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◆八日市地区

№ グループ名 会員数 主 な 活 動 日 活 動 場 所 活　動　内　容

毎週水曜日 19:30～21:30 東近江市福祉センター

毎週木曜日 10:00～12:00 八日市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

2 中野地区老人給食ボランティア 29
毎月１日 9:00～打ち合わせ会
第2･4火曜日 13:00～17:00

中野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
中野地区の一人暮らし高齢者・高齢世帯の方に給食サービス
を行う。

3 朗読サークル　むらさきぐさ 9 毎週木曜日 10:00～12:00
東近江市福祉センター

（第１は八日市図書館）

「広報ひがしおうみ」「議会だより」「社協だより」の録
音。むらさきぐさオリジナルテープ作成し、視覚障がい者へ
情報を届ける。

4 八日市地区給食ボランティア 46 月１回  9:00～15:00 八日市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
八日市地区の1人暮らし高齢者に給食サービスを行う。地区の
敬老会、つどい等に協力

5 拡大写本グループ ひろがり 3 第2･4金曜日 13:０0～17:00 東近江市福祉センター
弱視の方やお年寄り、子どもたちに文字を拡大した本や絵
本、紙芝居、カルタ等を製作

6 八日市点訳サークル燈火(ともしび) 15
第1･４金曜日 9:30～12:00
活動は随時

東近江市福祉センター
くらしの情報、市の広報、点字カレンダー、時刻表や各種出
版物の点訳。点字ラベルの作成。学校での点字体験講座など
福祉教育支援も行う。

7 コスモス 8
第1水曜日 13:30～15:30
第3水曜日　9:30～11:30

東近江市福祉センター 使用済み切手、使用済みテレホンカード等の整理

8 ピノキオ 7 第2･4火曜日 13:30～16:00 東近江市福祉センター おもちゃ図書館に設置する布のおもちゃ作り

9 移送ボランティア 輪和 5
第4火曜日 17:30～18:30　　　
　　　　　　　　　活動は随時

東近江市福祉センター
近 隣 市 町

社協所有車を利用して、交通手段のない高齢者や障がい児者
の外出（観光、買い物、通院）のための移送サービスを行
う。

10 あったか会 2 随時
東近江市福祉センター

八日市地域内
1人暮らしや高齢者世帯等でふとんを干すのが困難な方のお宅
にふとん乾燥車で出向き、ふとんの乾燥を行う。

11 おりづる 10
第1･3火曜日 9:30～11:30
随時

東近江市福祉センター
子どもからお年寄りまで楽しめる折り紙で作品を作ったり、
サロンや幼稚園等に出向いて交流を深める。

12 喫茶ボランティア　ひまわり 12 第2･4金曜日 カルナハウス
カルナハウスで喫茶ボランティアを行う。また、カルナハウ
スの夏祭り・敬老会にも参加協力

13 麦わら帽子 6
第2‣4木曜日 19:30～21:30
活動は随時

東近江市福祉センター　　　
　近隣市町

老人ホームや地域のふれあいサロン、その他地域行事や敬老
会などへ出向き、昔懐かしい歌を届ける。

14 二胡っ娘（にこっこ） 7
第2土曜日 10:00～12:00　　　
　活動は随時

東近江市福祉センター　　　
　近隣市町

福祉施設やふれあいサロン等へ出向き、中国楽器「二胡」の
演奏を通して交流を図る。

1 八日市手話サークル ノアの会 40
手話の学習、習得、手話通訳技術の向上を目指す。ボウリン
グ大会・クリスマス会等で聴覚障がい者との交流を深める。
学校での手話体験講座など福祉教育支援も行う。
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15 ひろい心の会 6 毎週水曜日（午前中）
八日市地区４ポイント

蛇砂川流域
市内のゴミ回収を行い、環境美化に取り組み、分別処理まで
行う。　　　　　地域行事にも参加

16 レイカ28銭太鼓 6 活動は随時 福祉施設等
福祉施設やふれあいサロン等を訪問し、銭太鼓などの演奏を
行う。

17
八日市日本語教室ボランティアグ
ループ

20
毎週火曜日 10:00～11:30　　　
毎週土曜日 19:00～20:30　　　
毎週日曜日 13:30～15:00

東近江国際交流協会
外国籍の方に日本語の指導を行う。また、市内５カ所の小学
校に出向き、出前教室を行う。

18 東近江アミーゴ教室 30 毎週土曜日 13:30～16:30 東近江市福祉センター
市内の小・中学校に在籍する外国籍児童を対象に、日本語の
指導を行う。

19
日本よし笛の会 八日市支部
よしきり

14 活動は随時 東近江市福祉センター
福祉施設やふれあいサロン等へ出向き、よし笛の演奏(童謡、
唱歌など)を行う。

20 四ツ葉のクローバー隊 2 活動は随時 福祉施設、地域サロン等
福祉施設やふれあいサロン等へ出向き、ギターの演奏(唱歌や
抒情歌など)を行う。

21 対面朗読 ふくみみ 10 随時 公共施設等
視覚障がい者の方に対し、公共施設や利用者自宅において書
籍や手紙などの対面朗読を行う。

22 ちょこっとサポートみその 26 随時 御園地区全域
ちょっとした暮らしのお手伝い（見守りを兼ねた話し相手・
通院や買い物の送迎・ゴミ出し・子どもの見守り）

23
PEACE 東近江　Suspension 
Bridge

11 随時 宮会館
東日本大震災被災地への復旧活動およびボランティア活動、
チャリティイベントの開催

24 おてんとさん 3 随時 太子ホール等
八日市地区で子ども食堂「八日市おかえり食堂」を実施。不
用品無料交換会を実施。子育て中のお母さんと未就学児で、
ディサービスを定期的に訪問

25 TOMORROW 8
月・木曜日　　　　　　　　　　　
　活動は随時

東近江市内
福祉施設やふれあいサロン等へ出向き、歌(唱歌や抒情歌な
ど)、ピアノ演奏を行う。

26
八日市おはなしグループ　　　　　
ホビット

17
活動は随時　　　　　　　　　　　
　土曜日 14:30～15:00　　　　
　月1回（定例会）日曜日

八日市図書館　　　　　　　
幼稚園・保育園　　  　　   

 ・小中学校

子どもを対象に、絵本の読み語り、ストリーテリングを行
う。

27 たすけあい中野 19 随時
中野地区（拠点：中野コ

ミュニティセンター・中野
ヴィレッジハウス）

生活支援が必要な方へのサポート（中野地区在住者で、見守
りを兼ねた話し相手・通院や買い物の送迎・ゴミ出し・家具
の修理・電球の交換など）

28 六弦の会 16
第2木曜日 10:00～12:00　　
活動は随時

東近江市内（拠点：蒲生コ
ミュニティセンター）

懐かしいフォークソング（フォークギター演奏・歌）

29 モナリザ 9
第2･4月曜日 10:00～11:00　　
活動は随時

東近江市内（拠点：中野コ
ミュニティセンター）

ミュージックベルの演奏（季節の歌や童謡など）

30 和太鼓サークル　青龍舎 10 毎週水曜日 19:00～21:00 安土文芸の里 練習場
小・中・高・大学生から一般の主婦まで、幅広い年齢の和太
鼓好きが集まって楽しく演奏、練習している。
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31 琵琶湖蕎麦打ち愛好会 10 第2日曜日 9:30～14:00 東近江市　近江八幡市
蕎麦打ちを通じて身近にある豊かな生活を実現し、人とのつ
ながりを広め交友の場とする。施設やサロンなどで、蕎麦を
打ち、その場で食べていただく。

32 キャラメルブーケ 7 第2土曜日 13:00～16:00 東近江市　近江八幡市
福祉施設やふれあいサロン等へ出向き、ギター伴奏で唱歌や
抒情歌などを歌う。

33
特定非営利活動法人　　    　　　
里山保全活動団体　遊林会

60
第2土曜日   9:00～14:00
第4水曜日　9:00～14:00

河辺いきものの森　　　　
蒲生岡本　梵釈寺

主に「河辺のいきものの森」で里山の保全活動を行う。蒲生
の梵釈寺の裏山での活動も始める。「河辺のいきものの森」
では、子どもたちへの環境学習をしていますが、その子ども
たちへのサポーターも募集予定。

34 ドリーム.ｓ 2 随時 東近江市
福祉施設やふれあいサロン等へ出向き、ギター伴奏でフォー
クソングや唱歌などを歌う。

35 ゆりの会 5 土・日・祝日 市内外問わず
福祉施設やふれあいサロン等へ出向き、三味線で民謡・太
鼓・尺八の演奏を行う。

36 かくれんぼ 10
第2･3水曜日 13:30～15:30　　
活動は随時

市内外問わず
合唱・手遊び等　歌声を聴き合い、共に歌い、共に奏でるこ
とにより、楽しい時間を共有する。

37 りおん 16 毎週日曜日　13:00～16:30 市内外問わず
和太鼓で笑顔の輪が広がることを目的に活動している。和太
鼓の体験、楽しく打っていただく。

38 Mamma💛笑顔が集まる居場所 3 随時 八日市地区

乳がんになってしまっても、なっていなくても人と人をつな
ぐ素敵な笑顔の集まる居場所を作る。同じ経験や思いをして
いる仲間がいる。一人じゃない事を伝えられ、少しでも前へ
進むことができるように応援したい。

39 むらさき草（むらさきそう） 12
月曜日 13:15～14:45 週3回　　
第1・3土曜日13:00～15:00

市内外問わず
ハワイアンダンス・どじょう掬い踊り・紙芝居　　活動は
土・月曜日以外で　（約45分程度）
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