
№ 団体名 主な活動内容

1 室蘭市老人クラブ連合会
＊花いっぱい活動＊清拭布作り＊友愛訪問活動
＊清掃活動

2 室蘭市点訳赤十字奉仕団
＊点訳図書制作＊通信指導＊講習会＊視力障がい者との
交流会＊社協事業(ボランティア講座･出張教室)への協力

3 室蘭ボランティアクラブ
＊福祉施設の清掃活動＊福祉団体の行事協力
＊共同募金(街頭募金)活動

4
日本キリスト教団室蘭知利別教会内
虹の会

＊清拭布作り

5 高砂第三町会婦人部 ＊清拭布作り

6 手話サークル　室蘭手輪の会
＊手話学習会＊市民手話を知る会他開催
＊聴力障がい者への手話通訳・交流会

7 華峯会 ＊福祉施設での美容活動（女性のヘアカット・顔そり）

8 室蘭朗読奉仕者の会
＊視力障がい者への朗読録音図書制作
＊視力障がい者との交流会
＊社協事業(ボランティア講座)への協力

9 天理教室蘭支部 ＊福祉施設へ清掃・縫い物活動

10 室蘭ふきのとう文庫
＊肢体不自由児等の手指の機能や思考の訓練となる布本・
布製遊具製作＊社協事業(ボランティア講座)への協力

11
室蘭市子ども会蘭中地区育成連絡
協議会

＊福祉施設へ訪問＊清掃活動
＊福祉団体の行事協力＊共同募金(街頭募金)活動

12 室蘭神楽保存会 ＊福祉施設へ神楽訪問

13 明るい社会づくりを推進する会
＊清掃活動・福祉施設訪問・清拭布作り＊募金活動
＊チャリティーパーティーなどでの益金を寄付

14 港北中央町会婦人部 ＊清拭布作り

15 幌萌町鈴かけ町会文化部
＊福祉施設を訪問し歌、踊りの披露
＊公園清掃

16 清泉幼稚園 ＊福祉施設へ園児の歌・遊戯訪問

17 室蘭手話通訳問題研究会 ＊手話・聴覚障がい者問題に関する調査・研究＊手話サークル員対象
学習会開催＊手話認定事前学習会＊市ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ通訳派遣

18 寿町町会
＊清拭布作り＊子育てサロン支援＊不審者パトロール
＊美化活動

19 日の出町二丁目中央町会婦人部 ＊清拭布作り

20 室蘭歌謡同好会 ＊歳末たすけあい市民演芸大会協力活動
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21 室蘭視力障害者ガイドヘルパーの会
＊視力障がい者の外出介助＊視力障がい者との音楽交流
(コーラスやまびこ)＊社協事業(ボランティア講座･出張教室)
への協力

22 室蘭遺族会婦人部 ＊清拭布作り

23 ＰＬ室蘭教会婦人会 ＊清拭布作り

24
北海道大谷室蘭高等学校インターアクト
クラブ

＊福祉施設訪問＊地域の花壇づくり

25 楽山三ツ和町会福祉部 ＊清拭布作り

26
社団法人長寿社会文化協会（ＷＡＣ）
室蘭支部

＊福祉施設訪問
＊高齢者擬似体験学習

27 知利別小学校
＊校外の美化活動・地域の高齢者との交流活動
＊空き缶回収活動

28 海星学院高等学校
＊校外の美化活動＊国内･国際支援
＊社協事業への協力(雪かきレンジャー)

29 室蘭歌謡連雀会 ＊歳末たすけあい市民演芸大会協力活動

30 室蘭地区ホームヘルパーサークル
＊肢体不自由児へのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ介添活動
＊福祉施設への行事参加協力

31 琴城流大正琴愛好会室蘭支部 ＊福祉施設へ大正琴訪問

32 室蘭聾学校 ＊福祉施設へ生徒による踊り・太鼓・交流活動

33 池坊室蘭支部 ＊福祉施設へひな祭り、生け花活動

34
仙助流南京玉すだれ保存会
北海道支部

＊福祉施設等で南京玉すだれを用いた見立ての芸を披露

35 外出ボランティア「キュット」 ＊福祉施設外出付き添いボランティア

36 水元小学校 ＊校内外の美化活動・地域の高齢者との交流活動

37
医療法人母恋　日鋼記念病院
患者図書室ぼこい ボランティアの会

＊患者図書室ぼこいの図書の案内･貸出し等の活動

38 室蘭百花燎蘭 ＊福祉施設へ踊り(よさこいソーラン)訪問

39 母恋ふれあい音頭の会
＊清拭布作り
＊福祉施設慰問 ＊盆踊りの披露

40 よつば会 ＊ひとり暮らし高齢者見回り訪問
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41 母恋駅を愛する会 ＊母恋駅でイベントの開催（交通安全・健康教室等）

42 宮の森町旭通り親交会婦人部 ＊清拭布作り

43 ボランティアよつば会
＊刺し子ふきん製作・福祉施設等への寄贈
＊エコキャップ活動・リングプル、切手収集などを通じて学校活
動支援＊東北支援

44 柏木町カラオケ愛好会虹の会 ＊高齢者施設で、カラオケ･踊り･アコーディオン演奏等を行う

45 AJGキッズ ＊福祉施設等でよさこいソーランやダンスを踊る

46 室蘭和太鼓會 ＊福祉施設等で和太鼓演奏を行う

47 中島民和会婦人部 ＊清拭布作り

48 ひまわりの会
＊福祉施設での清拭布づくり、衣類などの直し
＊高齢者・障がい者への奉仕活動全般

49 フィルハート・ハーモニー ＊福祉施設へ楽器演奏訪問

50 沢町会女性部 ＊清拭布作り＊清掃活動

51 室蘭北斗ライオンズクラブ ＊福祉施設の行事援助＊地域の清掃＊献血の推進

52 国際ソロプチミスト室蘭 ＊福祉施設訪問・寄贈

53 こすもす’９９
＊福祉施設の行事協力
＊高齢者・障がい者への奉仕活動全般

54 室蘭市消防職員協議会
＊献血事業への参加
＊イタンキ浜清掃活動等

55 フレンドリー08 ＊福祉施設等での講演・楽器演奏訪問

56 たんぽぽ２０００
＊福祉団体の行事協力
＊高齢者・障がい者への奉仕活動全般＊清拭布づくり

57 祝津保育所 ＊福祉施設へ園児による歌･遊戯訪問

58 室蘭キリスト教会グロリアチャペル ＊福祉施設へ訪問し、ギター演奏･賛美歌等の歌唱を行う

59 NPO法人 「サポート室蘭」 ＊透析患者の通院送迎

60 パソコンボランティアプラザ室蘭
＊障がい者のパソコンの利用全般の支援
＊パソコン要約筆記者の育成＊講演会等での文字通訳表示
＊社協事業(ボランティア講座･出張教室)への協力
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61 図書館ボランティアわにの会 ＊市立図書館輪西分室の夜間延長の自主運営

62
生長の家　室蘭教化部　白鳩会
室蘭教区連合会

＊清拭布づくり

63
櫻川流江戸芸かっぽれ櫻川梅有社中
室蘭道場

＊江戸芸かっぽれ踊りを福祉施設等で行う

64 サウザンド・パワー ＊福祉施設等でコンサートの出張開催

65 室蘭市ボランティア・アドバイザーの会
＊各ボランティア行事の参加協力、ボランティアセンターとの
協力等(ボランティア講座･出張教室)

66 室蘭障害者スポーツ協会
＊障がい者の水泳教室・パークゴルフ教室等の開催
＊室蘭市が行う障がい者行事への参加

67 中島西口町会婦人部
＊清拭布作成
＊東室蘭駅周辺の清掃活動(老人クラブと合同で実施）

68 ＮＰＯ法人ワニワニクラブの仲間達の会
＊子育て支援施設ワニワニクラブの運営
＊家庭で子育てしている親子への様々な行事実施
（音楽会、運動会、読み聞かせ）

69 緑町会婦人部
＊清拭布作成
＊学校への雑巾の寄附

70 「ボランティア11会」 ＊社協事業(ボランティアセンター）への協力

71 胆振地区郵便局長夫人会室蘭東部会 ＊清拭布作成･寄附＊清掃活動への参加

72 胆振地区郵便局長夫人会室蘭西部会 ＊清拭布作成･寄附＊清掃活動への参加

73 室蘭手打ちそば愛好会 ＊福祉施設等に訪問して、手打ちそばづくり

74 母恋北町会婦人部 ＊清拭布の製作

75
日鋼記念病院 緩和ケア病棟
「こもれびの会」

＊ホスピスにおけるボランティア全般（イベントの協力他）

76 東町中央町会 ＊清拭布の製作

77 港北友和会女性部 ＊清拭布の製作

78
室蘭市シルバー人材センター手づくりの
会

＊清拭布の製作

79
市立室蘭総合病院
ボランティアチーム with you

＊病院利用者全般への移動支援・利用支援等
＊院内イベントの企画・運営

80 PAネットワーク
＊大学周辺の清掃活動＊社協事業(雪かきレンジャー･学習
サポート・歳末たすけあい市民演芸大会)への協力
＊他団体への活動支援
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81 澄れ会 ＊福祉施設等へ訪問し、日本舞踊の披露

82 ふくろう文庫ウオッチャーズの会
＊ふくろう文庫が蔵書している品を、市立図書館等で市民に公
開する活動

83 ＨＨＭホット・ハンドむろらん
＊がん患者のための、タオル帽子製作と寄贈＊がん検診の呼
びかけ＊タオル帽子作り講習会の開催

84 悠悠ライフ舞の会 ＊福祉施設等へ訪問し、歌謡曲、民謡、舞踊を披露

85 演奏ボランティア スワンハーモニー ＊福祉施設等へ訪問し、ハーモニカ、ギター、マンドリンを演奏

86 室蘭傾聴ボランティアの会 ＊福祉施設等へ訪問して、高齢者などのお話し相手をする

87 シェア・スペース　←TO　YOU→
＊青少年支援、いじめ問題を抱えている生徒を集め、語り合い
をする

88 ひょっとこ踊蘭会 ＊福祉施設等を訪問し、日向ひょっとこ踊りを披露

89 NPO法人 シニアネットいぶり
＊健康講座、パソコン講習・講師派遣・無料相談会・トラブルサ
ポート＊e-ネット安心安全講座、シニア情報生活アドバイザー養
成講座、地域情報化啓発活動

90 ひょっとこ笑和会
＊福祉施設等を訪問し、日向ひょっとこ踊り、歌謡曲の創作
舞踊の披露

91 おもちゃの病院「中島」 ＊おもちゃの修理活動

92 コンパニア・デ・マンドリーナ ＊福祉施設等での楽器演奏訪問

93 もくれんの会 ＊福祉施設等で踊り・民謡･カラオケの披露

94 むろらんカルチャーナイト実行委員会 ＊年に１回「むろらんカルチャーナイト」を実施

95
特定非営利活動法人
室蘭ＮＰＯ支援センター

＊市民活動に関わる講座開催
＊郵便物受取、預かりなどの会員サポート

96 蘭歴建見会
＊室蘭地域の歴史的建造物保全活動
＊学習講座の開催

97 福祉社交ダンス｢ときめきの会」
＊障がい者と社交ダンスを楽しむ
＊インストラクターの養成

98 わくわくぱんだ
＊小学生の放課後の遊び場提供
＊毎月1回、年中行事に沿ったイベントの開催

99
オープアケハウオカラニKeiko
フラ教室 リリアクラス

＊福祉施設等でフラダンスを披露

100 おとめ座 ＊福祉施設等で歌･踊りを披露
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101 高砂会 ＊福祉施設で日本舞踊･歌を披露

102 「健康生活ネットワークむろらん」
＊「心身共に健康な町づくり」のため、食農運動･美術文化
活動･健康増進運動の推進を行う

103 Hui Nā Mamo O Kaleohāloa
フイ　 ナー　マモ　 オ　 カレオハーロア ＊福祉施設等でフラダンスを披露

104 室蘭シャベルズ ＊福祉施設等で津軽すこっぷ三味線を披露

105 子育てサークル はとぽっぽ
＊子育て中の親子が集まり、読み聞かせ･リズム体操･
外遊びや各行事を開催

106 ひまわりの会 ＊福祉施設等で､日本舞踊･カラオケ･フラダンスを披露

107 子育てサポート SAMAYOKA ＊子育てに関する学習会･グループワークの開催

108 スワンBBS会 ＊更生保護成年ボランティア活動

109 むろらん100年サポーターズクラブ
＊室蘭港開港地及び､旧三菱合資会社室蘭出張所建屋の
歴史情緒の保存活用支援

110 室蘭市交通安全指導員会
＊登下校時の学童･一般歩行者の交通安全指導
＊交通安全人と旗の波運動＊その他交通安全運動の補助

111 室蘭測量山桜ロード実行委員会 ＊測量山の桜の維持管理　＊草刈り　＊清掃活動

112 室蘭市水元地区交通安全母の会
＊交通安全運動＊交通安全に関わる研修会の開催
＊水元小学校で交通安全教室を開催

113 室蘭消防防災援助隊
＊災害情報の収集伝達　＊出火防止および初期消火
＊負傷者の救出救護　＊避難の促進および誘導

114 SL保存会室蘭機友会 ＊青少年科学館中庭のSL機関車の清掃、部品磨き、塗装等

115 北海道胆振総合振興局 ＊道道歩道部の花壇等植栽作業

116 室蘭･登別たたらの会
＊古代たたら吹き製鐵の実践と啓蒙を行う
＊実践操業(年5回)

117
室蘭市民観光ボランティアガイド
協議会

＊室蘭の観光PRとイメージアップ活動 ＊観光ガイド活動

118
FMびゅ～サポーターズクラブ追い風
プラス

＊コミュニティFM番組制作＊イベント会場放送
＊放送に関する講習会､機材の操作の指導･補助
＊地域市民団体との交流･イベント協力等

119 室蘭フォルクブラスカペレ ＊福祉施設等での吹奏楽演奏活動

120 冨士川組 ＊福祉施設等でのバイオリン演奏・演歌舞踊
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121
NPO法人 河川環境センター
知利別川を愛する会

＊環境･防災学習 ＊河川環境保全 ＊知利別川環境調査
＊他団体とのまちづくり･市民活動支援･国際交流事業

122 室蘭港立市民大学
＊室蘭地域の魅力を見つけるための講座を開催
＊客船歓迎 ＊港関連のイベント参加
＊清掃活動(まちピカパートナー)への参加

123 フラサークル　そよ風 ＊福祉施設等でフラダンス・フォークダンスを披露

124 たんぽぽの会
＊地域住民を対象に月2回のサロン活動を行う
(体操・ゲーム・俳句作り等)

125 オーロラ ＊福祉施設等での演歌舞踊･演奏･カラオケ活動

126 環境ネットむろらん
＊不法投棄のパトロール ＊環境調査 ＊清掃活動
＊定期研修会

127 子育てサークル　ちびたっち
＊未就園児と保護者が毎週集まり、遊びや季節に応じた
催しを行う

128 Saxophone
サキソフォーン　

 Ensemble
アンサンブル

 SaxPaL
サクパル ＊福祉施設等で、サキソフォンを用い童謡・歌謡曲などの

演奏を行う
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