公益財団法人 コープともしびボランティア振興財団
神戸市垂水区

神戸市西区

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西・神戸ウエスト

ひとり親家庭の親子を中心に作りおき料理の会とおしゃべり会を開催

手話サークルたるみ

聴覚障がい者と健聴者が手話で交流、情報交換できる場の提供

こうべＬＤの会

学習・コミュニケーションを中心に発達障碍児・若者とその親を支援

ふれあい あいあい

神陵台地域の高齢者の見守り生活支援の交流の場と相談窓口

ともの心こきゅう

講座やセミナーで心と身体を労わり学びの中で大切な自分に気づく活動

Salt of the Earth

こどもたちと共に夕食をし、居場所作りを行う

ふれあい喫茶あずさ

月1回地域の方々を対象に交流できる場としてふれあい喫茶を開催

学園都市絵本をよむ会

神戸市西区学園都市駅周辺地域で、絵本の読み聞かせ活動を実施

グループあひるの子

地域の小学校、学童保育コーナーでのおはなし会、読み聞かせ会

コミュニティ いぃばしょ

地域高齢者の居場所を開催し、介護予防となる心と体の健康に役立てる

発達しょうがいの子をもつグループ リボン

子どもの育ちが気になるお母さん、
ご家族が相談できる場

コミュニティぐらん

地域の高齢者を対象にカフェを開催し、介護予防に努める

神戸市職員有志
（神戸みらい学習室）

「すべての子どもに、等しく教育の機会を」
〜質の高い無料学習支援〜

神戸の伝統野菜保存会

栽培した神戸の伝統野菜・農家さんの余剰野菜等を子ども食堂に提供

富士見ヶ丘コミレス

高齢者の居場所。ランチ・カラオケ、麻雀ができる場所

紫微嶺里山楽しむ会

里山整備保全、障がいを持つ人の居場所づくり

2022年度

ボランティア活動
助成団体一覧

明石市

加古川市

高砂市

洲本市

団 体 名

安心して暮らせる地域社会をめざし、兵庫県内で様々な活動に取り組むボランティア団体に助成を行っています。

【第1地区】

活 動 内 容

赤穂市
養父市
揖保郡太子町
宍粟市
豊岡市

奇数月に協同の苑へ絵手紙を70枚ずつ送付

パンダクラブ

ダウン症のお子さんがいらっしゃる家族のサークル

ランチボックス

不用品を持ち寄って玩具や楽器を作り、公演活動を行っている

ラ・ビスタ ささえ愛ネット

住民のお困りごと支援、ラ・ビスタよりあい広場運営等のささえ愛活動

オレンジカフェ逆瀬川

認知症の方とその家族、地域の方が集える親しみやすいカフェを開催

ハートカフェあくら

地域住民を対象にコープ安倉ふれあい広場にて交流の場を開催
高齢者の引きこもり対策として、気楽に参加できる音楽活動の場づくり

図書の貸出と読み聞かせ。出張公演とおはなし会のための作品製作

日曜食事会おしゃべりれすとらん

月1回、地域高齢者のための昼食会を実施

エコベ

エコな暮らしを神戸明石から発信しもったいない衣類ゴミを減らす

ミュージックサロン

遊文庫

小学校・児童クラブ・障がい者施設で絵本の読み聞かせ・紙芝居を行う

壁がなければ実行委員会

あじさい

視覚障がい者を対象に点訳ボランティア

記憶の中の
「生」
再現プロジェクト

宝塚市

活 動 内 容

協同の苑支援グループ

うさぎ文庫

高齢者、引きこもりの方を対象に、手づくりすることから始める居場所
「生」
の石積み活動をとおして、震災の記憶を繋ぎ命の大切さを伝える

コミュニティ食堂よっといで〜

皆さんが笑顔になり、毎月楽しみに寄って来てくれるつどい場

Fleur
（フルール）

子どもから高齢者まで一緒に参加できる歌と踊りのレクリエーション

ＶＧ．
ハーモニー

施設訪問し一人一人がベルを持ち、季節の童謡を歌いながらベルを振る

宝塚すくすくアカデミー

地元の子育て家庭を支援する活動

ちどり文庫

0歳〜高齢者が語りや本を通じ心穏やかに向き合い心と心をつなぐ場

武庫川流域圏ネットワーク

安全・安心で、
より魅力的な武庫川や津門川を求めての市民活動

おはなしのポケット高砂

図書館、小学校、子ども園などでおはなし会を開催

DRAGON JAM

市内の公園にて、音楽とアートを取り入れたイベントを主催

精神保健福祉ボランティアグループ「ありんこの会」

精神保健福祉ボランティアグループ、居場所やしゃべり場の提供

Teddy Bear

親子間の愛着関係を育むために、スキンシップできる場、機会づくり

デイハウス洲本カナリア

認知症の方や虚弱高齢者のミニデイサービス

ジョイフル青葉会

地域住民を対象に月１回、食事会を中心に親睦を図る

団 体 名

主な活動地域

たつの市

団 体 名

主な活動地域

宝塚市・西宮市
川西市

【第7地区】

姫路市

団体

（公財）
コープともしびボランティア振興財団では、すべての人々が多様な生き方などを尊重し、共に支え合い、

【第6地区】
主な活動地域

183

活 動 内 容

かめのこグループ

心身障がい児の機能訓練遊具を制作・寄贈

ボランティアグループはづき

ふれあい活動
（光寿園訪問）
、ゲーム作り、年賀状書きなど

尼崎市

MoLYoGA協会

モルックというツールを用いて地域3世代の繋がりづくり

はなまるクラブ

読書活動推進のための自習室や青少年を含む世代間・地域間交流

じいちゃんの手づくりおもちゃ

手づくりのおもちゃ作り。かざ車、
やじろベー、ストラップ、凧作りなど

高齢者福祉を考える会

高齢者向けの地域活動を高齢者自らがやりがいをもって企画し実行

若王寺こども食堂の会

尼崎にある、食事を通して子どもたちを育み、見守る居場所

ソラシどりーむ

音楽療法を用いた歌の会を対面またはリモートで実施

アンサンブル きらり

親子で楽しむ音楽会♪フルートとピアノで生演奏をお届け

ワクワクする仲間を創る会

傾聴ボランティア活動とコミュニケーション講座とお城の清掃活動

あまかれんSST部会

心の病いを抱える人やその家族が月に1度、交流し支え合える場所

ピンクリボンひめじ

姫路を中心にピンクリボン活動を展開

まんまプロジェクト

子どもと保護者や地域の方を対象に自分らしく居られる場所づくり

サロン
「田舎の家」

コミュニティカフェ、高齢者サロン、
こども食堂・展示会・音楽ライブ

大庄Tiny食堂

地域の人が誰でも集えて、食を通じた交流ができる居場所づくり

つどい場 安暖庭(アンダンテ)

介護の相談、趣味仲間の集まりを通して、地域住民の交流を深める

どれみファンファン

高齢者や地域の人を対象に音楽療法を導入した参加型コンサートを行う

あっとほ〜む

地域住民を対象にした居場所づくり。食事やお茶会の交流の場

共生ひろばチーム

阪急伊丹駅前で癒しの花咲く小さなオアシスづくり

赤穂市地域活動連絡協議会

子どもの健全育成を目的に子ども食堂などを開催

フードバンクあこう

余った食品の寄付を預かって、必要とする団体・世帯に無償でお届け

古民家カフェたぬき

独居老人・高齢者・介護者のやすらぎの場となる時間の提供を目指す

はまなすの会

医療と介護について
「話せて、学べて、仲良く助け合う会」

ホット・カレン

高齢者の弁当作り、配食、見守り、声かけ、認知症予防教室

はんせキッチン

月に1回ふれあい喫茶、サロンを開催

里山倶楽部『廻』(KAI)

森林の整備、保全、里山の自然の恵みの活用

伊丹市

お問い合わせ先

（公財）コープともしびボランティア振興財団
検索
ともしび財団
TEL（ 078）412-3930

地域のふれあいの場として月1回カフェ＋レクリエーション
月１回介護者のリフレッシュを願い、交流の場としての集い場を開催

伊丹ボランティア無線クラブ

甚大災害における通信回線断絶時の連絡手段としての無線の啓蒙活動

【第2地区】
団 体 名

主な活動地域

西宮市

助成団体と連携したい、詳しい活動内容を知りたいなど、下記へお問い合わせください

サークル"ＷＡ・ＨＡ・ＨＡ"
ボランティアグループスマイル

活 動 内 容

拡大写本の会

CO・OPクッキングを手書にて拡大。弱視者へ毎月送付。本も製作

ぷくぷくライブラリー

絵本を通した居場所づくりと子育て応援・地域のみんなの図書館

トコトコくらぶ

不登校の子どもと親を対象に傾聴・情報交換などの交流の居場所づくり

サークルねむ

大正琴の演奏を通して、音楽の力で和やかな気分になっていただく

トビアの会

健常者と障がい者がお互いに知識の向上を目指す朗読ボランティア団体

つどい場サロン陽だまり

地域の高齢者及び子育て中の親子が月1回交流しイベントを楽しむ

浜脇・香櫨園交流ひろばの会

高齢者・小学生を主な対象とした多世代交流の場の提供で地域活性化

甲子園のつどい場

地域住民対象のカフェとシニアサロン講座による生きがいの場づくり

サークル ネリネ

いちご畑

地域住民、高齢者施設などに出向き季節の小物作りを指導

西宮市

西宮市・宝塚市
西宮市・神戸市

芦屋市

汽車ポッポ

子どもが健やかに育つことを願って、遊び場を提供

被災支援ボランティア団体「おたがいさまプロジェクト」

＃神戸でできる復興支援

ともだち食堂

大人から子どもまでみんな一緒に交流できるつどい場を提供

スキマ

障がい児と家族が地域に参画できるフットサル活動や農業体験活動

西宮市香櫨園地区社会福祉協議会「ふれあい配食」チーム

高齢者等の見守り支援を目的に毎週月曜日にお弁当を宅配

MomLabo

ことことがたり

主に地域住民を対象に、大正琴演奏とおはなしがたりを行っている

賀川記念館

にこにこ丸山カフェボランティア会

認知症の理解を深め、認知症の方が地域で生き生きできる居場所づくり

Luce〜ルーチェ〜

大人も子どももその人らしく居られる場所を目指す

こころサポート西宮
つどい場このゆびとまれ

神戸市中央区

月1回、賀川記念館ひまわり学童保育の小学生のおやつを作成し提供
不登校に悩む親子に、新しい出会いと新しい学びを発信

がん患者グループゆずりは

がん患者・家族・遺族そして一般の人たちが共に生き方を考える場

親子が笑顔で過ごすために心理学をベースとした情報を提供

みそらこども食堂

子育て世帯を中心に食支援・学習支援・居場所づくり

認知症になっても誰もが安心して暮らせる町を目指して活動

環境教育ラボ スマイル☆アース

幼児から一般市民を対象とした環境教育の教材づくりと学習会の実践

名塩さくら台景観緑化クラブ

遊歩道や中央公園の花壇への種まき育苗植え付け、水やり、雑草取り

英字点訳パール

英語、日本語の本を手書き点訳し、兵庫県立点字図書館に寄贈

21世紀の武庫川を考える会

武庫川流域の治水と自然を守る活動を流域市民の参加で行う

NPO起立性調節障害ピアネットAlice

起立性調節障がいの子とその親を支援し、病気の理解と周知を求める

浜・川・山の自然たんけん隊

御前浜、香櫨園浜等で海浜清掃、生物多様性保全、環境学習、防災

アジサイ合奏団

二胡をメインとする中国楽器の演奏を通して交流するボランティア活動

神戸市兵庫区

あじさいグループ

病院で患者さんと一緒に折り紙を通じた交流を目指し活動中

ミャンマー関西

ミャンマー人への食料生活支援、写真展セミナー・イベント等の開催

街角カフェ

地域の高齢者の方々に月1，
2度交流できる集いの場を用意

中国語カフェや学習交流、料理会を通じた多文化共生の人とまちづくり

兵庫県精神医療人権センター

精神病院の人権状況改善のため、精神病棟訪問と相談業務を行う

聴覚障がい者、中途失聴者への情報保障

コープ須磨点訳

視覚障がい者の方に点字で情報提供をしている

森林ボランティアKSC

環境の安全を図るため、下草刈り、徐刈、落葉の掃除、たい肥化

グループつくし

小学校特別支援学級の子どもたちに遊具、教材を製作している

ひな菊会

健康で幸せな日々が送れる様、体と脳の機能向上を図る活動

ラルース・パンダ会
要約筆記芦屋

神戸市長田区

CoCoCara
（ここから）

外国人住民・子どもたちへの日本語や教科学習支援と、地域・国際交流

いちご

ふれあい食事の会に来られる方へのお誕生日カード作り

ひかりの子ども広場ポップ

非常に感受性が強く敏感な気質をもった人（HSP)のためのオンラインスクール

ひろば文庫

地域の乳幼児と親、児童を対象に本の貸出しやおはなし会を開催

はまなす点訳グループ

視覚障がい者へ点訳文を配布
（生活情報、依頼など）

グリーン・カフェ

地域住民、主に高齢者を対象に、月に１回交流できる場を提供

The Pleasant Stage 輝

高齢者・障がい者(児)全ての方が心輝いて頂ける場づくり

鈴の会

毎朝公園で練功という中国の健康体操を行っている

すまっこ寺子屋

地域を中心に多世代交流を促す活動を企画運営する、
ボランティア団体

主な活動地域

神戸市灘区

子どもと保護者を対象に遊びを通した子育て支援プログラムと交流の場

ひまわり

新しい学びネットワーク
「おでん」
神戸市中央区

神戸市須磨区

【 第 3 地区 】

神戸市東灘区

写真洗浄とプチ防災セミナー

団 体 名

活 動 内 容

太極拳同好会すずらん

健康増進、運動不足解消のため、太極拳の動きを使った体操

あそび探検隊

自然や遊び場を通じて人との交流や居場所づくりをしている活動

ともしびこけし

人形製作・練習・公演
（児童館・子育てサークル・高齢者施設等）

ともしび点訳ブレイユ

点訳、視覚障碍者との交流。点字や視覚障碍者への理解の普及

さわやかコール

高齢者に電話をかけ、楽しく会話

ふれあいボランティアグループひまわり会

南米音楽演奏と歌や踊り、楽器に合わせて歌をみんなで歌う

人形劇グループ ぱくぱく

人形劇の公演を行い、子どもたちや地域の方々との交流を図る

東灘こどもカフェ

多世代交流の居場所を年間360日以上開設。講座や生活サポートも実施

点訳グループ すずらん

点Ｖ連依頼点訳、自主点訳、ふれあい文庫依頼の絵本の点訳

チャレンジ☆サポーターかえるの会

高齢者の自立に効果的な簡単な計算・音読・歌・介護予防体操

サークルくれよん

乳幼児から高齢者の誰もが楽しめる絵本や紙芝居のおはなし会を実施

東灘ボランティアガイドの会

ボランティアで希望者に対し、東灘の史跡や名所を案内する団体

ミュージカル夢☆Kirari

毎週土曜日に活動し、三世代ミュージカル公演や慰問演奏を行う

東灘区認知症介護家族
「HANASUの会」

東灘区の認知症介護家族を対象に交流会、勉強会を開催

手話サークルすずらん

聴覚障がい者と手話で交流しながら楽しく活動

ことばサポート101

言語聴覚士がコミュニケーション障がいのある方々に集いの場を提供

ひょうごまちの助産師の会

お産や育児について助産師や母同士で語り合い、学び合う場の開催

脳トレ
「咲くらサロン」

地域住民を対象に月１回脳トレしながら交流できる場を開催

山田の里グリーンクラブ

里山林の整備保全と棚田の復旧再生。児童生徒の環境体験学習の指導

どじょっこバンド

ギターとピアノの生伴奏で楽しくみんなで歌う

つどい場 お茶の実

高齢者や介護者等が緩やかなつながりを得られるようアシスト

ユニバーサル篠山チャレンジクラブ

ユニバーサルスポーツ及び障がい者スポーツの普及と実施

みんなで減災し隊！

子育て中の親子と地域住民を対象に減災体験学習会を開催

丹波篠山の子どもの食と健康を考える会

今ちょっと応援が必要な子育て世帯に弁当や食材をお届け

健康ライフ＆ワクワクウォーキング

仲間と一緒に笑いと体操等で免疫力と筋力を高め介護予防を図る

ウェルネスボディケア協会

認知症・フレイル予防、溌剌とした老後を迎えるために楽しく脳トレ中

放課後スマイルボランティア

六甲アイランドの小学生の放課後居場所
「放課後スマイル」
を運営

食親同好会

食縁交流会、
クリーンクルー活動、世代間交流イベント活動

フォレスター松寿

【第4地区】
主な活動地域

神戸市北区

丹波篠山市
多可郡多可町

団 体 名

活 動 内 容

ちょいボラグループ やちよお助け隊

地元の独居高齢者の見守り、高齢者及び障がい者への日常の困りごと支援

六甲山山麓の魚屋道尾根筋で植樹育林、登山道巡回路整備など

ナレオ・ハワイアンズ

ハワイアン音楽を愛する高齢者が集い、市内各施設で演奏

梅一つ火会

「梅」
の普及活動を通じて
「住みよい街・東灘」
のブランド力を高める

三木イキイキ親の会

子育てに悩む親を対象に月２回、悩みを語り合える場を開催

ほくら〜ととや森の世話人倶楽部

「岡本
（ほくら〜ととや）
桜回廊づくりプロジェクト」
を推進中

青1倶楽部

出来る人が出来る事を出来る範囲でをモットーに活動する有志団体

三木市

ロビー喫茶

歌や演奏等のボランティアの方々をお迎えし、ふれあい喫茶を運営

きょうだい会 ふたつばクローバー

障がいのあるきょうだいのための悩みを共有する場

神戸大学総合ボランティアセンター

手話や点字の学習、公園の美化活動など多岐にわたって活動を行う

三木市民雌崗山毎日登山会

神戸市西区で活動する三木市民登山会が市内の清掃活動を行う

みんなの広場

高齢者
（特に男性）
や地域の方が興味を持って楽しく集える居場所づくり

兵庫県高齢者放送大学 三木友の会

環境美化グループを結成し、三木市内共用箇所の環境美化を実施

影絵劇団白つめくさ

影絵劇の企画、制作、公演、実技指導

居空間ＲｏＣｏＣｏ

高齢者や地域住民の交流を深め、居心地の良い居場所を創る活動

コミュニティカフェつなごう

世代間交流の場の提供。月に2〜3回のイベントや講座を開催

全国ギャンブル依存症家族の会兵庫

ギャンブル依存症によって困っている家族の相談対応と啓発活動

調理応援隊

年間100日、子ども食堂の食事を献立から考え調理

みんなの居場所 きらきらぼし

不登校のお子さんと親御さん、生きづらい方々の為の居場所・とまり木

神戸・灘おもちゃの病院

爺ちゃんが孫のおもちゃを治す。原則無償で

うぐいすの里

古切手の整理や毛糸のひざ掛けを製作し、地域の福祉施設等へ届ける

Teenagers' Free！Theater

ちょっと学校に行きにくい10代を演劇を通して支援する活動

ひょうご伴走歩協会

視覚障がいとのウオーキング、
ジョギング・ランニングの伴走・伴歩

震災を読みつなぐ会KOBE

震災関連の手記や体験記を小・中学校に出向いて朗読

空飛ぶ車いす研究会

不要になった車いすを提供してもらい、修理し東南アジアへ寄贈

西脇市
三田市

あんりゅ

不登校、発達障がいを持つ子どもの親のこころの居場所あんりゅ

にじいろ〜難聴者のための楽・手話〜

手話を知らない難聴者に継続した手話の勉強をサポート

三田手話サークル礎

聴覚障がい者と交流し共に活動することで手話の普及と啓発を行う

パンダ三田

子どもを中心に食と学びの場を開催

国内ボランティアサークルつなぐ

古民家で開催している子ども食堂で、温かい居場所と夕食を提供

【第5地区】
主な活動地域
神戸市垂水区

団 体 名

活 動 内 容

えほんくらぶ

毎月2回子どもたちに本の貸し出しや絵本を読み、おはなしを聞かせる

視覚サービス ブックトラック

拡大写本の作成と兵庫県立視覚特別支援学校と神戸市立盲学校へ寄贈

こども図書室らびっと

本の貸し出しを中心とした地域に根ざしたコミュニティーづくり

ふれあい喫茶 希望〜のぞみ〜

地域住民の交流と居場所として、月1回開催

