
№ 会員数

25名

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL 〇

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL 〇

活動日時

活動場所

活動内容

高齢社会を良くする下関女
性の会 ホーモイ

田中　隆子 083-253-4892

takataka-09@jcom.home.ne.jp

http://www.yg-life.net/homoj/

第1土曜日(サロン）、第1・第3火曜日(子ども食堂)他

下関市社会福祉センター　

認知症予防サークル、出前講座などによる啓発活動

具体的な

内容

○認知症予防指導者養成講座　○認知症予防

サークル(毎月1回）　○認知症予防啓発活動

○出前講座（みんなの認知症予防ゲーム・認知

症講話）　○定例会

認知症予防ネット下関

波戸崎みゑ子 ボランティアセンター

下関市社会福祉センター、「風の家」等

「市民福祉講座」や公開講座「介護予防サロン」等の実施

具体的な

内容

１．市民福祉講座　２．介護予防のためのサロン

３．生野きらきら子ども食堂　４．講演会、フォーラ

ム等の開催　５．ホーモイ通信、サロンレポート、

ブログ・ホームページ

PR

私たちの住んでいる社会をよくしようとするグ

ループです。活動に興味がある方、パソコンが

できる方、一緒に活動しましょう！

PR

「みんなの認知症予防ゲーム」で脳活性化リハビリ

を行い、優しさと笑いと運動が同時進行し心が癒さ

れ、認知症予防や発症後の重度化予防・改善を目指

しております。健康な方から軽度認知症の方、また気

力が衰えた方やストレスのある方介護者等全ての方

に有効で、みんなと一緒に明るく、楽しく、過ごせる活

動です。

第1土曜日(認知症予防サークル　※月により変更有り）

mailto:takataka-09@jcom.home.ne.jp
mailto:takataka-09@jcom.home.ne.jp
mailto:takataka-09@jcom.home.ne.jp
http://www.yg-life.net/homoj/
http://www.yg-life.net/homoj/
http://www.yg-life.net/homoj/
mailto:takataka-09@jcom.home.ne.jp
http://www.yg-life.net/homoj/


№ 会員数

17人

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL 〇

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数 № 会員数

代表者 問合せ先 代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集 E-mail 新規会員募集

URL ○ URL ○

活動日時 活動日時

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

生野小学校　体育館

子どもたちが安心して過ごせる居場所づくり

具体的な

内容

集団あそび、ものづくり体験学習のサポート（リ

サイクル工作、表現活動、演劇鑑賞、野外活動

など）

生野あそぼう会

井上　幸子 090-2803-3301

inoue-gs@jcom.home.ne.jp

第1.3水曜日　放課後

PR

地域における子どもの居場所づくりや体験活動

の提供を通じて子育ち支援に取り組んでいま

す。

スタッフとして参加できる方、子どもたちを関わ

るのが好きな方、一緒に活動しましょう。

～motherhand's～
このゆびとまれ

野口　　紋 ボランティアセンター

第１金曜日と月・水曜日の中から

月４回～６回程度

CAP下関

宮木　桂子 ボランティアセンター

月1回例会、CAPプログラムの提供は随時

川中公民館、依頼先の幼稚園・保育園、小学校等下関中央図書館、彦島図書館、西山小学校

具体的な

内容

図書館や小学校で読み聞かせや手遊び、幼稚園や

保育園などで自主製作の人形劇の公演を行ってい

ます。人形劇の背景の絵を描いたり小道具や人形を

作ったり舞台を運んだりお話しに合わせて音作りをし

たり。演技中は床に這いつくばりながら演じます。

PR

子ども、絵本、お話しの好きな方ならどなたで

も。「この部分なら手伝えるよ！」という方も大歓

迎。

具体的な

内容

CAP（子どもへの暴力防止）プログラムを地域

に広げ、いじめや虐待、ＤＶ等子どもへの暴力防

止につながる活動を展開しています。地域向け

の公開講座やCAP＠カフェ（子育ち支援の場）

も開催します。

PR

CAPに関心があり、一緒に活動に加わってくだ

さる方。勉強会を通してCAPプログラムを実施

することをめざす方。

mailto:inoue-gs@jcom.home.ne.jp
mailto:inoue-gs@jcom.home.ne.jp
mailto:inoue-gs@jcom.home.ne.jp
mailto:inoue-gs@jcom.home.ne.jp


№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL 〇

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数 № 会員数

代表者 問合せ先 代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集 E-mail 新規会員募集

URL 〇 URL 〇

活動日時 活動日時

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

具体的な

内容

集団あそび、リサイクル工作、表現活動、演劇鑑賞、

野外体験活動など

PR

地域における子どもの居場所づくりや体験活動提供

を通して子育ち支援に取り組んでいます。チャレンジ

クラブは山の田・生野合同で行い、山の田中学校区

での子どもたちの親睦を図っています。

スタッフとして参加できる方、子どもたちを関わるの

が好きな方、一緒に活動しましょう。

kananowa

前田　亜樹 080-3999-6746

放課後ひろば☆山の田

香川　昌則

【通常】第2・第4水曜日放課後

【チャレンジクラブ】ほぼ毎月1回日祭日

aki.takamitsu@ezweb.ne.jp

図書ボランティア  おひさま

久木　佳奈美 ボランティアセンター

木曜日      (不定期)

山の田町学校体育館、生野小学校体育館、

北部公民館他

子どもの居場所づくり、体験活動など

小月小学校

小月小学校での絵本の読み聞かせや図書整備

具体的な

内容

朝学読み聞かせ(週1回程度）、図書整理(週1回程

度）、図書室飾りつけ(不定期）、保護者への活動説

明(年1回）など

PR

子どもたちと一緒に本を楽しみたい方ならどなたで

も。読み聞かせの他にも図書室の飾り付けなどもして

いるので図書室に飾る作品も歓迎です。

桜山小学校、文洋中学校など

子ども達のための環境づくり、命の大切を伝えるための活動

具体的な

内容

・夏休みのお勉強会

・自然体験（たけのこ堀り・田植え・潮干狩・いち

ご狩り）　・食育（パン教室・料理教室）・学習支

援など

PR

2012年に難病のため35歳の若さでなくなった

教員、荒木佳奈さんの子どもたちへの想い、教

育への想いを地域の中で展開するKananowa

『照子親』の活動に、あなたのお力や技術をか

していただけませんか？

mailto:aki.takamitsu@ezweb.ne.jp
mailto:aki.takamitsu@ezweb.ne.jp
mailto:aki.takamitsu@ezweb.ne.jp
mailto:aki.takamitsu@ezweb.ne.jp


№ 会員数

８名

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL 〇

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL ○

活動日時

活動場所

活動内容

PR

社会人、大学生、主婦等、さまざまな年齢、職業のメ

ンバーで構成。ボランティア同士がお互いに協力し、

施設職員と連携を図りながら、子どもたちと楽しく安

全な活動を行っていきます・子どもたちの背景を理解

し、安心して活動いただけるよう、話し合いに積極的

に参加してくださる方を希望しています。

小月子ども食堂
おづキッチン

川野　香代子 ボランティアセンター

サンタプロジェクトIt’s
Nakama

東條　麻希

随時

下関市内、山陽小野田、長門市

児童養護施設の子どもたちに小さな幸せを届ける活動

具体的な

内容

毎月、子どもたちとコミュニケーション、募金活動

春：新1年生への文具、寄付　　夏：美容師によるボラ

ンティアカット　　秋：外出による体験　　　冬：クリスマ

スチャリティ活動

小月公民館

子ども食堂、子どもの居場所づくりや学習支援

具体的な

内容

小月小学校在学生にお弁当の配布。子どもの居場

所づくり。

PR

地域の子どもたち(現在は小月小学校在学生および

その兄弟姉妹）を対象に、ボランティアスタッフで調

理したお弁当を提供しています。一緒に調理して

くれる方、また子どもの宿題やあそびの見守りを行

なっていただける方を募集しています。

第4火曜日



№ 会員数 № 会員数

代表者 問合せ先 代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集 E-mail 新規会員募集

URL ○ URL ○

活動日時 活動日時

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL

活動日時

活動場所

活動内容

社会福祉

センター

具体的な

内容

手話を通じて聴覚障害者と交流

手話の普及、学習、養成

※体験参加も可

下関手話青い鳥の会

梶　邦恵 ボランティアセンター

毎週　月曜日午前

下関市社会福祉センター（貴船町）

点訳本の作成や点訳ボランティアの養成。視覚障害

者との交流。

具体的な

内容

視覚障害者のための点訳本の作成や点訳ボラン

ティアの養成。視覚障害者との交流。

※体験参加も可

PR
障害者に理解のある方、点字に興味がある方、とに

かくいろいろ体験をしたい方

下関点訳しるべの会

篠田靖子 ボランティアセンター

毎週木曜日　１３：００～１５：００

PR 手話に興味がある方、年齢、性別問いません！

下関市民センター

点訳図書等の作製

具体的な

内容

視覚障害者への点訳図書の製本活動（新聞、雑誌

などの点訳、発送。点字カレンダーの作成など）

点訳の会　六点鐘

三宅　妙子 ボランティアセンター

毎月第１・３木曜日

PR
点字に関心ががあり一緒に点訳活動をしてくださる

方



№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL ○

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数 № 会員数

代表者 問合せ先 代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集 E-mail 新規会員募集

URL ○ URL ○

活動日時 活動日時

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

下関市身体障害者福祉センター、市内公民館

具体的な

内容

・盲ろう者向け通訳、介助員養成講習会・訪問活動・

盲ろう者の派遣事業・盲ろう者との交流会・コミュニ

ケーション学習会・会報「ほほえみ」の発行（年２回）

PR
盲ろうの障害当事者、盲ろう者の支援、盲ろう者との

交流に興味・関心のある方

山口盲ろう者友の会
西部支部

済　揚子 ボランティアセンター

毎月第２土曜日ほか

2ヶ月に1回　第2日曜日

市内他

視覚障害者と一緒にウォーキングを楽しむ会

具体的な

内容

コロナで中止していますが、1年に1回ほど福祉バス

で出かけることもあります。

PR 歩くことが好きで、人と話すことが好きな方

緑と大地の会
さんさんウオーク

福田　勉 090-1366-4671(福本）

山口県盲人福祉協会 点字図書館内

具体的な

内容

・録音図書の制作

・広報誌の制作

・月刊みちしおの制作

PR

山口県盲人福祉協会主催の音訳ボランティア講習

会修了者または音訳経験者で目的に賛同し協力で

きる方

音訳みちしおの会

岡山　政江 ボランティアセンター

定例会：第2金曜日・第4火曜日



№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL ○

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数

25名

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL ○

活動日時

活動場所

活動内容

下関市身体障害者福祉センター及び自宅出張サ

ポート

障害者の方のパソコンの使用方法などの支援活動

具体的な

内容

障害者の方の「パソコンを利用したい」というニーズ

に対して、パソコンの使用方法などの支援を行ってい

ます。

・障害者宅へ訪問サポート・パソコン教室・サポー

ター養成講習会・テーマ別講習会・交流会

PR
パソコン操作ができる方(ワードの簡単な操作、メー

ル）、自分自身のスキルアップをしたい方

下関障害者パソコンサポー
ター（SSPS）

相沢　昌幸 090-4694-1823（木村）

毎週火・金曜日（教室）

月1回土曜日（定例会）　　　訪問サポート：随時

下関市市内

小中学校などでの福祉講座開催

具体的な

内容

「車椅子マイスター®」講座、学校等からの依頼に応

じて車いす体験講座「気持ちがやさしくなる車いすの

授業」、山口県の「あいサポーター」としても活動をし

ています。

PR

障害のない人もある人もいろいろな障害者と交流し

それぞれの情報発信の場所として活動をしています。

目指すところは「人に優しいまち、人がやさしいまち」

とし、すべての人がともに暮らしやすいまちづくりを目

標にしています。

はぁとふりぃ下関

山本　千栄子 ボランティアセンター

随時



№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL ○

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数

30人

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL ○

活動日時

活動場所

活動内容

下関市身体障害者福祉センター

具体的な

内容

視覚障害者、関係機関から依頼された点訳

点訳ボランティアの養成、視覚障害者への情報支援

のための学習・交流

視覚障害者へのスマホ利用のサポート

PR
本が好きな方、自宅で点訳をすることがあるので時

間がとれる方

点訳サークルあかね

田中　義高 ボランティアセンター

毎週木曜日

PR
肢体不自由をともなった重い障害のある方のコミュ

ニケーションや楽しみといった事に興味のある方

重症心身障害者地域生活支援センターじねんじょ3

階

具体的な

内容

障害のある方のコミュニケーションや楽しみなどに関

わる点に対して使用する機器や器具などを個々人に

合わせてカスタマイズしたり、導入のサポートや情報

の提供、勉強会や研修会の開催を行っています。

スイッチ応援隊!人人

村松　剛志 090-6429-2308

ouentai22@gmail.com

 https://switchninnin.jimdofree.com

不定期の土曜日　14:00～１６：００

（年間　　約４回）

mailto:ouentai22@gmail.com
mailto:ouentai22@gmail.com
mailto:ouentai22@gmail.com
mailto:ouentai22@gmail.com


№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL ○

活動日時

活動場所

活動内容

№ 会員数

代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集

URL

活動日時

活動場所

活動内容

主に市内

アスリートの付き添い、プログラムの準備、イベントの

お手伝い、配布物の準備など

フードバンク山口

今村　主税

koho750@sonyamaguchi.com

活動回数・曜日・時間等は活動内容によって異なり

ます。

NPO法人スペシャルオリンピック

ス　日本・山口　下関支部

松村　久

具体的な

内容

・スーパーや市役所に設置されているフードポストか

ら寄贈された食品を適宜回収し、登録する

・企業などから提供される食品の受け取り、登録、納

品

・月一回の食品配布会で各団体に食品を配布する

（準備、陳列、受け渡し、片付け）

・配布データを登録

PR

fjmtc727@yahoo.co.jp

https://fbyamaguchi.org

第３木曜日・随時

なかべ学院こども家庭支援センター「紙風船」(古屋

町）など

家庭や生産者・小売店などから発生する食品ロスを回収し、食に困窮する人々に届ける

具体的な

内容

★スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的障害の

ある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果

の発表の場である競技会を、年間を通じ提供してい

る国際的なスポーツ組織です。　　　　　　　　　種目は、競

泳、陸上、バスケットボール、バドミントン、フライング

ディスク、ヤングアスリート、アートプログラム（ノンス

ポーツ）　など

PR

・アスリートと一緒に運動をするパートナーや経験を

活かしてコーチをしてくださる方

・会場準備や、声援や見守りをしてくださる方

・送迎ボランティア

・事務作業(発送の手伝いなど）の協力をしていただ

ける方など、さまざまな形のボランティアを募集してい

ます。

現場で回収や配布に携

わってくださる方も歓迎

ですが、オンラインで登

録作業を手伝ってくださ

る方も歓迎します。

mailto:koho750@sonyamaguchi.com
mailto:koho750@sonyamaguchi.com
mailto:koho750@sonyamaguchi.com
mailto:fjmtc727@yahoo.co.jp
mailto:fjmtc727@yahoo.co.jp
mailto:fjmtc727@yahoo.co.jp
https://fbyamaguchi.org/
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№ 会員数 № 会員数

代表者 問合せ先 代表者 問合せ先

E-mail 新規会員募集 E-mail 新規会員募集

URL URL ○

活動日時 活動日時

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

№ 会員数 № 会員数

問合せ先 問合せ先

E-mail 新規会員募集 E-mail 新規会員募集

URL 〇 URL 〇

活動日時 活動日時

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

PR 広く関心のある方はどなたでもOkです。PR 要約筆記の活動に興味のある方

NPO法人　シンフォニーネッ
ト

合田 哲朗 ボランティアセンター

火～土曜日　イベント　不定期

下関市社会福祉センター、下関市身体障害者福祉

センター

具体的な

内容

・聴覚障害者のための要約筆記活動

・要約筆記者養成事業

・要約筆記者及び要約筆記奉仕員の派遣事業

・要約筆記者及び要約筆記奉仕員の研修事業など

要約筆記しものせき

相沢　昌幸

①要約筆記者養成講座（全１８回）

②要約筆記者現任研修会　第４日曜日

被災時随時

被災地

災害ボランティア

具体的な

内容

・平常時の災害ボランティア研修会の参加

・被災者の日常生活への復旧支援

PR

災害ボランティアセンターは、ボランティアの支援を必

要とする被災者とボランティアをつなぐ機関です。災

害ボランティア活動は、被災者の日常生活への普及

支援を目的に展開される活動で、被災者が自主的

に普及・復興できない部分や行政が取組むことので

きない部分を支援するものです。ただし、復旧・復興

の主役はあくまでも地域住民であり、災害ボランティ

アセンターは地域住民の力を引き出すための自立支

援を行うものです。

PR

「ちりも積もれば山となる」ということわざがあります。

一人の力は小さいけれど、コツコツと継続すること、み

んなで力を合わせることで大きな成果が得られます。

収集ボランティアはすべて人の善意によって行われる

もの。現実には収集物の送料や分別の作業など、大

変な労力を要するものもあります。収集する側も「善

意の押しつけ」で終わらず、その目的を理解して協力

することが何よりも必要です。

各自

・使用済み切手　・プルタブ　・書き損じはがき　等の

収集

具体的な

内容

使用済みの切手やプリペイドカード、アルミ缶（プルタ

ブ）などを集めて、利用団体に寄贈する、誰もが身近

で取り組みやすい「ボランティア活動」の一つです。リ

サイクル運動、環境保護につながる活動もあります。

随時

災害ボランティア

下関市(災害)ボランティアセンター　　℡２３２－２００２

  ｓ_vc@shimoshakyo.or.jp

http://www.shimoshakyo.or.jp/

収集ボランティア

下関市ボランティアセンター　　℡２３２－２００２

  ｓ_vc@shimoshakyo.or.jp

http://www.shimoshakyo.or.jp/

mimihana　　　カフェ

具体的な

内容

・障害者の就労支援、家族支援

・学習会、相談

・世界自閉症啓発デーのイベント企画運営

【メッセージ】日常的に相談を受け付けております。

mimihanaカフェでおいしいお茶を飲みながらお気

軽にご相談ください。

http://www.shimoshakyo.or.jp/
http://www.shimoshakyo.or.jp/
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