令和4年度ボランティアセンター登録団体一覧
番号

団体名

令和4年5月現在

活動内容

活動日時

活動場所

人数

1 あそび♡ボランティアＰｏｃｋｅｔ

市民病院に入院する子ども達や家族の方々の支援を目的 毎週木曜
とし、遊びを提供したり家族の方々の話し相手になったりし （現在はコロナの影響で月1回 吹田市民病院小児病棟
て心のケアになればと活動しています。
の作業）

2 アクティブ エイジング会

リンパケアを活用した肩こりや腰痛などの改善体操や健康
月1～2回
体操を行っています。

公民館、高齢者施設な
ど

9

長年の災害復興支援活動で得たスキルを活かして活動し
ています。一般ではなかなかできないことなども相談受けま 随時
す。

災害発生場所や市内で
も活動

30

3

災害復興支援協議会
ダッシュ隊大阪

9

4 歌体操介護予防市民塾

歌体操を通じて生きがいのある日々を過ごせるよう、健康と
夢つながり未来館
歌体操の楽しさを身につけ高齢者施設でボランティア活動 毎月第1・3火曜 10～12時
市内高齢者施設など
を行っています。

5 ＭＵＳの会

おもちゃ作りを通して子ども達の健全育成を図るとともに、
会員相互のコミュニケーション向上を目指しています。

6 エコおもちゃ作り市民塾

子どもの健全育成活動。子どもたちを集め、しめ縄作り、手
定例会 月1回
作りお雛様、凧作りなどを行っています。

公民館、児童センター、
夢つながり未来館など

12

7 ＳＡ吹田おもちゃづくり市民塾

手づくりおもちゃを通して、子どもの健全育成を図ることを
目的に、幼稚園、小学校、博物館などのイベントでおもちゃ 定例会 月1回
作りを通して世代間交流をしています。

北千里地区公民館（定
例会）など

14

8 SA吹田福祉部会

高齢者の健康増進を図るための情報を提供し、健康寿命を
延ばして楽しい生活を営むために活動。社協が実施する福 定例会 月1回
祉教育に協力しています。

夢つながり未来館など

25

9 NPO法人ワイワイセッション

自閉症や知的障がいのある方との余暇活動として、音楽活 定例会 年6回
動や作品制作、レクリエーションなど行っています。

南千里地区公民館

27

10 NPO法人公共こども催事機構

子どもたちに「みんなのゆめカード」を書いてもらい、職業体
験や習い事などの機会を提供しています。子どもたちにたく 随時
さんの人や職業に触れてもらうサポートをします。

親子サロン-Lapark-（広

高齢者へ昔話、落語、名作などの紙芝居や絵本を主に読
み聞かせ。「マスクの下でもできるお口の体操」や施設へ
「季節の手紙を送る」活動もしています。

総合福祉会館、ゆいぴ
あなど

17

視覚障がいをもつ子どもたちの生活をより豊かにするた
め、児童書の点訳と点訳本の無料貸し出しを行う日本唯一 毎週月・木曜日
の児童書専門の点字図書室。

大阪YWCAシャロン千里

38

13 大阪ＹＷＣＡ配食グループ

近隣の高齢者宅へ、週1回木曜日に手作りのお弁当（夕
食）を調理・配達しています。

大阪YWCAシャロン千里

29

14 折り紙玉手箱

日本伝統文化の折り紙、たった一枚の紙からあらゆる物に
毎月第3水曜日
表現できる折り紙の楽しさを多くの人に知っていただくため
岸部市民センター
に活動しています。

青少年クリエイティブセ
ンターなど

10

落語・マジック・南京玉すだれ・ハーモニカ演奏など幅広く活

公民館など

12

11 おはなしどんぶり

12

大阪YWCA
点字子ども図書室

15 お笑い福祉士 くすくすの会 動。

定例会 月1回

定例会 月1回月曜日

毎週木曜日

定例会 年1回

43

岸部市民センター、市内
児童センター、公民館な 17
ど

ラパーク

10

芝町）、公共施設など

16 音楽ボランティアすずらん

高齢者を対象に参加型の音楽レクリエーションを提供。歌う
だけでなく、動きや楽器を使用することで身体運動を促し脳 随時
トレや回想をすることで介護予防をする。

高齢者施設など

23

17 音楽サークルむーらん

フルートとピアノのアンサンブルで、演歌からクラシックまで
様々な音楽を届けます。「生演奏でラジオ体操」など、楽し 随時
んでいただける企画も用意しています。

デイサービス、保育園な
ど

5

18 音訳グループ「とも」

視覚障がいのある方に、文字情報を音訳、音訳テープや
CDで情報提供をしています。

総合福祉会館

27

19 音訳グループ竹の会

視覚障がい者の方への音訳活動。CD、雑誌、川柳番傘な
定例会 毎月1回
ど製作しています。

千里山佐井寺図書館、
メゾン千里丘管理棟 な
ど

11

20 音訳グループわ

音訳を通じて視覚障がい者の福祉向上に寄与。生活情報
誌「テープ雑誌わ」を年4回発行。各図書館での対面朗読、 定例会 月2回
図書館蔵書の音訳、個人依頼図書の音訳など。

北千里地区公民館など

13

21 音訳の会 ひまわり

対面朗読、定期刊行物の発行、図書館及び個人依頼のデ
定例会 月2回
イジー図書の製作を行っています。

総合福祉会館（ボラン
ティア室）

8

22 かみしばい館

高齢者サロンや高齢者施設で紙芝居の読み聞かせを出前
定例会 月2回
する活動を行っています。

西山田地区公民館

15

23 関西相撲甚句会

相撲甚句を唄って元気に、施設やイベントなどに参加。甚
句のほか、傘踊り、南京玉すだれ、二胡、のこぎり音楽も取 定例会 月2回
り入れ楽しんでいただいています。

北千里公民館

8

「笑う門には福来たる」をモットーに、笑いをお届けする出前
随時
寄席が活動の中心です。どこへでも行きまっせぇ～！

吹田市、箕面市、大阪市
各地域自治会館 など

5

楽器の演奏をし、ディサービス、高齢者施設に伺い地域の
定例会 月1回
皆さんと楽しい時間を共有したいと思っています。

高齢者施設
千里文化センター「コラ
ボ」など

6

24

関西大学
落語大学OB会北摂支部

25 カンティーナ

定例会 月2回
活動 毎週月曜日

番号

団体名

活動内容

活動日時

活動場所

人数

高齢者施設や地域などで、主に民謡、三味線、ギター、演
歌、日本舞踊などで皆さんに楽しんでいただくよう活動して 定例会 月1回
います。

高齢者施設、公民館な
ど

22

高齢者のふれあいサロンを開催しています。食事作りと会
毎月 第4土曜
食、介護予防を目的としたレクリエーションを行っています。

総合福祉会館

8

28 グループあめんぼ

紙芝居、絵本などの読み聞かせをしています。ハンドベル
で童謡や季節の音楽を鳴らしながら口ずさんでもらえるよう 定例会 月1回
工夫しています。

竜ヶ池ホーム、寿楽荘、
小学校、市内図書館な
ど

11

29 グループ「友楽」

寝たきりにならないをモットーに、歌体操、笑いヨガ、マジッ
ク、腹話術、紙芝居などで、元気になっていただけるよう活 定例会 月1回
動しています。

吹田市介護老人保健施
設 など

12

30 クックさん

第1ヒューマンにて、革製品の作成手伝い、さおり織の仕上 13時30分～15時まででシフ
第1ヒューマン
げ・糸つなぎ、郊外活動の補助などをしています。
トを組んでいる

13

31 ＫⅡおもちゃクラブ

小学生、就学前の子どもたちに、おもちゃ作りを通して健全
育成に貢献し、物作りの楽しさや道具の使い方も学んでも 定例会 月1回
らっている。

岸一地区公民館

7

32 高大同好会なでしこ歌体操

童謡や演歌など懐かしい歌を歌ったり音楽に合わせて体操
をしています。みんなで楽しくで仲間づくりの輪を広げるよう 定例会 月2回
活動していまています。

ちさと図書館など

21

33 こども食堂にこにこ

小・中学生、幼児（親同伴）を対象に食事を提供すると共
に、遊びや学習支援などを行い子どもの豊かな地域生活の 毎月 第3土曜
居場所づくりを大切に活動しています。

くらしの支援センター「み
んなのき」（寿町2丁目）

13

34 さくらそう

高齢者施設で絵画クラブのお手伝いをしています。歌った
り、体操をしたり、庭の花木の手入れなどもしています。

寿楽荘、寿楽荘いたか
の、千里山西デイサービ 12
スセンター

35 祥瑞流詩舞会

伝統文化の詩吟・詩舞・歌謡・吟舞を高齢者施設や地域の 定例会 月3回
行事などで出演しています。高齢者や障がいのある方々に 亥の子谷コミュニティセン
喜んでいただきたいです。
ター

亥の子谷コミュニティセ
ンターなど

10

36 シニア コミュニティ クラブ吹田

老大（老人大学）高大、ONCCのOBによる同窓会として活
動。健康長寿を目指してクラブ活動、ボランティア活動をし
ています。

ゆいぴあなど

133

37 シニアにこにこサロン

地域の高齢者を対象に、介護・認知症予防、引きこもり予
防を目的に、脳トレ、体操、ストレッチなどの運動をしていま 月2回
す。

千里寮（1階コミュニティ
ホール）

19

市民病院での受付案内。外来患者の院内（検査室）などへ
随時
の案内（車いすの送迎）。入院案内資料の準備など。

吹田市民病院

15

26 キャラバン三橋会

27

38

グループ
高齢者ふれあいデイサロン

市立吹田市民病院
ボランティアもみの会

定例会 月1回

定例会 月2回

高齢者施設、地区サロ
ン、幼稚園、岸部市民セ
ンターなど
図書館、特別養護老人
ホーム、デイサービスな
ど
小学校（山手、岸一、千里
新田）、図書館（中央、千
里、千里山、千里丘）など

39 笑楽の会

腹話術・落語・スコップ三味線・足踊り・安来節などの技術
向上をめざし、高齢者施設や地域などで活動しています。

定例会 月1回
岸部市民センター

40 吹田・曠の会

図書館での対面朗読や音訳図書作成、高齢者施設で「朗
読会」を開催しています。

定例会 月1回

41 吹田おはなしの会

日本や世界の昔話、童話などを図書館や保育園、小学校、
児童センターなどで語ります。絵本の読み聞かせもしてい 定例会 月2回
ます。（大人のための語りもします。）

42 すいたおもちゃ病院

傷んだおもちゃを修理しています。おもちゃが治って笑顔に 千里リサイクルプラザイベ
くるくるプラザ（吹田市資
なるお子さんを思い活動しています。楽しい時間をご一緒し ント開催日と7月、1月、2月
源リサイクルセンター）
ましょう。
の第3日曜10時〜14時

43 吹田ギターアンサンブル

これからギターを始めようと思った方、若い頃ギターを引い
ていた方が集ったアンサンブルです。ジャンルを問わず練
定例会 月4回
習し、病院、福祉施設などに訪問演奏を適時行っていま
す。

岸部市民センターなど

44 吹田傾聴「ほほえみ」

傾聴と言う「聴く」スキルを活かして、いろいろな方に寄り添
い元気になっていただく活動です。高齢者や子育て世代に 定例会 年4回
関り活動しています。

ラコルタ、デュオ、ゆいぴ
あ、保健センター、個人 144
宅 など

45 吹田声のグループ虹

録音図書（主として市立図書館蔵書）製作。市立図書館で
の対面朗読。「声の市報すいた」など市役所発行の応報
誌・冊子の録音。

吹田市立図書館

27

46 すいた里山俱楽部

吹田市及び地域の環境保全のため、行政などと連携し緑
地の里山保全活動（竹林・雑木林の整備）、普及啓発活動 定例会 年4回
を行っています。

千里第2緑地（藤白台5
丁目）

31

47 吹田市青少年活動研究会

子どもたちの健全育成を目的に、クラフト（工作）、野外活
動、親子のふれあいなどを行っています。高齢施設などで
も活動しています。

山五地区公民館、高齢
者施設など

20

48 吹田手話サークル「風」

言語である「手話」を学び、手話で聴覚障がい者と共にさま 定例会週1回
ざまな課題について学んでいます。週1回例会を開き聴覚 昼の部 月曜
障がい者との交流と学習を重ねています。
夜の部 水曜

総合福祉会館

63

定例会 月1回

定例会 月1回
第1日曜日10時～12時

22

13

22

9

12

49

吹田精神保健福祉ボランティ 心の病を持つ方の理解と支援。地域への社会参加を願っ
て活動しています。
アグループ「アムール」

定例会 月1回

総合福祉会館、各施設
など

25

50

吹田市
ウエルネスダーツ協会

生涯スポーツとしてフレイル予防・改善、認知症予防・改
善、脳活、脳トレ、リハビリに効果があり、子供から大人ま
で、障がいがあっても一緒に楽しんでいただけます。

定例会 月2回

千二地区公民館

20

番号

団体名

活動内容

活動日時

51 吹田ホスピス市民塾

「がんになっても安心して暮らせる街づくり」を目指して、が
ん患者や家族の相談・話し合いの場。がん予防・早期発
定例会
見・治療の啓発活動（公開講座）などをしています。

52 吹田ボランティア

高齢者施設でシーツ交換・お茶・茶道のお手伝い。施設周
りの緑化除草活動。図書館での保育など「出来ることを出 定例会 月1回
来る時に出来るため」をモットーに楽しく活動しています。

53 吹田朗読パフォーマーの会

市内の小学校（朝の会）、幼稚園、図書館、児童センターで
定例会 月1回
読み伝えをしています。読み伝えで子どもの言葉の力、考
男女共同参画センター
える力、思う力の成長をサポート。

54

すいた認知症サポーターの会

おれんじの和

随時

認知症をもっと知ろう！サポーターをもっと増やそう！地域
月2回
の支え合いの輪を広げよう！集いの場「街かどサロンおれ
東山田地区公民館
んじ」で交流もしています。

活動場所
デュオ、市役所、ラコル
タなど
寿楽荘、高寿園、松風
園、中央図書館、第1さ
つき作業所など
定例会：男女共同参画
センターデュオ
活動：市内小学校
東山田地区公民館

人数
84

22

52

11

55 セラピー点訳の会

図書館を通して、サピエに書籍点訳をしています。蔵書点 定例会 月2回 第1、3土曜
千里山佐井寺図書館、
字、月1回他グループとの勉強会なども行っています。社協 日
総合福祉会館など
の発行物の点訳も行っています。
勉強会 第2土曜日

7

56 千里竹の会吹田

吹田の竹林を美しく整備して、竹林の景観を皆様に見ても
らい、喜んでもらえるよう取り組んでいます。

桃山公園の竹林、桃山
第七緑地

25

57 千里ひまわり

伝承芸である三味線、尺八、太鼓などで楽器演奏をする民
謡・童謡・詩吟・銭太鼓・民舞など、皆で楽しみを共有・共感 随時
できるよう心がけています。

高齢者施設など

22

千里山子ども食堂
58
ぼのぼ～の実行委員会

子ども食堂 第4金曜日午後4
千里山地域で子ども食堂を開催し一緒に食べたり遊んだり
時～9時（参加者は午後5時～
をしています。また、学習支援を中心にした「すたでぃるー
千二地区公民館
7時半）。すたでぃるーむは、第
む」も開催。
2、4土曜日11時～12時（無料）

20

59 たんぽぽ芸術友の会

バルーンをはじめ、音楽（オカリナなど）やフットマッサージ、
随時
ハンドマッサージ、紙芝居など癒しと笑顔を基本に活動。

施設や放課後支援、保
育園など。コロナ禍では
野外を中心に活動。

6

詩吟朗詠、詩の解説で漢詩・和歌・俳句・新体詩の他、吟詠
定例会 月1回
歌謡にも親しんでもらっています。

特養みらい、青葉丘デイ
サービス、ちくりんの里
など

5

61 つくしんぼ

青藍荘で高齢者を元気づけるため、懐メロ、マジック、もの
定例会 月1回
まね、民謡を披露し喜んでいただいています。

青藍荘など

10

62 TERVE北大阪

ノルディックウォークの普及と振興に努める団体です。全身
運動、有酸素運動で老若男女楽しむことができます。歩い 月１回
てもらう機会と仲間づくりにも貢献したいです。

万博記念公園、豊島公
園

6

63 点訳グループ「あい」

市、団体、個人依頼の点訳・点図形や市報すいたの点字版 第2・3・4木曜 （総福）
総合福祉会館、千里山
製作。点字図書製作（ちさと図書館）、蔵書点字本製作など 第2土曜（千里山佐井寺図書
佐井寺図書館 など
幅広く活動しています。
館）

47

64 点訳の会「円」

視覚障がい者及び諸団体への点訳・点字を墨字訳、代筆、
定例会 月2回（水曜）
代読活動。市主催点字講習会触読指導担当。中途失明者
活動 毎週水曜日
への点字触読講習など。

総合福祉会館

15

65 トーンドロップス

トーンチャイムは美しく澄んだ音色の心地よさと皆でメロ
ディを作っていく喜びを感じさせる楽器です。音楽療法に使 定例会 月2回
われる癒しの音色を地域や施設などで演奏しています。

東佐井寺地区公民館

7

20

60

大翔岳風会亥子谷支部
南千里支部・ボランティア部会

随時

66

特定非営利活動法人
吹田ボッチャの会

パラリンピック種目ボッチャの普及活動を通じて、誰もがス
ポーツに参加しやすい地域づくりを目指して活動していま
す。

月1～2回

西山田小学校、山一地
区公民館、市立障がい
者支援交流センター

67

特定非営利活動法人
SA子ども活動塾

おもちゃ作りを通じて子どもの健全育成の手助けになるよ
う、大人を対象におもちゃ学校も開催しています。

定例会 年12回

夢つながり未来館、博物
29
館など

68 とことこグループ

地域内の子どもの見守り・高齢者の支援をしています。子
どもは登下校の見守り通学路の掃除など。高齢者はお話し 随時
相手など。

豊津西地区

14

69 人形劇サークル 花かご

地域の高齢者や子ども達に、人形劇の楽しさ・文化を伝え
ていきたいとの思いで活動しています。

千里山佐井寺図書館な
ど

11

70 バキラの会

吹田市民病院の患者さんや来院される方に、草花を通じて
定例会 年4回
四季を感じ心の癒しになってもらいたいです。

吹田市民病院4階屋上
庭園

12

71 ハッピーサロンたかの

百歳体操（毎週月・土曜）
地域の「ふれあいの場」として、百歳体操、健康麻雀、カラ
府営千里高野台第一集
12時30分～
オケ、喫茶などを行っています。他にもお悩み相談も行って
麻雀、カラオケ、喫茶（毎週月・ 会所
います。
木・土曜）13時～

10

72 ヘルマンハープぴっころん

高齢者施設などで、耳なれたクラシック、童謡、ナツメロなど
の演奏に合わせて皆さんと一緒に歌います（30分～40分の 定例会 月2回
演奏です）。レパートリーも100曲以上あります。

練習：南千里地区公民
館

15

73 ボランティアグループ「花から」

定例会：2か月1回
内本町コミュニティセン
介護予防体操（吹田いきいき体操、脳トレなど）や見守り等
活動日：毎週 月・木曜日14時
をしています。喫茶ボランティアもしています。
ターなど
～15時30分

17

74 ボランティアグループさくら

街かどデイハウスいずみでのお手伝いをしています。

街かどデイハウスいず
み

6

75

ボランティア市民グループ
ドリーム・ネット

定例会月2～3回

随時

高齢者に笑顔と「なんでやねん！」と問題意識を持ってもら
い、前向きな姿勢で脳の活性化を目指して「華金塾」を開催 定例会 月1回
しています。

市民公益活動センターラ
コルタ、南千里地区公民 12
館

番号

団体名

活動内容

活動日時

活動場所

人数

万博外周道路の美化清掃（洗心館⇔東山田小）。グループ
ホームやディサービスの喫茶サービスと音楽演奏。竹林整 月1回
備・竹細工も行っています。

万博外周道路、東町・桃山台・
こもれび通りの竹林、グループ
ホーム・デイサービスなど

13

77 ボランティア「小さな手」

70歳以上の方を対象にシニアディサロンを開催していま
定例会 月1回
す。昼食会、アトラクションでボランティアも共に楽しい時間
サロン開催 年4回
を過ごしています。

東山田地区公民館

21

78 ほっと吹田

元気なシニアが少し支えが必要な高齢者を互いに支え合う 2か月に1回介護情報座談
無理のない明るい地域社会を目指し活動。情報座談会。回 会
想法の出前講座。ほっとレターの発行。
定例会 年6回

千里ニュータウンプラザ
6階ラコルタ

22

79 ホッとオレンジサロン

認知症及びその家族など地域内で見守りを兼ね月1回のふ
交流サロン 月1回
れあいサロン開催と週1回の広場体操のスタッフとして交流
公園体操 週1回
の機会を作っています。

千二地区公民館・東公
園

9

80 ポプラの会

デイサービスでの支援やお話相手。病院への付添い、習い
随時
事の付添い。詩吟や着物の着付けなども行っています。

特別養護老人ホームエ
バーグリーンなど

17

81 ポミエ会

「二胡が好き」で集まったメンバーです。福祉施設などで二
胡の音色に合わせてみんなで一緒に歌っていただき楽しん 月1～2回
でもらっています。

茨木市、島本町、大阪
市、吹田市で活動

6

82 マジッククラブ奇楽

地域や高齢者施設でマジックを披露しています。

千里山佐井寺図書館な
ど

8

15

76

ボランティアグループ
たけとんぼ

定例会 月3回

83

まちづくり市民塾（おたのしみ 老若男女楽しんでもらえるように、バルーンアートやマジッ
クをしています。出前で健康体操も行います。新しくキラ
定例会 月1回
塾）
ビーズサークルもいたします。

公民館、市民ホール
高齢者施設 など

84

マンドリンアンサンブル
オリーヴ

演歌、童謡、POP、クラッシックとご要望に応じて演奏しま
す。マンドリンの優しい音色を感じていただきたいです。

随時

デイサービス、公民館な
ど。練習場所：庄栄コミュ 11
ニティセンター

85 ママＧＯＧＯ

ママパスポート吹田版の作成、産後ママ向け講座コーディ
ネート事業と保育など行っています。

随時

市内

86 友遊クラブ

高齢者施設で、皆さんと共に楽しく懐かしい歌を歌っていま 毎月第2火曜日高齢者施設
いのこの里・サニード
す。定期コンサートでは高齢者施設の方々とステージ上で 12月公民館
リーム・公民館など
歌っています。
年1回 定期コンサート

87 楽らく簡単太極拳クラブ

心身を緩めて明るく軽く過ごせるように、バランス力、筋力
をゆっくり鍛えます。簡単なストレッチ、五防功、簡単な太極 定例会年1回
拳を行っています。

山手町公民館、桃山台
市民ホール、柴原介護
予防センターなど

13

88 朗読工房

小学校、児童センター、図書館、高齢者施設などで乳幼児
から高齢者の方へ、絵本や紙芝居、語りを楽しんで頂いて 定例会 月１回
います。

内本町・亥の子谷コミュニティセ
ンター、小学校・児童センター・
図書館・高齢者施設など

30

89 吹田防災会

吹田市内の地域防災活動の支援・啓発活動。小中学生を
対象にした防災勉強会や北摂地域との情報交換も行いま
す。

定例会 月1回

市内の防災訓練、イベン
トなどに参加。定例会は 35
総合福祉会館。

子どもたちが食事し、遊び、学べる居場所、、親にとっても
ホッとできる居場所をつくろうと運営しています。

毎月第1土曜日
午前、午後

JR以南地域コミュニティ
スペース（幸町20-2）

90

こども食堂ルンルン実行委
員会

34

26

12

■は吹田市ボランティア連絡会加入団体（26団体）です

