
活動内容 地域

1 食育 キッチン・キス
食事の大切さを伝える活動
地産地消の啓発、食育文化の伝承
安心安全の食を提供

浅井

2 愛好会 小谷山愛好会
史跡小谷山の下山ルートの整備や、小谷城落城時に浅井４姉妹が辿った道の探索
を行う活動

湖北

3 囲碁 囲碁クラブ 囲碁を通した活動 高月

4 映像 映像のプレゼン 野鳥や高山植物、花等をパワーポイントで紹介をする活動 旧長浜

5 絵手紙 グロッポひまわり 絵手紙を通したボランティア活動 浅井

6 絵手紙 福葉の会
町内のひとり暮らし高齢者の方、高齢者世帯の方に絵手紙を描き届ける活
動

高月

7 絵手紙 絵てがみ 絵手紙を通しての活動 旧長浜

8 お花 山本いけばなクラブ 生け花を通した活動 湖北

9 お話 お話の会おもちゃ箱 人形劇の作成、紙芝居の作成、絵本の紹介や読み聞かせ活動 浅井

団体名
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10 お話 湯田小図書ボランティア「たんぽぽ」
（湯田小）…朝のお話会、図書室の整理他
（地域）…読み聞かせ活動

浅井

11 お話 どんぶらこ
浅井に伝わる昔話を紙芝居に作成し、子どもたちに伝える活動
小学校へ読み聞かせ活動

浅井

12 お話 赤ずきんちゃん 子ども達に劇や、歌をうたったり絵本の読み聞かせを行う活動 浅井

13 お話 わたぼうし 子ども達対象に、読み聞かせの活動 浅井

14 お話 朗読ボランティアぶんぶく木之本 子ども達対象に、読み聞かせの活動 木之本

15 お話 速水小図書ボランティア「ハッピーブック」
パネルシアター、ペープサート等の作成、速水小学校の朝読書時間に本の
読み聞かせを行う活動

湖北

16 お話 お話ボランティア　やまびこ 小谷小学校の各学年の児童に本の読み聞かせをを行う活動 湖北

17 お話 スマイル
ニコニコハウスにて、子育て支援のためのボランティアやパネルシアター、
大型紙芝居、人形劇の作成を行う活動

湖北

18 お話 朝日小図書ボランティア
朝の読書、週一回全校生徒に読み聞かせや、図書室の本の整理を実施す
る活動

湖北

19 お話 湖北おはなし隊 湖北中学区の子どもの読書の推進を行う活動 湖北

20 お話 布絵本メルヘングループ　 布絵本やエプロンシアター（幼児低学年向き）等製作活動 高月



21 お話 指人形ドリーム 指人形劇やパネル・ブラックシアターの制作と公演活動 高月

22 お話 朗読ボランティアぶんぶく
視覚しょうがい者に市の広報を朗読して届ける活動
小学校、中学校、幼稚園へ朝読書の読み聞かせ活動

高月

23 お話 あいゆうなかよし広場
子育て支援研修と交流を行う活動（セミナー講習会、子どもの事故、夫婦子
育てセミナー、人形作りやミニ人形劇他）

旧長浜

24 お話 おはなしグループせきれい 読み聞かせの活動 虎姫

25 お話 すっとんとん 図書館で乳幼児から小学低学年の子ども達に読み聞かせ等を行う活動 虎姫

26 お話 人形劇サークル「ピエロ」 人形劇を通した活動 旧長浜

27 お話 ジーバーぽこぽこ南小グループ 小学校での朝の読書の時間や、児童クラブ、幼稚園など、読み聞かせ活動 旧長浜

28 お話 ジーバーぽこぽこ　長小グループ 小学校での朝の読書の時間や、児童クラブ、幼稚園など、読み聞かせ活動 旧長浜

29 お話 ジーパーぽこぽこ　神小グループ（萩の会） 小学校での朝の読書の時間や、児童クラブ、幼稚園など、読み聞かせ活動 旧長浜

30 お話 ジーパーぽこぽこ　北郷里グループ 小学校での朝の読書の時間や、児童クラブ、幼稚園など、読み聞かせ活動 旧長浜

31 お話 ジーパーぽこぽこ　南郷里グループ 小学校での朝の読書の時間や、児童クラブ、幼稚園など、読み聞かせ活動 旧長浜



32 お話 ジーバーぽこぽこ　まゆの会 小学校での朝の読書の時間や、児童クラブ、幼稚園など、読み聞かせ活動 旧長浜

33 お話 紙風船 南郷里小学校や、公民館、図書館、児童館、施設等でのお話を通した活動 旧長浜

34 お話 まめっちょ
図書館での未就園児の親子対象事業の支援活動
３歳から５歳に対して絵本の読み聞かせの活動

旧長浜

35 お話 おはなし　そよかぜ 中学校での朝の読書の時間や読み聞かせ活動 びわ

36 お話 神照おはなし会くすくすっ 小学校での朝の読書の時間や、児童クラブ、幼稚園など、読み聞かせ活動 旧長浜

37 お話 人形劇てんとうむし 人形劇の公演 旧長浜

38 お話 朗読　びわ
フリーアナウンサーの方を講師に招き、絵本や日本の名作の読みアクセントを学
び、子ども園、サロン等で、読み聞かせ活動の実施。（紙芝居や、うつし込み、ペー
プサートの技法を使います。）

びわ

39 お話 ひまわりの会
図書館での読み聞かせ、保健センター（デイサービス）での銭太鼓公演等
の活動

びわ

40 音楽 歌声タンポポ 楽しくみんなで歌をうたう活動 浅井

41 音楽 さくらの会 大正琴の演奏を通した活動 浅井

42 音楽 花すみれ 童謡や懐メロ等を歌う活動 浅井



43 音楽 ＬＡＬＡＬＡ サロンや施設等で、リコーダー主体の演奏を行う活動 木之本

44 音楽 マドンナ オカリナ演奏を通した活動 木之本

45 音楽 ミュージックベル“モデラート” ミュージックベルの演奏を通した活動 湖北

46 音楽 コーラスひまわり 合唱、ミュージカル公演、オリジナルコンサート、施設訪問活動 湖北

47 音楽 コーラスウィステリア 施設等でコーラスを中心として交流を行う活動 湖北

48 音楽 ハーモニカ同好会「フレンズ」 ハーモニカの演奏を通した活動 旧長浜

49 音楽 ほのぼのカラオケ教室 カラオケを通した活動 高月

50 音楽 とらひめコーラスもず コーラスを通した活動 虎姫

51 音楽 姫の会 お琴の演奏を通した活動 虎姫

52 音楽 四ツ葉ベル倶楽部 ハンドベルの演奏を通した活動 旧長浜

53 音楽 音の宅配便“そよかぜ”
訪問コンサートの公演
（子育て支援、デイサービス等、依頼に応じて参加型コンサートをする）

旧長浜



54 音楽 コスモス
訪問コンサートの公演
（サックス、キーボード、ギター、ベース、オカリナなどのバンド演奏）

旧長浜

55 音楽 ひびき トーンチャイムの演奏の公演 旧長浜

56 音楽 長浜バイオ大学吹奏学部 演奏公演（地域のイベントごとに参加） 旧長浜

57 音楽 ドレミポップコーンクラブ 年一回ドレミポップコーンクラブ定期演奏活動 旧長浜

58 音楽 神照ヴィーナスエコー コーラス（女性合唱）を通した活動 旧長浜

59 音楽 合唱団「輝らりキッズ」 ４歳児から中学生の子どもたちの合唱を通した活動 旧長浜

60 音楽 長浜ギター・マンドリンアンサンブル ギターやマンドリン等による合奏の公演 旧長浜

61 音楽 ＶＯＣＥ（ヴォーチェ） 歌を歌って健康になれるよう支援する活動 旧長浜

62 音楽 Ｒｉｎｇ　Ｒｉｎｇ　パンダ 子育て広場の親子交流等を支援する活動 旧長浜

63 音楽 コミュニティ　サウンズ バンド演奏 旧長浜



64 音楽 文化箏　「あかとんぼ」 文化箏を通した活動 旧長浜

65 音楽 ひまわりの会 歌やオカリナの演奏等 西浅井

66 音楽 やまかどあじさいコーラス コーラスを通した活動 西浅井

67 音楽 びわベルスターズボランティア会 ハンドベルの演奏公演 びわ

68 音楽 あじくーたー 沖縄の三線やサンバ等を弾き、民謡や童謡を唄う公演 びわ

69 音楽 ハッピー＆スター 歌で喜びと感動を与える活動 びわ

70 音楽 朗読サークルよご 小学校、サロン、しょうがい者、認知症の方への読み聞かせを行う活動 余呉

71 音楽 エレキの秀やん 一人エレキギター演奏の公演 旧長浜

72 音楽 オリジナルコンサート 歌やピアノを中心に、音楽療法の手法を用いてのオリジナルコンサート 旧長浜

73 音訳 音訳ボランティア　朗 社協だよりなどの音訳テープ作成、子育て活動や各団体の読み聞かせ等の活動 湖北

74 音訳 音訳グループかなで 視覚しょうがい者の方に音よる情報提供を行う活動 旧長浜



75 介護者支援 いぶきの会（認知症高齢者を抱える家族の会） 認知症家族を支える活動 旧長浜

76 学習支援 夢さくら塾 「さくら塾」に通う子ども達に、学習の支援等を行う活動 旧長浜

77 環境 五条川の環境を考える会 五条川の環境保全活動 湖北

78 環境 女性フォーラム２１の会 イベント時のマイカップ運動を推進する活動 湖北

79 環境 みずラベンダー
主にラベンダーを中心にハーブを栽培しています。
http://blog.livedoor.jp/mizlavender

高月

80 環境 活動クラブ虎昇会 ゴミを拾い環境の整備を行う活動 旧長浜

81 環境 山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 山門水源の森の整備活動 西浅井

82 環境 特定非営利活動法人  住環境を考える会
（1）環境の保全を図る活動
（2）科学技術の振興を図る活動
(３)消費者の保護を図る活動

県外

83 環境 若浜会 環境整備等の活動 虎姫

84 観光
特定非営利活動法人長浜観光

ボランタリーガイド協会
観光ガイド、会員研修活動、地域奉仕活動、他事業団体との交流 旧長浜

85 観光 奥びわ湖観光協会 奥びわ湖地域における観光促進活動 木之本



86 傾聴 傾聴ボランティア「びいず」 長浜市内の、高齢者施設での傾聴、寄り添いを行う活動 旧長浜

87 芸能 福ちゃん
腹話術を通したボランティア活動
（戦争時の話、体操法、江州音頭）

浅井

88 芸能 浅井北民踊クラブ 舞踊によるボランティア活動 浅井

89 芸能 パフォーマンスグループ「さ・て・な」
銭太鼓、皿回し、南京玉すだれ、バルーンアート、ハンドベル、手品等の公
演活動

浅井

90 芸能 木之本町ボランティア凸凹グループ 南京玉すだれ等の大道芸を通した活動 木之本

91 芸能 こほく玉ちゃん会
皿回し、玉すだれ、銭太鼓、手品（マジック）民踊のどじょうすくい踊り、江州
音頭、バルーンアート等の大道芸を通した活動

湖北

92 芸能 大道芸よろちゃん会
玉すだれ、ハンドベル、踊り、皿回し、バルンアート等の大道芸を通した活
動

湖北

93 芸能 グループ燦燦
健康体操、指遊び、ニュースポーツ、折り紙、燦燦オリジナルのミニスローイ
ングビンゴ等を通した活動

湖北

94 芸能 マジック・クラブ　JOKER マジック（手品）の公演 高月

95 芸能 さわやかクラブ フォークダンス、レクリエーションダンス、日本舞踊 高月

96 芸能 NPO 車椅子レクダンス普及会「矢車草」　高月支部 施設の利用者さんと一緒に車椅子によるダンスを楽しむ活動 高月



97 芸能 南京豆一座 南京玉すだれ等の大道芸を通した活動 高月

98 芸能 「舞遊観音」 よさこい踊りを通した活動 高月

99 芸能 チーム　ほほえみ ハンドベルの演奏や折り紙等を行う活動 高月

100 芸能 民踊同好会さざんか デイサービス等の福祉施設に訪問し民踊を行う活動 虎姫

101 芸能 中野民踊クラブ　花水木 民踊を通した活動 虎姫

102 芸能 サンサンヨシ笛の会 ヨシ笛や、歌、フラダンス、玉すだれ等通した活動 浅井

103 芸能 湖州会 舞踊を通した活動 旧長浜

104 芸能 浜竜太鼓 和太鼓を通した活動 旧長浜

105 芸能 大道芸  てるちゃん会 玉すだれ、皿回し、バルーンアート等の大道芸を通した活動 旧長浜

106 芸能 うぐいす会
お笑い寸劇、歌謡寸劇、吟舞、歌謡舞踊、漫談、講談、浪曲、歌、浪曲劇等
の公演活動

旧長浜

107 芸能 胡風 二胡の演奏を通した活動 旧長浜



108 芸能 銭太鼓レイカ28 歌、踊り、よし笛、ゲーム、フォークダンス等、依頼に合わせて公演 旧長浜

109 芸能 神照新舞踊サークル 歌謡舞踊を通した活動 旧長浜

110 芸能 新吉野流勝登美会 舞踊による公演 旧長浜

111 芸能 西黒田文芸同好会 旬歌を通じて会員同士の親睦を計り年３回程度の旬歌の発表 旧長浜

112 芸能 神田江州音頭同好会 盆踊りの音頭 旧長浜

113 芸能 歌友の会 歌を通した活動 西浅井

114 芸能 プルメリアフラダンスクラブ フラダンス公演 西浅井

115 芸能 天神亭ひれ克 落語公演 県外

116 芸能 マジック マジック（手品）の公演 浅井

117 芸能 腹話術・尺八の演奏
尺八の演奏
腹話術のショー

浅井

118 芸能 腹話術、ものまね

腹話術・ものまね（動物の鳴きまね、若年の歌まね）
皿回し（プラスティック～瀬戸物皿、茶碗）
（腹話術は訪問2回目以降は台詞を変えますが、ものまね、
皿回しは同じになります。）

湖北



119 芸能 遠州亭水仙 落語公演 浅井

120 芸能 ジャンジャン マジック・腹踊り公演 旧長浜

121 健康 笑いヨガ 笑うことで、健康になることを広める活動 湖北

122 健康 余呉町健康推進協議会 地域住民の健康保持、増進を積極的に推進することを目的とする活動 余呉

123 講演 長浜バイオ大学動物研究サークル 動物の愛護活動、動物の本の読み聞かせ活動 旧長浜

124 講演 安心して暮らすための講演 「安心して長生きできる地域づくりのためのヒント」講演 旧長浜

125 工作 遊学応援集団  森のくまさん 工作を通した活動 旧長浜

126 更生保護 長浜地区更生保護女性会
安心で安全な住みよい地域にするために社会を明るくする運動に協力、研
修会、ミニ集会、あいさつ運動、子育て支援活動、更生施設、福祉施設への
支援や研修などを実施

旧長浜

127 子育てサロン 子育てサロン  さんぽ 子育てサロン「さんぽ」のお手伝い活動 浅井

128 子育てサロン 子育てサポーター　「ほっとスペース」
子育て中の仲間が気軽に集まっておしゃべりできる会の開催を支援する活
動

湖北

129 子育てサロン ぽっぽ 子育てサークルの共同活動と連絡調整 高月



130 子育てサロン すくすくひろば
子育て中の親の支援活動を中心として、就園前の親子遊びと交流、子育て
親の交流の場の開催等の支援を行う活動

高月

131 子育てサロン アップルサークル 子育て支援おもちゃ図書館で、読み聞かせを行う活動 虎姫

132 子育てサロン 子育てサロン“みんなでしゃべり場”
子育て中の親子（年齢は問わない）に参加してもらい、子育ての事について
の意見交換の場を提供する活動

旧長浜

133 子育てサロン ゆんたく 子育てされている方の居場所づくり活動 びわ

134 子育て支援 虎姫子ども体験キャンパス実行委員会 子どもを対象とした事業の企画、運営を行う活動 虎姫

135 子育て支援 長浜おやこ劇場
生の舞台鑑賞と自主活動（キャンプなど）を2本の柱に親子で
活動しています。地域の子育ての情報交換の場を提供しています。

旧長浜

136 子育て支援 長浜市子ども会連合会
・子ども会に対する地域の理解と支援を得るための啓発
・子ども会指導の養成　　　・少年少女のつどい
・子ども会の指導（あそびの出前）

旧長浜

137 子育て支援 サンサン母親クラブ サンサンランドでの子育て支援活動 旧長浜

138 子育て支援 ウインナーサークル 子どもを支援する活動 旧長浜

139 子育て支援 ままの手会 ひとりで悩みながら育児をしているお母さんを少しでも減らすための活動 旧長浜

140 子育て支援 寺子屋ネットかみてる
会員の「遊びや学びのテーマ」に基づき活動、神照小学校、神小PTA、神照
公民館の事業協力活動

旧長浜



141 子育て支援 キラキラ応援団　きらり

子育て中の女性支援。仲間づくり情報交換、コミュニケーションの場を提供
する。子どもと一緒に気軽に参加できるリラクゼーション体験会を開催。子
育てをさまざまな面から応援。地域のみなさんが活き活きと輝ける　五感を
いかした気づきの講座を企画

西浅井

142 子育て支援 ジュニアアスレチック ジュニアアスレチックの指導を行う活動 びわ

143 子ども支援 湖北地区青少年育成会議 「地域のこどもは地域で守る」を合言葉に青少年育成を推進する活動 湖北

144 支援 やまぶきボランティア 作業所ボランティア全般・行事支援・施設清掃等 木之本

145 支援 湖水の会 しょうがい者との交流・サロン等を開催 木之本

146 支援 ニューシルバー 文化祭、施設の手伝い 木之本

147 支援 伊香の里ボランティア
洗濯たたみ、デイサービスの利用者のお話相手、付き添い、車椅子みが
き、除草等の活動

木之本

148 支援 トトロボランティアグループ
ケアホームのしょうがいのある入居者の方の食事作り、話し相手、
宿泊見守り等の支援を行う活動

虎姫

149 支援 なかよし ひまわり教室への支援活動 虎姫

150 支援 なごみ会
ふれあい電話（ひとり暮らし高齢者）街頭募金（災害時、赤い羽根募金等）
の活動

旧長浜



151 支援 ちょこっとサービス元気会 地域の住民のちょっとした生活のお手伝いをする活動 余呉

152 支援 家の修理 修理や物作りを通した活動 高月

153 手芸 ゆびぬき 布おもちゃ製作・薬カレンダー製作の活動 浅井

154 手芸 布おもちゃグループ 布おもちゃを作成する活動 木之本

155 手芸 こあじさい 手作りの小物（布袋、布ぞうり）を作る活動 高月

156 手芸 手工芸クラブ 手工芸（編み物、小物作り、折り紙、押し絵）を通した活動 高月

157 手芸 すかんぽの会
縫物・編み物を中心とした（お地蔵さんの前掛け、お手玉、アクリルたわし）
物を作る活動

高月

158 手芸 長浜婦人ボランティア  よつば会
児童向け手作り布絵本製作活動
使用済切手を整理して神戸の「お誕生日ありがとう運動本部」
へ送付活動

旧長浜

159 手話 手話サークル  あすなろ 手話を通しての活動 浅井

160 手話 高月手話サークル  虹の会 手話を通した活動 高月

161 手話 虎姫手話サークル  すいせん 手話を通した活動 虎姫



162 手話 手話サークル  はまゆう会 手話を通した活動 旧長浜

163 手話 手話サークル  あゆみの会 手話を通じ、地域のろうあ者とのコミュニケーションを図る活動 旧長浜

164 しょうがい支援 発達しょうがい児サポートネットワーク「わんすてっぷ」 しょうがい児を支えるサポート活動 湖北

165 しょうがい支援 ハートフルプラザ ユニバーサルデザインのまちづくりを目指した活動 旧長浜

166 しょうがい支援 湖北メンタル友の会
精神保健に関心を持ち、正しく理解をしてもらうよう啓発していく
地域の中で暮らしていけるよう寄り添い支援していく活動

旧長浜

167 しょうがい支援 要約筆記サークル  どんぐり 要約筆記の啓発活動 旧長浜

168 しょうがい支援 聴覚障害者支援グループ「ちょうちょう」 聴覚しょうがい者の暮らしに密着したコミュニケーション支援を行う活動 旧長浜

169 しょうがい支援 元気クラブ
交通機関を利用して外出訓練、公共機関の利用、清掃奉仕、旅行、スポー
ツ、調理実習等を行う。また、2ヵ月に1回事務会議を開催し、実施計画の作
成や、メンバーへの案内を行う活動

旧長浜

170 しょうがい支援 湖北虹工房

湖北二市の行政窓口、長浜赤十字病院、長浜市民病院各リハビリ科、及び
ケアマネージャ、介護福祉士、利用者本人からの利用要望がリハビリテー
ション広域支援センターに集められ、理学療法士、作業療法士、自助具製
作ボランティア湖北虹工房が検討し、利用者訪問等を行い自助具の提供修
理をする。

旧長浜

171 しょうがい支援 オレンジスマイル しょうがいに対して啓発等を行いしょうがいへの理解を求める活動 旧長浜



172 しょうがい支援 湖北第四日曜のつどい
しょうがい者の社会参加活動支援
人権や福祉に関しての啓発活動
バリアフリーの推進に関する活動

旧長浜

173 しょうがい体操支援 「今生きてんねん」(リズム体操) 視覚しょうがい者の方の体操の支援を行う活動 旧長浜

174 消費者学習 余呉町消費者学習グループ 廃食油回収、リユース（切手、古布）、啓発活動 余呉

175 食 赤谷の里
料理講習会の開催、地元食材を生かしたお弁当の提供等、食に関しての活
動

湖北

176 食育 板前さん
男性のグループ
うどん打ちを楽しく出前で行ったり、男性ならではの活動に挑戦

浅井

177 食育 食育ながはま元気っ子の会
食育の大切さを啓発する活動
（イベントに参加・親子料理教室年2回開催）

旧長浜

178 食育 ごはん大すき！にぎにぎの会 ごはん（米）をもりもりしっかり食べて、元気なこどもに育てる啓発活動 旧長浜

179 食育 子どもの「たべる」を考える 子どもの食べることを考え啓発していく活動 旧長浜

180 生活支援 生活を見守る会 就職等に関して相談を受ける活動 旧長浜

181 大工 湖北日曜大工クラブ 修理や物作りを通した活動 湖北

182 体操 シルバー体操　「Ｙ＆Ｇクラブ」 体の健康づくりを体操の実施 高月



183 体操 公益社団法人　日本3Ｂ体操協会滋賀県支部　湖北グループ
音楽にのせ、３B体操の用具（ベル・ベルター）を使用して、効果的に体を動
かし、遊びの要素も取り入れて心身面のケアをする活動

旧長浜

184 体操 虎姫健康体操　真向法
真向法で健康に「自分の健康は自分の手で」をモットーに真向法の実践活
動

虎姫

185 体操 NPO法人  日本YOGA連盟  滋賀支部 椅子に座ったヨガの実践活動 旧長浜

186 体操(腸体操) 体操(腸体操) 健康体操の指導　 浅井

187 卓球 六角館卓球教室 卓球（初級から指導）を通した活動 旧長浜

188 民児協 長浜市木之本地区民生委員児童委員協議会 民生委員児童委員活動 木之本

189 男性Ｇ 虎姫おやじの会
まちづくり活動　災害支援、社協、公民館事業への協力、
認定こども園、小中学校への行事等の支援活動

虎姫

190 男性Ｇ 緑友会 樹木の管理（整枝・剪定・葉刈等）の活動 旧長浜

191 男性Ｇ だんき会
①特別養護老人ホーム「ふくら荘」で栽培したヒョウタンを活用し、ヒョウタン
を加工（絵付や工作）し地域の児童や障がい児などにも、ヒョウタン加工（絵
付や工作）教室を開催する活動

旧長浜

192 男性Ｇ 黒田男子ボランティアクラブ
黒田地区内の緑地公園や福祉施設の草刈り清掃、樹木花剪定、独り暮らし
高齢者宅の除雪等の活動

木之本

193 男性Ｇ 男の料理 料理に関わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、サロンなどの食事作り活動 高月



194 地域 高月にぎやかし隊 １１メートルの玉入れ・高月あかりまつり・各種イベント、行事に参加 高月

195 デイ支援 コスモス 虎姫デイサービスセンター支援の活動 虎姫

196 デイ支援 青い鳥ボランティアグループ デイサービスの支援を行う活動 西浅井

197 デイ支援 びわデイサービスボランティア会 デイサービスの支援を行う活動 びわ

198 デイ支援 花さかりの会 青浄苑でのボランティア活動 旧長浜

199 点字 てんとうむし 点字をとおした活動 浅井

200 点字 長浜ともしび会 小中高の点字体験指導、絵本の点訳、広報誌の点訳の活動 旧長浜

201 点字 点字サークル  あじさい
小中学校等に点字学習指導、また視覚障がい者への理解を深めてもらう活
動

びわ

202 伝承 伝承あそびサークル
お手玉、折り紙、あやとりなど自己学習して、３か月に一度集まり相互学習
を行いながら、学童保育実施学校や地域の子ども対象に遊びを伝承してい
ます。

浅井

203 伝承 おりがみ 折り紙を通した活動 浅井

204 伝承 あじさいグループ 折り紙を通した活動 木之本



205 伝承 おり紙サークル 折り紙を通した活動 湖北

206 長浜城 長浜城歴史博物館
友の会
展示説明・受付・案内
長浜城周辺の清掃、友の会事業に関する企画運営などの活動

旧長浜

207 認知症 カナリアの会 認知症の啓発活動 虎姫

208 病院 市立長浜病院ボランティア
病院の総合案内付近において、外来、入院患者に対する案内を行う活動
や、療養病棟での折り紙教室の開催、アロマセラピーの実施の支援活動

旧長浜

209 フォークダンス フォークダンスポラリス フォークダンス、レクダンスによる健康を増進する活動 西浅井

210 フォークダンス 西浅井フォークダンスクラブ フォークダンス、レクダンスによる健康を増進する活動 西浅井

211 ベルマーク ハッピーベル ベルマークの分類活動 浅井

212 防災 大いちょうの会 大井自治区内での防災について考える活動 虎姫

213 防災 速水女性防火クラブ 速水地域の火災発生予防のための防災啓発活動 湖北

214 防災 速水自主防災会議 速水地域の防災関係全般 湖北



215 防災 速水自警団 速水地域の防災関係全般 湖北

216 防犯 南郷里防犯隊 学区のパトロール活動 旧長浜

217 補導 木之本少年補導委員会
青少年の非行防止、健全育成を目的として定期的に駅や大型店舗、公園
等のパトロールや地域のイベント、伝統行事等人の集まるときにパトロール
活動

木之本

218 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 長浜市長浜ボランティア連絡協議会
ボランティア同士の情報交換、交流
ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興

旧長浜

219 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 長浜市浅井ボランティア連絡協議会
ボランティア同士の情報交換、交流
ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興

浅井

220 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会
びわボランティア連絡協議会 ボランティア同士の情報交換、交流

ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興
びわ

221 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 虎姫ボランティア連絡協議会
ボランティア同士の情報交換、交流
ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興

虎姫

222 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 湖北ボランティア連絡協議会
ボランティア同士の情報交換、交流
ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興

湖北

223 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 高月地区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会
ボランティア同士の情報交換、交流
ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興

高月

224 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 木之本ボランティア連絡協議会
ボランティア同士の情報交換、交流
ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興

木之本

225 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 余呉ボランティア連絡協議会
ボランティア同士の情報交換、交流
ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興

余呉



226 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会
西浅井ボランティア連絡協議会 ボランティア同士の情報交換、交流

ボランティアのまちづくりやボランティア活動の振興
西浅井

227 町づくり 湖国ひとまちネット 町づくり活動 旧長浜

228 町づくり 長浜若年層ボランティア団体 街頭募金を中心とした活動 旧長浜

229 老人クラブ 長浜市老人クラブ連合会
高齢者の知識と経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会
活動を通じ、老後の生活を豊かにし、明るい長寿社会作りに務めている

旧長浜

230 更生保護 長浜市更生保護女性会　湖北分区 青少年の健全育成や更正のための活動 湖北

231 赤十字 長浜市長浜赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 旧長浜

232 赤十字 長浜市浅井赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 浅井

233 赤十字 長浜市びわ赤十字
奉仕団 赤十字奉仕活動 びわ

234 赤十字 長浜市虎姫赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 虎姫

235 赤十字 長浜市湖北赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 湖北

236 赤十字 長浜市高月赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 高月



237 赤十字 長浜市木之本町赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 木之本

238 赤十字 長浜市余呉赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 余呉

239 赤十字 長浜市西浅井赤十字奉仕団 赤十字奉仕活動 西浅井

240 当事者 長浜市身体障害者福祉協会 しょうがいに対し理解を深めてもらう活動 長浜

241 民児協 湖北地区民生委員児童委員協議会

安心して住み続けることができる地域社会づくり
要支援者への支援体制の整備
青少年健全育成のための啓発活動と見守りの推進
児童虐待、高齢者虐待の早期発見

湖北

242 老ク 長浜市老人クラブ連合会虎姫支部
毎月10日、20日小中学校の正門前にて朝のあいさつ運動
毎月第２火曜日湖北タウンホームにて入所者と茶話会に参加

長浜

詳しいお問い合わせ

ボランティアセンター　　ＴＥＬ　６２－１８０４　　まで


