎月 70歳以上ひとり暮らし高齢者誕生祝配付 秋吉地区

81 秋吉地区安全パトロール隊 21 地域福祉、児童・青少年、高齢 週２回 毎週火曜日、金曜日の午後３時～４時に巡回および児童と合同下校 秋吉地区

82 共和防犯パトロール隊 6 児童、高齢、地域福祉 随時 登下校時及び高齢者への声掛け・見守り、金融機関での声掛けによる詐欺被害防止 共和地区

83 別府防犯パトロール隊 12 地域福祉 随時 青色回転灯車輌を使用した市内パトロール活動 別府地区

84 個人ボランティア（秋芳） 5 地域福祉、高齢、その他 毎月 誕生日プレゼント作り、ぷちボラの手伝い等 子育て支援・イベント協力 秋芳地域

のべ人数 1931

♪集める・作る・手伝う・ふれあう・広める・教える・伝える・守る・支える・寄り添う♪

美祢市内を活動の場としている登録団体を掲載しておりますが、この活動内容のほかにもあなたのアイディアや
発想から、これまで誰も気付かなかったユニークな活動や時代が求めている活動が生まれるかもしれません。
活動の前に色々な情報を得るため、住民ふくし講座等へ参加してみるのも１つの方法です。

掲載団体への詳しいお問い合わせ等については、下記までお問い合わせくださ
い。

社会福祉法人 美祢市社会福祉協議会・美祢市ボランティアセンター

◆本部 ☎（０８３７）５２－５２２２

◆美東地域福祉センター☎（０８３９６）２－１６８６
◆秋芳地域福祉センター☎（０８３７）６２－０３２２


