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特定非営利活動法人
アジア女性センター

国籍に関わらず女性と子どもの人権を守
るためのサポート活動を行っています。
電話、面談による相談のほか、2020年に
多言語SNS相談を開始！

◆韓国語教室
毎月第2・4土曜日 18：00～21：00

◆中国語教室
毎週火・木曜日19：00～20：00

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：143名

ボランティアグループ
りんごの会

近隣の公民館や福祉施設などで唄や踊り、
楽器演奏などを通しての慰問活動を行っ
ています。

◆活動日：ー
◆場 所：ー
◆会 員：7名

花の芽クラブ

ふうせんバレーボール競技は、障がいの
有無、性別、年齢に関係なく誰でも参加
することができます。1チーム6名（ハン
デ者3名、健常者3名）で編成し、それぞ
れが対等な立場で一つのコート内で汗を
流すスポーツがふうせんバレーボール競
技です。全国大会、九州大会小川杯等へ
の競技にも出場しています。

◆活動日：毎月第3日曜日
◆場 所：北コミュニティーセンター
◆会 員：24名

グループ・ファンタジア

マジックを趣味とし、会員相互の疎通を
図り、その技量の向上及び親睦融和を深
め、マジックを通じて地域のボランティ
ア活動に参加することを目的としていま
す。

◆活動日：毎月第1・3木曜日
19：00～21：00

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：10名



大野城市国際交流協会

“Think globally, Act regionally（地球規模で
考え、地域に根差した行動）”をモットー
に、身近な交際交流、草の根レベルでの
国際協力を目指し、子どもから高齢者ま
で楽しく参加できる交流の場を作ってい
ます。

◆活動日：不定期
◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：77名

おもちゃ病院 大野城

壊れたおもちゃを修理することにより廃
棄されるごみを減らすとともに、子ども
たちに物を大切にするという気持ちを
持ってもらいたいと望んでいます。

◆活動日：毎月第2木曜日
13：00～14：30

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：4名

創人エイサー守破離太鼓

各種団体からの依頼による、創作エイ
サーの披露等のボランティア活動を行っ
ています。

◆活動日：毎週水曜日 18：00～21：00
毎週日曜日 13：00～18：00

◆場 所：総合福祉センター
御笠の森小学校体育館

◆会 員：20名

大野城傾聴ボランティア
「ダンボ」

傾聴の輪を広げることにより、心のつな
がりを深め、広く地域に絆をつくること
を目的としています。喜び、楽しみなが
ら会員との交流、自己成長を目指してい
きます。

◆活動日：毎月第1火曜日
13：30～15：00

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：15名



大野城学習支援室かぼちゃ

理由を問わず、学習塾に通えない子ども
たちのための家庭学習と食事（軽食)の支
援を行っています。

◆打ち合わせ会議
毎月第3or4土曜日 14：00～16：00

◆学習支援活動
毎週火曜日 18：00～20：00

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：18名

おやのかいMIRAI

発達障がいの子どもや保護者、発達障が
いに理解ある者が会員となり、発達障が
いの子どもたちが安心して就労できる企
業や事業所を訪問して増やす活動を行っ
ています。

◆定例会
毎月第3or4日曜日 10：00～12：00

◆SST教室
毎月1～2回土or日曜日 9：30～12：30

◆不登校保護者会
毎月1or2回土or日曜日 10：00～12：30

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：41名

にほんご教室きんしゃい

市内近郊に住む外国人を対象に生活のた
めの日本語を教えています。また、課外
活動を通じて日本の文化や生活習慣につ
いての理解も深めています。

◆活動日：毎週木曜日 10：10～11：40
◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：5名

演歌しゃくなげ

施設やイベント等でギターや三味線、大
正琴などの楽器生演奏と歌唱、特に演歌
や童謡などみんなに馴染みのある歌を披
露しています。

◆活動日：毎月第1月曜日
19：00～20：30

◆場所：ー
◆会員：10名



マジック雅

マジックを通して地域の方々との交流を
深め「やる気を起こし」「生きる喜びを
取り戻し」明日も元気で過ごしていくの
だと思えるように、全員が地域社会の活
性や社会福祉法人への情操を目指してい
ます。

◆活動日：毎月第2・4土曜日
13：30～16：00

◆場 所：春日市ボランティアセンター
◆会 員：13名

シニアネットオーケストラ

参加型の音楽活動です。公民館、病院、
特別養護老人ホーム、そのほか老人施設、
デイケアサービス等の慰問ボランティア
活動に励んでいます。

◆活動日：毎月第2・4水曜日
◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：32名

LaLaLa音楽レクリエーション

介護予防・認知症予防が目的です。音楽
の中にレクリエーションをふんだんに取
り入れ、“歌って元気元気で笑顔”をセッ
トに何十種類の楽器をみんなで合奏した
り、合唱したりしています。回想法など
音楽療法を取り入れて活動しています。

◆活動日：毎月第3金曜日
10：00～13：00
毎週日曜日 13：00～15：00

◆場 所：主に練習会場（大橋太陽家具横一室）

自宅、センター、公民館
◆会 員：8名

いきいき健康レクサイズ

介護予防、認知症予防のために、運動の
中にレクリエーションの要素をふんだん
に盛り込んでいます。子どもからご高齢
の方まで対象で、昔懐かしい歌に合わせ
たり、現流行の曲を取り入れたりして楽
しく工夫して行っています。

◆活動日：毎月第3金曜日
10：00～13：30

◆場 所：代表者宅
◆会 員：18名



Blue Bear Project

「音楽を通じて人を元気にするバンド」
として高齢者施設等で慰問活動を行って
います。「マカナフラタヒチ大野城」と
タッグを組んで、素敵なステージをお届
けします。また、これと併せて交通事故
の予防やニセ電話詐欺の被害防止に関す
る講話を行っています。

◆活動日：毎月土・日、祝日時間帯不定
◆場 所：不定
◆会 員：11名

なんくるーず

デイサービスや高齢者施設、公民館等で
沖縄三線を使っての民謡、童謡の演奏や
歌や踊り、手品等を披露しています。

◆活動日：毎月第1・4火曜日
◆場 所：春日市社会福祉協議会
◆会 員：12名

えがおの会 ハレハレ
～hare*hale～子どもの居場所

学校に行けない、居場所がないと感じる
子どもの居場所をつくる目的としてフ
リースペース活動、イベント活動、子ど
も支援ネットワークづくり活動を実施し
ています。また保護者支援えがおの会の
傘下でもあるので保護者と子ども合同の
イベント実施しています。

◆活動日：毎月第3土曜日
13：00～15：00

◆場 所：春日市ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽすみとーる
総合福祉センター（イベント時）

◆会 員：7名

災害ボランティア「ONOJO」

災害ボランティアとして必要な知識やス
キルを学びながら支援の輪を広げること
と、大野城市内で災害が起きた際に現地
で中心的に行動できる人材を育てること
を目的としています。

◆活動日：奇数月第3木曜日
18：00～19：30

◆場所：総合福祉センター
◆会員：14名



MELODY

フルートのやさしい音色でハーモニーを
奏で聴いてくださる方々に楽しい時間を
過ごしていただきたいと願い活動してい
ます。

◆活動日：毎週火曜日 9：00～12：00
◆場 所：まどかぴあ練習室１
◆会 員：8名

ハーモニカ風の会

仲間づくり、健康づくり、ボケ防止、心
と体の健康は笑える仲間づくりと語れる
話題づくりから。楽器が安価で、持ち運
びが簡単、一人での独奏や仲間と合奏も
できます。会員は高齢者から車いす利用
者、視覚障がいのある方もおり、誰でも
演奏できます。

◆活動日：ー
◆場 所：ー
◆会 員：14名

絵本箱

プロジェクターや効果音を用い、多世代
で楽しめる絵本の読み聞かせを行ってい
ます。

◆活動日：不定期
◆場 所：ー
◆会 員：5名

防災ほっとキッチン

調理実食体験の実施、地域での防災訓練
時の協力、育成会での親子料理教室で防
災食の普及活動などを行っています。ま
た、学校、幼稚園、保育園等での避難訓
練時の試食提供や、様々なシーンでパッ
ククッキングによる料理教室、出前講座
の開催も行っています。

◆活動日：毎月1回木曜日
10：00～13：00

◆場 所：まどかぴあ
◆会 員：9名



とっ・とー・たい

高齢化が進む中、ひとつでもつながり合
い、支え合い、分かち合い、小さな点に
ついて少しでも拾い上げ前向きに幅広く
町のために取り組んでいきたいと考えて
います。

◆活動日：第1・3回火曜日
10：00～12：00 
13：00～15：00

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：19名

スペース虹

学校に行けない子どもたちや、生活が厳
しい家庭の子どもたちの居場所として開
設し、食事や学習などを支援し、生活の
場を提供しています。一戸建民家にて開
催しており、体験活動も取り入れていま
す。

◆活動日：毎週水曜日 10：00～15：00
（主に不登校の子ども対象）

毎週日曜日 10：00～15：00
（主に生活困難家庭の子ども対象）

◆場 所：上大利2－15－34
◆会 員：16名

認定NPO法人
チャイルドケアセンター

「子どもを真ん中に、地域で育て、育ち
あう」事業を核に、幅広い世代の多様な
社会参加・交流の機会をつくることを通
じて、子育てに関する人の精神的、経済
的な安定と、子どもたちの生きる力を育
み、豊かな人間関係が形成される地域社
会づくりに寄与することを目的としてい
ます。

◆活動日：毎月
◆場 所：事務所
◆会 員：14名

大野城まどかぴあ図書館ブックトークボランティア

「本のとびら」

小・中学生の朝読や授業で1つのテーマ
に沿った本（児童書、小説、科学本な
ど）を紹介し、読書の楽しさを知っても
らう活動を行っています。

◆活動日：毎月第3木曜日
10：00～12：00

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：9名



Colorful-HappyFull

不登校児を抱えるご家庭に訪問し、当事
者及びそのご家族のカウンセリングを行
う。また、「楽しい」を見つけるために、
様々なプロと繋がるサポートを行ってい
ます。

◆活動日：毎月第1土曜日
19：00～20：00

◆場 所：Zoom等
◆会 員：9名

スマイルフレンズ

子育てする親子が、毎回1つのテーマに
沿って共感し合いながら友だち作りがで
きる場、情報を提供する場です。

◆活動日：毎月第2水曜日
10：00～12：00

◆場 所：総合福祉センター
◆会 員：4名

社会福祉法人

大野城市社会福祉協議会
おおのじょうボランティアセンター

〒816-0934
大野城市曙町2-3-2
総合福祉センター １階

TEL：092-572-5529
FAX：092-593-5829
MAIL：shakyo@onojo-vc.jp

問い合わせ先

お気軽にお問い合わせください

上大利翔劇団

個人の芸の向上と相互の親睦を深め、日
頃努力された結果を披露しながら、お年
寄りへの憩いのひとときを提供していま
す。
◆活動日：公演に合わせて毎月2回
◆場 所：上大利公民館
◆会 員：42名
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