
内容 時間 主な活動場所

1 防府手話サークル梅の会 昭和47年7月29日
①手話の学習
②聴覚障害者との交流

週1回 市文化福祉会館 例会時に申し出る

2 防府点訳青い鳥の会 昭和46年6月6日 点訳奉仕活動 月4回 市身体障害者福祉センター 点訳講習会終了者

3 防長民謡会 昭和55年4月？
老人の施設に訪問、交流会を持つ。ふれあいの集いなどに積極的に参加をすることなど。赤い羽根などの街頭募金に協力。民謡をと
おして社会奉仕を行うことを目的とする。

年4～5回 公民館や施設など 事務局に連絡

4 山口県退職公務員連盟防府支部（福祉部） 昭和42年4月1日

①防府愛情防府フリーマーケットに出店（売り上げ募金などに）
②地域社会の行事・伝統的行事への参加
③ボランティア団体の行事に参加・協力
④収集活動（プルタブ、古切手、古カード）
⑤高齢者への声かけ（葉書等で）
⑥青少年のための巡視

月1～2回 市民活動支援センター・市内スーパー 入会時または任意

5 防府手話同好会 昭和58年1月10日 手話の勉強と聴覚障害者との交流や通訳活動 月４回 市文化福祉会館 代表者まで

6 国際ソロプチミスト防府 昭和59年7月

①女性と女児の生活向上の為の活動、国内外への寄付、地域、モンロー高校生引き受け事業
②国際交流フェスティバルに参加
③チャリティバザー、チャリティコンサート、赤い羽根共同募金
④夢を拓く女子中高生の夢の支援、あじさい祭り等

月2～3回 防府グランドホテル、アスピラート 会員の承認

7 翠の会 昭和59年11月？
・市広報及び社協便り、市議会だよりなどを音訳、録音し視覚障害者へ郵送。図書館に常置。
・視覚障害者団体との諸行事に参加協力し交流を深める

月4回 市文化福祉会館
音訳講習を受講された後に翠
の会へ連絡する

8 山口短期大学ボランティアサークルやまびこ会 昭和57年4月
防府市家庭の日親子ふれあいイベントの企画運営
各種団体、福祉施設からの要請を受けた行事手伝いなど

月1回以上 市内各地及び社会福祉施設など 在学生が対象

9 誠英高等学校インターアクトクラブ 昭和42年3月
ボランティア活動
インターアクトクラブ主催行事への研修、参加

月1回 定例会は学校内、それ以外の活動は限定できず 特に指定なし

10 山口県立防府商工高等学校 昭和38年9月11日
学校周辺の清掃
万灯祭ボランティア
成人式ボランティアなど

週1回 学校周辺

11 高川学園高等学校インターアクトクラブ 昭和48年1月27日
①地域での奉仕活動、募金活動等に協力
②韓国のインターアクトとの交流
③インターアクトの行事（指導者研修会・地区大会）に参加

市内を中心とした奉仕活動場所
高川学園の生徒で本人の希望
に希望により入会

12 防府西高等学校 昭和55年4月
清掃活動
各種イベントのボランティアスタッフとしての参加
高齢者・障がい者・児への訪問

修1～2回 防府西高校学校など

13 防府高校JRC部 昭和42年4月？

①赤十字運動の啓発
②ボランティア活動への参加
③募金活動
④学校周辺の清掃

週1回 学校内部室 希望者による随時の入会

14 ボランティア華 昭和60年9月

①地域の空き缶拾い、清掃、環境美化
②地域住民対象の介護教室
③募金、寄付活動への協力
④プルタブ、ペットボトルキャプの収集

年6回 園内、円外周辺

15 防府市レクリエーション研究会 昭和59年4月1日
①松崎地区ウォークラリー大会の開催に伴う指導・協力
②各種団体（子ども会・小学校・施設・公民館）等の要請によるゲームの指導やレク指導
③正月遊びの伝承活動

月１～２回 防府市内
防府市内もしくは、市内に通
勤・通学する人
で入会を希望する人

16 防府市更生保護女性会 昭和41年6月28日

①犯罪・非行防止活動として、愛の声かけ運動
②地域と身近な問題について話し合うミニ集会
③子育て支援として学校託児、料理教室ほか、保護司活動に協力
④社会を明るくする運動に積極的に参加

月2回 各地区公民館　その他
会の趣旨に賛同し、意欲を
もった人はどなたでも

17 華城福祉ボランティアの会 昭和53年11月7日
ヘスティア華城グループホームに支援（月2回第2，4金曜日）
地区見守り隊（第3土曜日）
小物づくり（1人暮らしの人に配布）、託児支援、募金活動、介護研修会、地区ふれあい祭り支援

月 公民館、ヘスティア華城グループホーム 申込書の提出

18 山口県厳島会　防府支部 昭和57年2月11日
市内行事などの労役従事
赤い羽根共同募金協力

随時

19 要約筆記サークル「たまご」 平成6年12月
中途失聴難聴、高齢難聴の方々への話し相手や音声による情報を文字にして伝える。（手書きやパソコン）
主として聴覚障害の方々への人権がきちんと守れるよう、通訳者としての技術や知識、資質の向上に努める。

不定期 市内及び県内（要望に応える）

要約筆記者養成講座を修了し
た人、又は要約筆記（文字通
訳）に関心のある人は事務局
又は代表者へ連絡

入会方法
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20 山水会 平成7年3月？
①祐太君を守る会
②ベーチェット病　友の会

21 ドリーム若草 平成8年7月 華の浦学園（洗濯物たたみ） 月１回 華の浦学園 父母の会、一般の人

22 ポレポレボランティアグループ 平成12年3月11日
（老人・身体不自由）などの施設からの要請に応じ、介護補助を行う又、買い物時の車いす補助・四季おりおりの見学場所へマイク
ロバスに乗っていき、施設職員不足の解消と労働力不足の手助けをし、入所者さんに楽しみをたくさん味わってもらうことに貢献す
ること

随時 施設内、天神、いろいろ 登録する

23 中関地域みまわり隊 平成17年5月11日
①地域内の児童・生徒の登下校時に、巡回・立哨等による見守りを実施し、事故や犯罪の未然防止に努める。
②中関小学校の「放課後子ども教室」等の学校行事に協力、支援する。

週６回 中関小学校校区内の通学路及び公園など
地域内を巡回できる方で、自
主的あるいは勧誘により入会
登録をする。

24 傾聴ボランティアやまぐち 平成17年8月24日
①福祉や医療の現場で、患者さんやお年寄りなど援助を必要とする人々を訪問して、さまざまな思いや苦しみを聴かせていただく。
また地域で傾聴が必要な方々のお話を聴きながら支援していく。

月1～2回
県内の高齢者施設、障害者施設、病院などを訪問
したり、地域で必要な方を訪問して傾聴を行う。

養成講座を終了した人

25 さざなみ２１ 平成12年1月10日
・朗読劇を通して、三世代交流の手法として、自由に表現活動を共有する
・身近な童話、昔話などを一緒に楽しむ。

月2回 防府図書館（お話の部屋）
防府図書館、社会福祉協議会
へ問合せ

26 佐波の里山サポートネット 平成20年7月24日
山林の整備、保全
①三谷森公園入り口付近の山林「きずなの森」の整備・保全・再生（植樹）
②防府市の行う事業への参加（佐波川水源の森づくり、旧山陽道整備など）

月1回 防府市上右田田ノ口
希望者あれば会長、副会長で
協議し、本人に通知

27 古典芸能南京玉すだれ山口保存会 平成20年1月14日
①南京玉すだれ継承のための講習会、体験教室の開催
②地域社会貢献活動として、福祉施設等への慰問及び地域イベント等への参加。
③その他保存活動及び社会福祉に貢献するために必要な事項

年約48回
講習会　市文化福祉会館２階17号
慰問、イベントの参加　防府、山口地域を主体に
県内

事務局へ連絡
講習会時に入会申込書を提出

28 リボンの会 平成22年10月
・乳がんの患者会、対象者、乳がんサバイバーとその家族「1人で悩まないで」をキャッチフレーズで、心配事など自由に話せる場
所。情報交換年2回の研修会　月1回定例会

月1回 防府市社会福祉協議会
定例会、勉強会など会場で受
付

29 さんご樹の会 平成22年11月1日 福祉施設や地域交流の場においての小物づくり 不定 特になし

30 このはな会 平成23年1月1日 地域の自然環境の美化と保全 年2回 富海海水浴場清掃奉仕 事務局へ申込

31 ボランティアグループ「シエロ」 平成24年2月1日
①障害者・児が気軽に集える居場所づくり
②引きこもり防止
③社会進出を支援する

月1回 市文化福祉会館、市内 特になし

32 布絵本「結う」 平成24年7月16日

①布絵本の制作・寄贈
②図書館行事への参加・協力
③防府総合支援学校への支援・訪問
④シルバー教室への訪問

月2回 防府図書館 事務局及び防府図書館へ連絡

33 防府市こども遊ばせ隊わいわい 平成27年1月1日 親子での体験活動 月2回 不定

34 アマチュア無線災害ボランティア 平成22年7月1日
防府市近辺で大規模な災害が発生した場合において、アマチュア無線局が災害対策本部に協力して、災害情報収集及び伝達を行う。
平素は、無線通信連絡網の確保のため、毎週1回ロールコール（会員間の通信確認）を行う。また、年に1度の総合防災訓練に参加し
て非常無線通信訓練を実施する

週1回 自宅/ほかに年1回総合防災訓練に参加 登録申込書提出

35 第18期平成会 平成31年3月15日

①会員同士の親睦を図り、楽しく集う例会を年3回程度開催する
②お互いに楽しく語らい、食事や運動を通して健康の保持を図る
③地域社会に対して、できる範囲で地域活動や奉仕活動を行う。
④防府市社会福祉協議会からボランティア参加等協力要請があった場合には、会員は積極的に参加し連携に努めるものとする。

年3回 市文化福祉会館2-18
第18期平成大学修了者で本会
の目的に賛同した者

36 グリープサポートやまぐち 平成 悲しみに寄り添い、共に生きていくことでできる地域づくりを目指す 月1回 防府市、山口市、県内

37 まあくんハウス 令和元年10月20日 犬猫の世話、保護活動 毎日 防府市牟礼938-1 代表者に連絡


