
№ 団体名 団体種別 会員数 会費 会員募集 例会日 例会場所 活動内容等

1 盛岡市立病院ボランティア その他 10 無 ○ 随時 盛岡市立病院 外来案内、ベットの清掃、作業療法の補助等

2
ＮＰＯ法人　ハーツ生活支
援

障がい 15 年　3,000円 ○
週1回～2回（3月～
12月）

ハーツケアセンター
事務所内

ガイドヘルプ、ホームヘルプ等。家族のレスパイト、病院への付き添い（意思伝
達のサポート）、伝の心及びスイッチのサポート、療養中も方の話相手(在宅)、
社会参加等。
（少人数でのレクリエーション活動等）

3
おでかけ送迎サービス運転
ボランティア

障がい 12 無 ○ 年数回、他毎週活動
盛岡市総合福祉セン
ター

市社協送迎ｻｰﾋﾞｽ運転ボランティア活動

4 サークル「ゆうの会」 障がい 28 無 × 不定期
ふれあいランド、市
総合福祉センター

ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾆｱ体験普及､知的障害者の音楽･ｽﾎﾟｰﾂ活動参加

5 サークル水の輪 障がい 11 無 月1回土曜夜間
総合福祉センター２
階ボランティアルー
ム

日本筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ協会岩手県支部の行事等のお手伝い(岩手筋ｼﾞｽの集いの開催､ｸﾘｽ
ﾏｽ会の開催)

6
のびっこ・親と子の運動教
室

障がい 230 年　2,000円 ○ 不定期

のびっこ療育セン
ター、身障者体育
館、ふれあいランド
岩手

①運動教室(月1回)②障害児学童保育(平日午後2～6時)③春･秋の遠足④夏･冬の
2泊3日の合宿⑤各種行事(運動会･ｸﾘｽﾏｽ会･ｶﾗｵｹ大会･映画会)⑥ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講習会
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7
ＮＰＯ法人　岩手音声訳の
会

障がい 103 年　2,500円 ○
月３回（1日、第二・
第三月曜日）

県立視聴覚障害者情
報センター

岩手県立視聴覚障害者情報センターの録音図書制作。音声者勉強会、音役技術研
修会開催。会報発行。

8 NPO法人　岩手点訳の会 障がい 114 2,500円 ×
毎月第2火曜（13時～
15時）

岩手県立視聴覚情報
センター

点字図書の製作のための点訳。点字点訳の啓発活動、その他。岩手県立視聴覚障
害者情報ｾﾝﾀｰ指導を受けながら会員個々に自宅で点訳活動を行っています。

9
西部点字パソコンサーク
ル・ステップ

障がい 43 月　300円 ○
週3階（火・水・木）
10時～15時

盛岡市西部公民館

10 岩手盲ろう者友の会 障がい 80 年　3,000円 ○ 毎月第3日曜日
アイーナ、北上生涯
学習センター

盲ろう者友の会交流行事へ参加し、盲ろう者の社会参加をサポートする。盲ろう
者とのコミュニケーションをはかり、楽しむ。
・県の委託を受け盲ろう者向け通訳・ガイドヘルパー養成事業と派遣事業を実施
（年42時間）。

11 盛岡市手をつなぐ育成会 障がい 300 年　3,000円
月・水・金曜日（10
時～15時）

市総合福祉センター
2階

・本人活動「げんき塾」開催。・バザー、補助会員募集、はがきリサイクル活動
を通じての社会への働きかけ。・キャラバン隊出前講座、講演会の開催。・広報
誌発行、ホームページ運営。

12 手話サークル月曜会 障がい 30 年　1,000円 ○ 毎週月曜10時～12時
盛岡市総合福祉セン
ター

ろうあ者と手話の交流や学習を通して、手話の基礎を学ぶ。10時くらいから集
まりはじめてだいたい10時30分頃から活動する。

13 手話サークル　未来 障がい 22 年　1,000円 ○
毎週木曜19時～20時
30分

青山地区活動セン
ター

手話でのコミュニケーションを目的に週一回の例会で手話を学び、行事を通じて
聴覚障害者と交流をしています。



14 手話サークル　みず 障がい 32 月　300円 ○ 毎週水曜10時～14時 アイーナなど
手話を学びながら、ろうあ者との交流をしています。毎週の活動は手話の学習会
ですが、年に数回、社会見学会やレクリエーションもあります。

15 手話サークル　青空 障がい 25 月　200円 ○ 毎週水曜19時～21時
アイーナ岩手県視聴
覚障がい者情報セン
ター

①手話の学習(ﾚﾍﾞﾙ別によるｸﾞﾙｰﾌﾟ学習有り)②各種季節行事(さんさ踊り･花火大
会･ｸﾘｽﾏｽ大会)③各種ｲﾍﾞﾝﾄへのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力(ｽﾎﾟｰﾂ大会･ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会等)④関係団
体主催行事への参加(東北ろうあ者大会･耳の日集会等)⑤青空新聞｢ﾄﾞｯﾃﾃ｣の編集･
発行

16 十夢の会 障がい 50 年　2,000円 ○ 不定期
のびっこ療育セン
ター他

障害をもった青年達の余暇活動

17
精神保健ボランティア
「ハーモニー」

障がい 7 年　2,000円 × 毎月1回
県精神保健福祉セン
ター（毎週火曜日午
前中）

当事者グループ「麦の会」への参加。「ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ」を中心とした関わりを
持っている。

18
精神保健ボランティア「そ
よ風」

障がい 8 年　2,000円 ×
毎月最終木曜日（13
時30分～15時30
分）

岩手県福祉総合相談
センター4階

①毎週木曜日、活動ローテーションにより活動する（運動、勉強会、喫茶店へ行
く、など）。②月一回の定例会、１ヶ月の情報交換、ローテーションの決定、計
画、連絡など。

19
日本てんかん協会(通称 波
の会)岩手県支部

障がい 45 年　6,000円 ○ 不定期 不定
①広報発行(月1回､月刊誌｢波｣の号外として)②啓発活動:てんかん市民講座(年3～
4回)③療育事業:ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ年1回､療育相談/随時④請願のための署名活動⑤関係団
体との連携･交流活動等

20 要約筆記サークル「盛岡」 障がい 17 月　2,000円 ○
月1回（火曜日）18時
～20時30分

聴覚障害者情報セン
ター

聴覚障害のある方への要約筆記活動。市町村による聴覚障害事業への参加。交流
会行事への参加を通して親睦を深めている。



21
NPO法人 うれし野こども
図書室

児童 31 年　3,000円 ○ 毎週木・土曜日
盛岡市総合福祉セン
ター3階（図書室）

①図書室の開室－図書の貸出、絵本の読み聞かせ、ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ、ﾌﾞｯｸﾄｰｸ。②依
頼により、子どもの本についての講師派遣、語り手派遣。③専門家を招いての講
演会、講習会の実例。月例ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ、絵本の勉強会の実施など。

22 盛岡市学童保育連絡協議会 児童 700 ○ 不定期 不定
学童保育
各種ボランティア行事への参加協力（赤い羽根募金）

23
盛岡市少年指導員連絡協議
会

児童 113 年　2,000円 ○ 不定期
不定（団体要請によ
る）

１．子供会育成会助言、指導、援助　２．会員の居住地域、町内会、ＰＴＡ活動
の助言、指導、援助　３．新年度子供会リーダー研修会(区界自然の家）での講
師派遣　４．ドッジボール大会審判派遣

24 盛岡世代にかける橋 児童 50 実費 ○
毎週月曜日（大学生以
上）

盛岡市神明町2-2
①区界高原子どもの丘林間学校②100㎞歩いて海をみよう！！③区界高原子ども
の丘雪の学校④きれいな中津川子ども大会　　HP:http://morioka-brg.com/

25 盛岡地区ＢＢＳ会 児童 86 年　2,400円 ○
各施設の都合、行事に
合わせて。特に土・日
に集中

アイーナ
児童福祉施設を訪問し、遊び相手、学習支援を行う。少年院訪問、街頭補導活動
への参加。

26
託児ボランティアクロー
バー

児童 100 不定期
市総合福祉ｾﾝﾀｰ､都
南公民館､他依頼に
より随時

各種機関(学校･幼稚園･保育園･養護学校等)のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ。個人、集団、在宅、依頼
場所等にて随時相談の上対応

27 サークルＭｉｌｙ 児童 20 月１回 アイーナ、岩手生協
異文化交流、伝統文化、料理、知的障害児との交流、座談会、自然観察会などの
事業を実施。



28 子育て支援連絡会 児童 120 無 ○ 年5回随時 公共施設等
子育てサークル、子育て支援団体、関係機関等との連携を図り、安心して子育て
ができる環境づくりを促進し、より充実した支援の向上と輪を広げることを目的
とする。仲間づくり等交流活動を通し、地域での楽しい集いの場を提供。

29 親子で心を育てる会 児童 4 無 ○ 月１回 公共施設等
①読み聞かせ等で親子の関わりを支援しています。
②エチオピア（ワンホープ・ガーデン）の子どもを支援しています。

30 ゆずり葉の会 児童 11 ○ 月２回第２・４水曜日
盛岡市総合福祉セン
ター

子育て支援活動、主催事業の企画運営

31
ボーイスカウト盛岡地区協
議会

児童 233
不定期（概ね月３～４
回日曜日午前中）

総合福祉ｾﾝﾀｰ･各地
区公民館･活動ｾﾝﾀｰ･
児童ｾﾝﾀｰ等中心

野外を中心に青少年の年代に合わせたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで考える･体験する･実践する学習
をしています｡奉仕･自然･観察･各種ｽﾎﾟｰﾂ･ｷｬﾝﾌﾟ等です｡2年毎に英国へ加盟青少
年を派遣し国際理解と交流にも努めています｡

32 ボーイスカウト盛岡第５団 児童 172 年　18,000円 ○ 週１回日曜日
岩山、白滝自団キャ
ンプ場

ボーイスカウトは、子どもたちの自発的な活動を大切にしています。自然の中で
自然と共に野外活動を中心に年齢に応じた活動をしています。
国際貢献活動や環境問題への取り組みなどを通じて「前に踏み出すこと」「考え
抜く心」「諦めない心」「チームワーク」など、社会で求められる力を育む活動
をしています。

33 すみれ会 高齢 10 ○ 随時
市地域福祉セン
ター・地区公民館

地域福祉ｾﾝﾀｰへのお手伝い｡地区内のイベントなどへの参加。

34 みどりの会 高齢 12 無 ○
毎月第1木曜日・第3
水曜日14～16時

山岸和敬荘
①毎月２回特別養護老人ホーム山岸和敬荘で、縫い物、繕い物の作業。②施設内
事業「秋の文化祭」に於いて「不用品バザー」を毎年担当し、収益金を施設にプ
レゼント。③施設内行事参加④オンブズマン会議出席。



35 盛岡市赤十字奉仕団 児童 31 無 ○ 月2回不定期 日赤岩手県支部
①施設訪問②赤十字新聞発送準備③災害訓練④看護法、救急法講習会⑤清掃活動
⑥募金活動⑦献血推進活動⑧子育て支援活動（ベビー肌着作り）等

36 ふれあいお茶っこ会 高齢 230 無 ○ 随時
格地域生協店舗、地
域公民館等

１ヶ月に１回又は各月１日地域の高齢者を対象に市内15ヶ所の生協店舗又は地
域公民館でお茶っこ会を開き、手遊び、手芸、歌、踊り等。そのためのボラン
ティアの研修、情報交換のための定例会を毎月4回行っています。

37 下太田ふれあい会 高齢 43 年　1,000円 ○ 必要に応じて開催
下太田公民館、下川
原公民館

会員同志の支え合い、学びあい、励まし合いを主として、「遠くの親戚より近く
の他人」の如く、高齢化した地域の人々がこぞって参加できるサロンを毎月開
き、親睦交流するとともに草取り、清掃などのボランティア活動により、明る
く、清潔な地域づくりに寄与することを目指します。

38
盛岡市レクリエーション協
会

教育 100 年　2,000円 ○ 月1回第1月曜日 市総合福祉ｾﾝﾀｰ

当会主催のＷＲ大会、レクダンス講習会、野外料理研修会の他、県レクリエー
ション協会からの依頼を受けてシニアニュースポーツ交流会、県民レクの集い、
他のイベント協力も行っている。また、毎月第１月曜日１９：００～２０：３０
に定例会を行い、ダンス、ゲーム、クラフト等を楽しむ会をしている。いずれも
会員、一般市民対象です。

39 盛岡弁に親しむ会 教育 12 月　300円 ○ 月1回（木曜日） 都南公民館 各施設、学校、団体からの要請に協力。今のところ県内に限って活動。

40 日本語交流室「じょい」 教育 11 月　200円 × 毎週火曜13時～16時 盛岡市上田公民館 日本語の指導。日本文化の紹介及び異文化交流。その他必要と認める活動。

41 カーネーションの会 その他 5 ○ 不定期
市内、本宮のクリネ
ンバウム

絵本、紙芝居、昔話等の読み聞かせ活動。



42
岩手自然ガイド協会設立準
備会

教育 1356 無 ○
年６～７回（3月～11
月）

岩手山を中心とする
盛岡広域

少年少女らの野外活動支援、自然ガイドの養成。

43
ＮＰＯ法人 地球環境・共
生ネットワーク岩手(U-ﾈｯﾄ
いわて)

環境 30 × 年4回 事務所及び現場 会員各自のEM活動の応援

44
一般社団法人岩手県助産師
会

その他 116 年　10,000円 ○ 毎月1回常任理事会 助産師会事務所
・毎月第2第4土曜日、子育支援・七ばんめのポッケ　・11月3日いいお産の日
イベント他　・研修

45
盛岡アマチュアマジシャン
ズクラブ

その他 19 月　2,000円 ○
月2回、第2・第4木曜
例会（随時）

主に福祉関係施設･
市総合福祉ｾﾝﾀｰ(例
会:子供会研修室)、
講習室

県内各地域の福祉施設、更生保護施設等の訪問、さらには老人、婦人、子ども会
等の集い各種ﾁｬﾘﾃｨｰｼｮｰへ積極的に参加し活動を行っている。なお、毎年1回福祉
施設等の方々やマジックファンを招待し「奇術の祭典」（発表会）を開催してい
る。

46 盛岡いのちの電話後援会 その他 556 ご寄付 ○
団体の活動・運営を通して得た資金を提供して、社会福祉法人盛岡いのちの電話
のボランティア活動を支えている。

47
盛岡の明日を担う青年の会
ＭＡＮＳ

その他 38 年　1,000円 ○ 随時 プラザおでって 他団体との共同活動

48
ハーモニカアンサンブル盛
岡

その他 7 月　3,000円 ○ 毎週金曜日9時～12時
上堂自動・老人福祉
センター

生涯学習の取り組みの成果として､主に次の活動をしています｡①出演活動:ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱまつりや公民館や各施設の演芸の集い等への出演②ふれあい演奏活動:幼稚園や
保育園及び特別養護老人ﾎｰﾑ等諸施設でのふれあい演奏活動



49 盛岡市退職女性教職員の会 その他 66 年　3,000円 不定期（金曜日） 総合福祉センター 女性地位向上の促進事業、他団体との交流

50
ＮＰＯ法人 盛岡市ﾌｧﾐﾘｰｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

児童 126 年　2,000円 ○ 随時
盛岡市総合福祉セン
ター団体事務室

育児支援・家事支援：活動場所(依頼会員宅、提供会員宅、盛岡市総合福祉セン
ター保育室等)　活動対象（乳幼児、学童、保護者、高齢者等）　活動内容（保
育所、幼稚園の送迎や預かり、学童の放課後の援助、子どもの病気時の援助、習
い事教室への送迎、保育所、幼稚園、学校等休み時の援助、保育所等入所前の援
助、保護者の外出時（冠婚葬祭、学校行事等）病気、見舞い時、掃除、買い物、
食事作り等

51 岩手ホスピスの会 その他 304 年　2,000円 ○ 月1回（第2土曜日）
盛岡市総合福祉セン
ター

ﾎｽﾋﾟｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成、講演会・ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄの開催、ﾎｽﾋﾟｽｹｱに関する情報収集・
発信等。・がん患者さんへのサポート、抗がん剤の副作用で脱毛に悩む方へタオ
ル帽子を作成、東日本大震災被災地支援

52
一般社団法人　岩手県介護
福祉士会

高齢 501 年　3,000円 ×
介護に関する資質向上を目指した各種研修会の開催、介護の担い手の養成事業、
災害時におけるボランティア

53
ＮＰＯ法人　Ｙｏｕ－Ｍｅ
ゆいっこ

障がい 116 2,000円
障害者就労支援等の社会参加に実現を目指し活動しています。牛乳パックの再利
用による名刺、はがき等の作成、乾燥野菜の製造・販売、一人暮らし老人宅の雪
かきボランティア、受注作業

54 盛岡弁で遊ぶ会 教育 35 月　200円 ○
月１回（第2金曜日13
時～16時）

盛岡市総合福祉セン
ター

①盛岡弁による会話を楽しむ会。②盛岡弁の伝承、普及活動。③“盛岡ことばの
収集、調査、研究活動。

55
ＮＰＯ法人　Ｗai Ｗai－ぐ
るんぱ

障がい 36 年　2,000円 ○
月～土　8時30分～
17時30分（活動日）

WaiWai-ぐるんぱ
障がい児者に対し、生活・就労など社会自立援助に関する諸事業を行い、障がい
児者の社会参加に寄与するすることを目的とする。



56 開運橋花壇クラブ 環境 15
年　200～350
円

○
年1回　3月下旬土曜
日10時～12時

桜城老人福祉セン
ター

花苗の植栽及び花壇の維持管理

57
いわて生協コープくらしの
助け合いの会　盛岡エリア

その他 1341 年　1,200円 ○ 随時　9時～17時 いわて生協

組合員同士「困った時はお互い様」の助け合いで、家事援助を中心に、窓ふき、
草とり、通院介助、ペットの世話など、会員は利用会員と活動会員、賛助会員の
３種類で、いつでも変更できます。利用した方は、活動会員に謝礼としてその都
度「500円/1時間」を直接支払う有償制。会員の中で活動の経験のある者が地
域コーディネーターとして、活動の調整と運営を担っています。※謝礼は最初の
１時間８００円、時間に関わらず１回につき100円の運営協力金。

58
認定ＮＰＯ法人　成年後見
センターもりおか

障がい 28 年　5,000円 ×
月～金（13時～16
時）

成年後見センターも
りおか

・知的障がい者の成年後見事業、相談事業。
・知的障がい者を中心に成年後見人を引受けうること。
・成年後見制度の活用を広げる啓発活動を行うこと。
・市民後見人からの相談、支援を行うこと。
・成年後見開始の申立ての支援を行うこと。

59 傾聴ボランティアもりおか 高齢 66 年　2,000円 ○ 年2回　13時～15時 アイーナ 「お話しあいて」の活動です

60
NPO法人　岩手自殺防止
センター

その他 14 3,000円 ○
毎週土曜日（20時～
24時）

岩手自殺防止セン
ター

傾聴ボランティア（電話）

61
認定NPO法人 日本ヨガ連
盟

その他 311 年　6,000円 ○ 月1回不定
ｶﾞｲｱﾈｯﾄﾜｰｸﾖｶﾞｽﾃｭｰ
ﾃﾞｨｵ(盛岡市紺屋町
4-24）

ヨガを通しての社会貢献。ヨガの動き、呼吸法、マッサージ等で、高齢者や一
般、子ども、妊婦さんなど広く健康の維持。予防医学の分野で活動をする。講師
の派遣を行います。また、東日本復興支援活動として様々な事業を企画。

62 チャイルドラインいわて 児童 64 年　2,000円 ○ 毎週1回火曜日 松園施設敷地内

チャイルドラインは18歳までの子どものための相談先です。「子どもの権利条
約」の理念を大切にしながら子ども達の話に全力で耳を傾け、心に寄り添いま
す。また、地域の人たちが連携し、子ども達のサポートシステムのネットワーク
を広げていくことを目的としています。



63
岩手県立大学学生ボラン
ティアセンター

その他 33 無 × 随時
岩手県立大学学生ボ
ランティアセンター

　学生ボランティアセンターは、学生のボランティア活動の活性化を目標とした
施設です。学生が持つマンパワーと、地域のボランティアニーズを結びつけ、学
生が社会参加・社会貢献をしていくことを目標としています。現在は地域交流、
ホームレス支援、国際協力などジャンルを問わずさまざまなプロジェクト型活動
を展開している。

64 おはなしの森 高齢 35 月　200円 ×
毎月1回年12回第2日
曜日（9時～14時）

黒川南公民館
地域(盛岡市黒川地区)の高齢者に関する活動。軽い運動や健康に関する講話、食
生活改善推進員による減塩料理、医療生協による健康教室他。

65
岩手県青少年自立支援セン
ター「ポランの広場」

その他 12 無 ○
県内各地区で父母会例
会

県内各地区（市）
・講演会・さくらんぼの会(学齢期の親の会)・茶話会（不登校・ひきこもりの親
の会）・学習会・通信発行(月1回、各地区500名)・「ポランだより」(年1回)

66 もりおかおもちゃ病院 児童 5 無 ○
毎月第2土曜日（10時
～15時）

盛岡市総合福祉セン
ター

子ども達の壊れたおもちゃを修理する。修理無料、部品代がかかった場合は、そ
の実費をもらっている。

67 ふくし岩手 その他 50 年　1,000円 ○ 不定期 被災地支援と地域支援。新産業の育成

68
ＮＰＯ法人　インクルいわ
て

児童 10 ○ 随時
いわて県民情報交流
センター

ひとり親家族の生活支援、就労支援、子育て支援。ひとり親家族のわかちあいの
場の提供

69 新ダーナの輪の会 その他 80 年　1,000円 ○ 月1回 おでって他

①岩手・雫石出身の柴橋光男氏が、タイで創設した青少年育成のマーヤー・ゴー
タミー財団の活動を支援するための募金活動など
②お国内外の国際交流の推進・青少年教育支援や社会的弱者支援の活動
※2020年3月18日～31日い、有志の人でタイの奨学生（中・高）の合宿を訪
問し、奨学金を届、財団創立30周年を共に祝う予定だったが、新型コロナウイ
ルスのため出入国が不可となり、現在に至る。



70 東松二三クラブ その他 43 無 ○ 随時
東松園二・三町内会
「ふれあい館」

資源回収、街路樹の刈り込み、公園の清掃、公園の草刈り、除雪、ぞうきん作
り、粗大ごみの処分、町内会行事への協力、民生委員活動への協力

71
ユニバーサルサービス
（US）倶楽部

障がい 7 年　1,000円 ○ 月1回
アイーナ（団体活動
室）

キャップハンディ、シニア体験を基礎にユニバーサルデザイン、バリアフリーを
普及する人の育成と普及活動。その他ユニバーサル観光、散策会の企画・障がい
者外出介助活動。

72
もりおか健康生活ネット
ワーク

高齢 45 無 ○ 随時

MOAプラザ盛岡、
老人憩いの家、上田
公民館、中央公民
館、青山活動セン
ター、中野地区活動
センター

岡田式健康法（浄化療法・食事法・美術文化法）は、大自然の力と法則を応用
し、人間が本来持っている自然治癒を高め、心と体の健康増進を促す健康法で
す。研究者や石などによって研究が勧められ、その効果や安全性も確認されてい
ます。家庭で気軽に実践でき、会員の自宅でもできます。相手の健康を気遣いな
がら浄化両方などを飾って楽しむ、生命力ある食べ物を真心込めて調理し、いた
だきます。

73 写真クラブ「キラキラ」 その他 6 無 ○ 随時
MOAプラザ盛岡ほ
か

写真展などの開催。4月21日、22日、中央公民館にて展示会。5月、私立病院
でコーナー展示。月が丘小学校、手代森小学校、土淵小学校、山王小学校で花一
輪の授業をしました。城西中学校、河北小学校、桜城児童センター、国立病院に
写真展示。

74
KCSボランティアグルー
プ盛岡

その他 8 無 × 随時 KCSセンター盛岡南 姿勢バランスと健康の講座。姿勢調整ボランティアの育成

75
音楽支援サークル　みゅー
ず

その他 5 無 × 月1回　不定期
盛岡市総合福祉セン
ター

楽器や音楽を用いたレクリエーションにより、地域住民や施設利用者、児童との
交流や余暇支援活動を行う

76
ダンススポーツサークル
ル・シエール

その他 7 月　2,000円 ○
月4回日曜日（13時～
17時）

盛岡市総合福祉セン
ター

シークエンスダンスなどダンス全般の普及と福祉事業等への支援・寄附及び福祉
施設等への慰問



77
AsMama岩手ママサポー
ター

児童 9 無 ○ 随時
「孤育て」にならないよう、子育て世代を地域交流会でつなぎ、「子育てシェ
ア」を通じ、子育てのちょっとしたことを頼りあえるお友達をつくる。

78
世界平和青年学生連合 岩
手連合会

その他 8 無 ○ 随時 盛岡市 ゴミ拾い、交流会（スポーツなど）

79
西松園環境ボランティアの
会

環境 23 無 × 随時 西松園町内会公民館 町内会等からの要請により法面草刈り及び歩道除雪に対応。

80 あぁ～ちゃん隊 高齢 5 月　1,000円 ○ 随時 随時 高齢者施設での絵本の読み聞かせ活動

81 いわてアサーティブの会 その他 19 年　1,000円 ○ ２か月に1回（週末）
盛岡市総合福祉セン
ター、アイーナ

・2か月に1回ミニミニ談話会と定例会の開催
・年1～2回、外部講師による講座を開催
・アサーティブを日常生活に取り入れる自主学習

82 音訳こだま 高齢 12 月　300円 ○
毎月第２・４水曜日
（13時～15時半）

盛岡西部公民館（小
会議室）

子ども、高齢者、障がい者施設等の訪問、録音（お話）DVDの送付、昔話、絵
本、紙芝居などの読み聞かせを行っている。

83 小鳩会 障がい 70 年　4,000円 ○ 随時
盛岡市総合福祉セン
ター

ダウン症の子どもたちを対象とした成人を祝う会・クリスマス会、各種教室を開
催している。さまざまな活動を通じて、ダウン症のある子を持つ親やその家族、
支援者が子どもたちの未来を考え明るく照らすことを目的としている。



84 岩手県療術師会 その他 13 年　20,000円 ○ 随時 健康に関する講話、施術等

85 親子と地域を結ぶ会 児童 5 無 ○ 年4回午前中 キャラホール
親子と一般の方を集めて、お茶やお菓子を食べながらの講義や討論などを行う
（懇談会）。

86
おはなしの森まつぼっくり
隊

障がい 13 無 × 随時 みたけ3-31-8

読み聞かせを中心に、楽器演奏、歌、リズム体操、手遊び、お遊戯など、ご利用
者の方々のご要望に応じたプログラムで、従来の「おはなし会」とは違う参加型
の「おはなし会」をご提供しております。対象者は特に限っておらず、幼児から
高齢者の皆さんまで、元気になって頂ける内容を目指しております。また、私ど
もの経験を活かした、読み聞かせの講座も承っております。

87 じゃいごたれ楽団 2 × 週1回　日曜日 音楽演奏活動

88 養育支援の会 児童 8 無 ○ 随時
盛岡市より委託を受け、「養育支援事業」（家事援助）を行う。依頼先と合意の
元で、居室の掃除・整理整頓、衣類洗濯、ごみ処理を主に行う。

89
芸出工房グリーンフォック
ス

児童 5 無 ○
毎月２回（日曜14時
～17時）

アート活動を通じて、障がいの有無にかかわらず暮らしやすい社会を作ってい
く。また、不登校やひきこもりの方が外に出るきっかけとなるよう、アート活動
を行う。※年に1度グループ展を開催

90
ボーイスカウト　盛岡第
12団

児童 22 年　17,000円 ○ 随時
四ツ谷教会、上堂ス
カウト広場、他

野外活動及び奉仕活動を通した青少年育成。キャンプ、ハイク、登山、サイクリ
ング、田植え、稲刈り、野外炊事、もちつき、クリスマス会、工作、募金活動等



91 盛岡地区ひまわりの会 その他 24 無 ○ 随時
保健師、栄養士、看護師、歯科衛生士のそれぞれの得意分野を持ちより、健康づ
くり、介護予防活動の支援を行っています。

92 はと その他 12 無 ○
アイーナ、総合福祉
センター

慰問活動（手話による絵本の読み聞かせ）、手話の勉強
※新規会員はある程度手話ができる方に限る

93 安代雪絵　カラオケ同好会 その他 17 無 ○ 随時
歌謡、舞踊、民謡、マジック、ダンス、落語等
エンターテイメント、ショーアップしたステージも可能
チャリティーカラオケ大会等を主催

94
森の葉風工房　葉っぱのう
ち

児童 3 無 ○ 随時 自宅

　母子家庭の小学生から大学生の子どもを対象とした、ブーケキャンドルやアロ
マ石鹸などのクラフト製作を行う子どもの居場所作り活動を行っている。事前に
連絡をいただいて受け入れ日を決定する予約システムを取っており、一度に受け
入れ可能な人数は5名程度。
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