
＝北区のボランティア団体一覧＝

NO 団体名称 種類 内容

1 点訳出版ボランティアサークル大樹会 障がい者・児 点訳・点字出版

2
なごや北区こども会ボランティアサークルこぐ
ま会

子ども 子ども会行事活動支援

3 てのひらクラブ 障がい者・児 手話 サークル

4 フレンドシップ・手話 障がい者・児 手話 サークル

5 詩吟朗詠錦柳会 演芸 施設等での詩吟披露

6 黒川日本語教室 他 外国人の日本語学習支援

7 手話サークル「あやとり」 障がい者・児 手話 サークル

8 ボランティアグループ「チルドレン」 子ども おもちゃ図書館・おもちゃ病院

9 おはなし・どんどこ 演芸 施設等での絵本、紙芝居、朗読・読み聞かせ

10 手話サークル手・手ぽっぽ 障がい者・児 手話 サークル

11 子育てサポート「めだか」 子ども 生涯学習センターでの託児

12 はづき会 障がい者・児 点訳・点字出版

13 けやきの会 高齢者
高齢者福祉施設の運営支援 ・外出支援（付き添い等）
・その他高齢者に関する活動

14 北医療生協ボランティア「かよう会」 他 病院運営の支援(受付・案内・事務補助等)

15 なかまの家 高齢者 ふれあいサロン活動 ・給食・配食サービス

16 アイフレンズしゃちほこ 障がい者・児 視覚障がい者ガイドヘルプ

17 手話北 障がい者・児 手話 サークル

18 対面読書ボランティアくすのき 障がい者・児 音訳・テープ図書作成 ・対面朗読

19 北㋵の会 障がい者・児 要約筆記

20 音訳ボランティアなごみ 障がい者・児 音訳・テープ図書作成

21 ボランティア・千寿会 演芸 施設等での寸劇、歌謡演芸、技芸披露

22 地域ホットライン北 高齢者
ふれあいサロン活動 （手工芸・趣味活動の指導 、手話
を楽しむ）

23 お話しの会プー 子ども 朗読・読み聞かせ

24 点訳ボランティア北コスモス会 障がい者・児 点訳・点字出版

25 手づくり絵本クラブ 子ども 手づくりの絵本づくりを楽しむ

26 北図書館対面読書ボランティアグループ桜 障がい者・児 音訳・テープ図書作成 ・対面朗読



27 北マジックサークル 演芸 施設等でのマジック、紙芝居披露

28 北区手をつなぐ育成会を支える会 障がい者・児 北区手をつなぐ育成会本人活動支援

29 旭如会 演芸 施設等での筑前琵琶・詩吟の披露

30 NST手話研修会 障がい者・児 手話 サークル

31 ボランティア輝21 高齢者
託児、外出支援（付き添い等）、その他高齢者に関する
活動

32 如意さくら太鼓 演芸 施設イベント等での太鼓芸披露

33 ボイス・ケイン　（ランプ） 障がい者・児 シーンボイスガイド

34 北パソボラ同好会 他 生涯学習でパソコンの学習

35 名古屋きた災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 町づくり 防災・災害支援活動

36 フレンド愛 障がい者・児 知的障がい者支援

37 グリーンコンシューマー 他 環境に優しい消費者になる為の学習

38 名古屋市北図書館ボランティア 障がい者・児 対面朗読 ・朗読・読み聞かせ

39 スゥイートピカケフラ 演芸 施設等でのフラダンス披露

40 マヤ・フラメンカ 演芸 施設等でのフラメンコ披露

41 はる美会 演芸 施設等での舞踊、歌の披露

42 大曽根フレンドリーズ 子ども 子ども・青少年、福祉に関わる活動

43 どんど鼓 演芸 施設等での太鼓芸披露

44 こころに寄り添うボランティア“かけはし” 障がい者・児 精神障がい者の家族や関係機関の活動を支援

45 あじま作業所を支える会 障がい者・児 あじま作業所の支援

46 希望・あすなろ 高齢者 高齢者認知症予防の脳トレーニング楽習

47 宮前傾聴ボランティア 高齢者 傾聴・話し相手

48 セカンドハーベスト名古屋 他 生活困窮者および支援団体への食糧の配給

49 まねきねこ 演芸 インプロ（即興演劇）の公演、指導

50 日本野鳥の会愛知県支部 他 野鳥観察

51 上飯田おもちゃ病院パンダ 子ども おもちゃ図書館・おもちゃ病院

52
ミュージックベル演奏グループ　ダイアモンド・
リリー

演芸 施設等での演芸・技芸披露

53 ママスタート・クラブ　北支部 子ども 母親教室・育児指導 ・子育てサロン



54 NPO法人ライフステーション・あいち 高齢者 ふれあいサロン活動

55 ロマン黒川の会 町づくり 黒川の自然再生、保護活動

56 傾聴ボランティアきたちゃん 高齢者 傾聴・話し相手

57 街道を楽しむ会 町づくり
区内に残る街道を中心に歴史や、民族、地理などさま
ざまな角度から北区の魅力を発信します

58 名古屋福祉歌謡会 演芸 施設等での歌披露

59 モリコロストリングスハーモニー 演芸 施設等でのバイオリン演奏の披露

60 ルーノ 子ども 子育て支援活動

61 グループ　ムクムク 演芸
読み聞かせ、手遊び、唄、パネルシアター、大人用の朗
読、脳トレーニング学習

62 プアメリア・フラ 演芸 施設等でのフラダンスの披露

63 手話ダンス・四季の会 演芸 施設等での手話を交えた歌の披露

64 防災・災害ボランティア活動グループかわせみ 町づくり 防災・災害支援活動

65 手words 子ども 子どもたちと手話を楽しむ

66 二胡演奏グループ　ローランの風 演芸 施設等での二胡の演奏披露

67 ミューズ城北 演芸 施設等でのオカリナ演奏

68 北区本読会 演芸 ライアの音色に合わせて朗読読み聞かせ

69 緩和ケア・グリーフケア研究会 他
がんの方へのピアサポート活動（緩和ケア・グリーフケ
ア）

70 名古屋睦みの会 演芸 施設等での音楽活動

71 -舞self- 演芸 施設等でのダンス・歌披露、朗読活動

72 Ｂ’クローバ－　 演芸 施設等でのミュージックベルの演奏、ベルの体験

73 フラハーラオカマカニオハワイ 演芸 施設等でのフラダンスの披露

74 介護予防団体　ユートピア 高齢者 理学療法士による地域での健康増進、介護予防活動


