
令和4（2022）年4月1日現在　　50音順

グループ名 活動内容 主な活動場所 活動時間ほか 新規メンバー

1
I FOR YOU Japan（箕面がんサロ
ン）

がんサロン、がん遺族サロン みのお市民活動センター 毎月第3日曜日　14:00～16:00 募集中

2 アイ岡田とSixthnote ラテンジャズ演奏、歌（流行歌、懐メロ、童謡など何でもOK） 青松園2号公園ほか 毎週日曜日　13:00～15:00 －

3 一般社団法人ぐるり ふうせんバレー練習、教育機関等で講演 箕面市内およびその近隣 毎月土曜日　14:00～16:00 募集中

4 a～yu リトミック、健康体操、演奏
箕面市、吹田市、池田市、豊
中市等

不定期 －

5 大山観光グループ 催事のお手伝い、公道などの清掃、障がい者の介助 箕面市内ほか 不定期 －

6 小野原防災クラブ
小野原自治会館や春日神社の清掃、地域の防災機材の点検、小野
原消防分団の支援など

小野原地区 毎月第4土曜日　8:00～9:00 －

7 Ohana（おはな）
ファミリー向けキッズコンサート、高齢者向け、障がい者向けコ
ンサート

茨木市のつどいの場など 不定期 －

8 おはなし会 よっといで 日本・世界の昔話、民話、童話等の素語り
小学校、福祉施設、地域サー
クル等

不定期 －

9 オレンジの会 こころカフェ
小野原多文化交流センターあ
いあいルーム

毎月第４木曜日　10:00～
15:00

募集中

10 関西大学落語大学OB会北摂支部 上方落語の出前寄席 各地域自治会館など 不定期 －

11 傾聴の会みのお 介護施設での傾聴
そんぽの家箕面、白島荘、箕
面の郷

不定期　月1～2回
定例会　毎月第4木曜PM

募集中

12 紅消会 災害協力隊 防災全般 箕面市内 不定期 募集中

13 子ねこの手 手芸関係、生花、造花 高齢者福祉施設他 不定期 募集中

14 コパイバ リラクゼーションマッサージの提供 介護施設等 不定期 －

15 ささゆり声の会
視覚障害など墨字の読書が困難な方々に録音図書・各種録音イン
フォメーションの作成や対面朗読

ささゆり園 金曜日　10:00～17:00 －

16 ＳＡＣＨＩの会
毎月1回皆で絵てがみを描き「あかつき園」と「市民病院」へ展示
しています

平尾会館
毎月第２木曜日　10:00～
12:30

－

17 さわる絵本 箕面もみじ 触る絵本製作、貸出(視覚障害・その他の障害の子どもたち等） 西南学習センター
毎月第３水曜日　10:00～
12:00

募集中

18 シーエスエス
市民活動団体の情報、パソコン、指導、メンテナンス他、市民の
パソコンスマホ相談

みのお市民活動センター
第2・第4金曜日　10:00～
15:00

募集中

19
自助具製作ボランティアグループ「さ
ぽーと」

自助具の製作。（自助具とは：可能な限り自分で出来るように工
夫された道具）

箕面市総合保健福祉センター
「えいど工房」前

毎週月・水・金曜日
13:00～16:00

－

20 自転車の洗車専門店　ラバッジョ 自転車の洗車業、定期的なボランティア 豊中市 毎月第１火曜ほか －

21 手話サークル「あお」 手話通訳者の育成、手話の学習、聴覚障がい者との交流 東生涯学習センター 毎週金曜日　13:30～15:30 募集中

22 手話サークル「滝」 手話通訳者の育成、手話の学習、聴覚障がい者との交流 ささゆり園 毎週水曜日　19:00～21:00 募集中

23 手話サークル「にじ」 手話通訳者の育成、手話の学習、聴覚障がい者との交流 ささゆり園 毎週水曜日　10:00～12:00 募集中

24
大阪府シルバーアドバイザー箕面・豊
能

高齢者や障がい者施設で「いきいき歌体操」、学童保育室や子育
てサークルで「手づくりおもちゃ」の活動

高齢者福祉施設、学童保育室
など

毎月金曜日　13:00～15:00 募集中

25 素人寄席・てんてん
自主落語会の開催（年15回）、定期または随時の出前高座（年
40～50回）

大阪府下を中心に近畿各府県 不定期 募集中

26 シンフォニー 縫製、修繕など 老健ボランティアルーム 毎週金曜日　10:00～15:00 －

箕面市社会福祉協議会ボランティアセンター登録グループ
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箕面市社会福祉協議会ボランティアセンター登録グループ

27 水舞流和太鼓「希望」
高齢者施設、福祉施設での和太鼓演奏、各地域のお祭り、イベン
ト、演奏会の参加

らいとぴあ２１、西南生涯学
習センター

毎週木曜日　10:00～12:00 募集中

28 水舞流和太鼓「英」 地域の祭り、介護施設などでの演奏活動 らいとぴあ２１ 毎週月曜日　9:30～12:00 募集中

29 ナルク箕面 会員相互の困りごと支援、その他ボランティア活動
みのお市民活動センター、箕
面市内中心

月１回：運営委員会
隔週：月曜午前ほか

募集中

30
日曜大工ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ　うっでぃい
ず

子どもたち、障害のある人、高齢の人等を応援。木工教室 東生涯学習センター 毎月第1、第3　9:00～17:00 募集中

31 人形劇 ザッツ 人形劇公演、製作、練習 各公演先、ささゆり園 毎週金曜日　10:00～16:00 －

32
ハッピー箕面プリザーブドフラワー同
好会

プリザーブドフラワー みのお市民活動センターなど 毎月１回月曜日　9:00～12:00 募集中

33 人と本を紡ぐ会
箕面紙芝居まつり、箕面手づくり紙芝居コンクール、リサイクル
ブック事業、西南図書館読書室事業、街かど紙芝居事業ほか

西南図書館、市内公共施設 不定期 募集中

34 ひよこちゃん一座 パネルシアター上演 依頼者指定の場所 不定期 －

35 腹話術 箕面どんぐりの会 腹話術 ボランティアセンター 不定期 募集中

36 邦楽グループ　紫水会 邦楽（琴、三絃、胡弓）の普及と、高齢者施設等への慰問の演奏
中央生涯学習センター　和
室、プレイルーム

不定期 募集中

37 ママさん吹奏楽サークルmamanon 吹奏楽演奏 らいとぴあ２１音楽室
毎週金曜日、月３回程度土曜日
9:00～12:00

募集中

38 みのお里ぷら 教学の森「六箇山」頂上付近での樹林手入れ他 六箇山山頂付近 不定期 募集中

39 箕面市少年少女リコーダー合奏団 依頼演奏、イベント出演、定期演奏会 中小学校音楽室 毎週土曜日　14:00～16:00 募集中

40
箕面市食生活改善推進協議会（ヘルス
メイト）

月1回の定例会、第2木曜日、調理実習、離乳食クッキングサポート、市
内小学校の調理実習サポート、離乳食教室サポート

ライフプラザ本館調理室、分
館講堂、各小学校調理室

毎月第2木曜日　10:00～12:00 －

41
箕面市精神保健福祉ボランティア　こ
ころの会

当事者との交流など
ささゆり園、息吹関連の施設
など

毎月第１木曜日　13:30～
16:00

募集中

42 箕面難聴者サークル「木かげ」 聞こえに不自由なかたたちの情報共有、交流ほか ささゆり園 毎月第4日曜日 募集中

43 みのおぱそこんてんやくのかい 視覚障害者の方々に情報を点字点訳（パソコン点訳） ささゆり園 不定期 －

44 箕面要約筆記サークル「もみじ」 聴覚障害のかたに、その場の音声情報を文字にして伝える ささゆり園 毎週水曜日　13:30～16:00 募集中

45 みのおよさこい踊り子隊“凛” 地域のイベント、お祭り、施設ボランティア活動に参加 ささゆり園ほか 毎週火曜日　19:30～22:00 募集中

46 みのおレディース 書き損じハガキの募集、まとめて民際センターへ郵送 箕面市全域 不定期（打合わせ等年3～4回） －

47 「夢楽らいぶ」一座 元気いっぱいギター弾き語りボランティア・ショー！ 大阪府下全域、福祉関係施設
月・火・木・金・日曜日
午後からのショー

－

48 めぐみ会 洗濯ものたたみ、古布切り、イベントのお手伝い あかつき特別養護老人ホーム
第1、第3、第4週　10時～12
時

－

49 you遊オモチャBox箕面 布の絵本、布おもちゃ製作 ささゆり園
毎月第１第２火曜日、第４金曜日
10:00～15:00

－

50
万事屋ＨＡＰＰＹ（訪問看護ステー
ションＨＡＰＰＹ内）

近所の見守り、付き添い、相談など 箕面市内 不定期（依頼があれば随時） －

51 ラ・レーチェ・リーグ箕面
妊娠、出産、授乳、子育て「なんでも話せるママの居場所」オンライン＆
リアルミーティング、電話相談、メール相談

中央生涯学習センター 毎月　10:00～12:00 募集中

52 「ワッハッハ」クラブ 高齢者ミニデイサービス（昼食、おやつ、健康体操など） 西南デイサービスセンター
毎月第1・第4木曜日
10:00～14:30

－


