
団体名 活動場所 活動内容 活動⽇時

喫茶お⼿伝い 第2⽔曜⽇9:00〜11:00
初釜協⼒、盆踊り
喫茶お⼿伝い 第4⽔曜⽇9:00〜11:30
洗濯整理 ⾦曜⽇13:30〜16:30

⽩ゆりグループ ⾼齢者施設 話し相⼿ ⾦曜⽇10:30〜11:30
東郷苑 ⽣け花 第1⼟曜⽇10:00〜11:00
和合の⾥ ⾏事⼿伝い 随時

⾏事⼿伝い 随時
習字 第1・3⽊曜⽇13:30〜15:30
⼿芸 ⽉1回13:00〜15:00

和合の家 ⾏事⼿伝い 随時

OHP TOGO「和」 福祉センター
中途失聴、難聴者への要約筆
記での情報保障

第1・3⽉曜⽇14:00〜16:00

⼿話の勉強、情報交換
聴覚障がい者との交流

第1・3・5⼟曜⽇
19：00〜21：00

点字本作成、勉強会
点字本を町⽴図書館へ寄贈

毎⽉20⽇頃から５〜６⽇
9：00〜17：00

定例会第3⾦曜⽇午後
活動 随時
第2・4⾦曜⽇
10:00〜12:00

あやめの会

広報などを⾳訳、CDを作成

和合の⾥
ボランティアグループ

和合の⾥

ガイドヘルプ

ゆうゆう いこまい館 第3⽉曜⽇13:30〜16:00

⼿話・要約筆記

視覚障がい者への理解啓発と
ガイドヘルプ

⼿話サークル笑 いこまい館 ⽊曜⽇10:00〜12:00

⼀元の輪 いこまい館 傾聴

⼿話サークルほほえみＮ いこまい館

声の広報 東郷 町⺠会館

傾聴

傾聴まごころ
東郷町及び近郊の
施設等

傾聴

点字・点訳・朗読等

点とうむし いこまい館 第2・4⽊曜⽇10:00〜12:00

障がい者関連、⼿話

東郷町ボランティアセンター登録団体⼀覧表

相談・交流

東郷もっこく会 東郷苑

菜の花 東郷苑



団体名 活動場所 活動内容 活動⽇時

町⽴図書館 読み聞かせ ⼟曜⽇14:30〜15:30
町⺠会館 お楽しみ会 年2回

読み聞かせ 第4⽕曜⽇10:00〜12:00
本読み会、定例会 第2・3⽕曜⽇10:00〜12:00

⼩学校・保育園 読み聞かせ 随時
ｼﾙﾊﾞｰﾎｰﾑまきば 読み聞かせ 第2⽔曜⽇

読み聞かせ(幼児) 第3⽔曜⽇10:30〜
読み聞かせ(⼩学⽣) 第4⽔曜⽇15:30〜

中部児童館 読み聞かせ 第2⽔曜⽇10:30〜11:30
保育園 読み聞かせ 随時

こうまの会 東部児童館 読み聞かせ ⽉2回⽊曜⽇10:00〜12:00
南部児童館 読み聞かせ 第2・4⽊曜⽇10:00〜12:00
⼩学校 読み聞かせ 随時

おもちゃクリニックＴOGO いこまい館 おもちゃの修理 ⽉1回⼟曜⽇10：00〜15：00

⼦育て地域包括⽀援 ⽕・⽊・⾦・⼟・他随時
環境活動 10:00〜19:00 

介護予防教室の運営補助 ⽉・⽕・⽔・⽊・⾦
参加者⾒守り 9:00〜16:00 随時

第2・3・4⽉曜⽇10:00〜16:00
第1・5⽉曜⽇、⾦曜⽇
13:00〜16:00

定例会⽉１回⾦曜⽇
9:00〜12:00
随時

東郷町⾷⽣活
改善推進員協議会

いこまい館、保育
園、児童館、東郷
苑

⾷育

パワフル東郷 東郷町

サロンひだまり
和合ヶ丘コミュニ
ティセンター

歓談、歌、囲碁、⿇雀

保険・医療の推進

地域ふれあい・集いの場 第1・3⽔曜⽇9:00〜17:00

３才児健診
おり紙ボランティア

いこまい館
3才児健診の親⼦に折り紙指
導

⽉1回⽕曜⽇13:00〜16:30

ナチュラル
ナチュラルデンタ
ルクリニック他

⾼齢者⽀援

和話の会
和合ケ丘コミュニ
ティセンター

地域ふれあい・集いの場 第2⽊曜⽇10:00〜13:00

遊⼼ひろば
御岳コミュニティ
センター

tre punte 東郷町、瀬⼾市
親⼦を対象にアートや⾃然体
験プログラムを企画運営

年２,３回

⽊の家アルチザン 東郷町、愛知県内
⼩学⽣や幼児を対象にものづ
くりや⽊に関する体験イベン
ト

年3回

⼦育て⽀援

まつぼっくり

はじめのいっぽ

すぎなの会

どんぐり ⻄部児童館

さくらんぼ

北部児童館



団体名 活動場所 活動内容 活動⽇時

東郷町商⼯会 ⻘年部 東郷町
町の催し物、東郷町景観美化
活動(⼩学校の遊具塗装等)

随時

住⼯房株式会社 地域 地域での活動 随時
⽉・⽊・⽇
随時 週2回 9:00〜12:00

team SGO 富⼠浅間神社 森の整備 毎⽇ 6:00〜10:00

オカリーナ フェリーチェ 東郷町、みよし市 オカリナ演奏 随時
東郷少年少⼥合唱団 東郷町 合唱 隔週⽇曜⽇9:00〜12:00

第1・3⽕曜⽇ 19:00〜20:00
⼟・⽇(演奏)

第1・3⽕曜⽇10:00〜12:00
随時

隔週⼟曜⽇9:00〜12:00
⼟・⽇ 随時

⼟曜⽇⽉1回14:00〜15:30
随時
第2・4⽕曜⽇9:00〜11:00
随時

ほがらか合唱団 ⾼齢者サロン等 男性四部合唱

ユニゾンズ
東郷町、みよし
市、⽇進市、⻑久
⼿市、名古屋市

⾳楽活動(楽器演奏)

横笛、太⿎の練習や演奏東郷町
⽩⼟伝統⽂化保存会
横笛・太⿎教室

随時

J.Salon with U.
東郷町、みよし
市、⽇進市、名古
屋市

⾼齢者の集う場所でウクレレ
演奏と歌の訪問

第1・3⽕曜⽇13:30〜16:00
随時

東郷祭り太⿎ 以⿎舞
和合ケ丘地区、東
郷町

エイサー演舞、和太⿎

愛知県健康づくりリーダー
連絡協議会豊明⽀部東郷地区

東郷町
0歳〜親⼦、主に65歳以上の
⾼齢者、障がい者等を含む体
操教室

⽉・⽔・⽊ ⽉3回   10:00
〜11:30

清流会
東郷町
福祉センター

⼤正琴

ハワイアンダンスサークル
「オハナ」

東郷町
フラダンス、健康ストレッ
チ、ミラクルストレッチ

⽉・⽕・⽔・⾦・⼟

トーゴーオカリナチーム
レインボー

東郷町、周辺 オカリナ演奏
⽊曜⽇ ⽉2回
随時

朗読グループ おかめ
兵庫児童館、⾼齢
者施設

朗読、読み聞かせ 第1⽕曜⽇ 13:00〜16:00

沖縄三線ゆいまーる 東郷町、名古屋市 沖縄三線稽古、訪問演奏

まちづくりの推進

NPO⾳⾙フォレストクラブ
⾳⾙⼩学校及び隣
接南部地域

「⾳⾙の森」及び南部地域の
安全確保と有効活⽤

⽂化・芸術・スポーツの振興



団体名 活動場所 活動内容 活動⽇時

⽇曜⽇
随時

⽔・⽊・⾦
 15:00〜16:00  18:00〜19:00

株式会社末廣 東郷町、近隣 未就労の若者等への⽀援 随時
市⺠活動⽀援

御岳防犯パトロール隊 御岳地区 巡回活動

国際協⼒

外国⼈ろう者⽀援の会 愛知県内
「会話」に不⾃由のある聴覚
障がい者及び外国⼈に対する
情報提供や相談、⽀援活動

随時

とうごう⽝友の会 東郷町
愛⽝とパトロールをしながら
ゴミ拾い

第3⼟曜⽇9:00〜12:00

地域安全活動

環境の保全
東郷町スポーツ協会
ソフトボール部

愛知池運動公園 掃除、草取り

愛知池友の会 愛知池周辺

ガーデン作り、草刈り、廃⾷
油リサイクル⽯鹸作り、アサ
ギマダラの保護、ゴミ拾い、
諸輪祠の管理

⽊曜⽇9:00〜16:00 随時


