
1 筏場マイロード 自然･環境保護 防犯・交通安全 その他分野 歩道の廻りの草刈り、危ないヶ所を行政に知らせる活動 熊毛 小松原地区~安田地区 県道144号線の岩国市との境付近からスタート

2
一般社団法人 山口県労働者福祉協議会　しゅうなん若者サ

ポートステーション
その他分野 庁舎周辺の清掃や受入事業所での職場見学や体験の実施 定期 周南市全域 県東部

3 今宿花を育てる会 その他分野
種より育てた花苗を地域などに配布する。花壇にも植えての管

理。
不定期(随時) 地区内 今宿 今宿地区内、北山の畑

4 NPO法人　周南視覚障害者図書館 障外がい者･児
周視協行事に手引き参加、点訳･音訳図書の製作、視覚障害者図

書館の運営
どちらも 周南市全域 周南市徳山社会福祉センター

5
NPO法人　山口県アクティブシニア協会　環境保全部会

キッズグループ
児童･教育 子ども達と環境について自然の中で学ぶ環境学習講座 定期

6 NPO法人　山口県自閉症協会 障外がい者･児 自閉症児者互助事業 不明

7 烏帽子岳　八代奉賛会 自然･環境保護

登山道路周辺の草刈り、ウッドパークの管理・清掃（周南市から

の委託）。キャンプ場トイレ清掃、やすらぎ地蔵尊の法要、正月

に大将軍及び鳥居のしめ縄の新調

どちらも 地区内 八代 烏帽子岳ウッドパーク

8 大田原ボランティアグループ 児童･教育 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術
大田原自然の家の事業にて、スタッフとして家族や子ども達の活

動をサポートする。また、事業の企画やそのための研修を行う。
不定期(随時) 地区内 中須 周南市大田原自然の家

9 楽団みかんの花 障外がい者･児
障がい者の音楽セラピー活動を意図した音楽バンド活動、地域・

団体等のお祭り、イベントへのライブ活動
どちらも 徳山 周南市徳山社会福祉センター、ライブは場所問わず

10 岐山すみれの会 まちづくり
岐山小学校横の地下道（ポエム）の清掃、岐山地区社協の行事の

お手伝い（敬老会等）
定期 地区内 岐山 小学校横の地下道、社協行事に合わせて

11 岐山地区コミュニティ推進協議会 まちづくり ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術
子ども見守り隊、岐山まつり、新春ふれあいの集い、どんど焼

き、ふるさと探訪ハイキング
不定期(随時) 地区内 岐山

12 キューピーズ 児童･教育 まちづくり キャンプ企画運営、またそれに関する研修会等 不明 地区内 中須 周南市大田原自然の家

13 草刈会 高齢者 清掃活動 不定期(随時) 地区内 呼坂が多い

14 熊毛地区更生保護女性会 児童･教育 防犯・交通安全
研修会、犯罪・非行防止活動、子育て支援活動、社会貢献活動、

更生保護施設・矯正施設への協力活動の広報の発行
不定期(随時) 熊毛
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15 熊毛みみずく 高齢者 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術 災害支援 傾聴ボランティア 不明 熊毛

16 グループきずな 高齢者 老人施設にて三味線・尺八の演奏、民謡・唱歌等を一緒に歌う 不明 老人施設

17 傾聴ボランティア　ほっと
周南市内の高齢者福祉施設の訪問、高齢者宅の訪問、月例会、研

修会（年１～２回）

18 香田整形外科医院 その他分野 院内菜園の手入れ、当院リハビリ患者様の園芸活動のサポート どちらも その他 院内 医院内

19 高齢社会をよくする女性の会徳山 高齢者 健康・医療 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術
高齢者健康づくり、ふれあいレストラン、調理実習、文化を楽し

む会、配食サービス等
定期 周南市全域 周南市楠木2丁目13-8　ひまわりセンター

20 心の健康ボランティア「ひだまりの会」 健康・医療

・心に悩みを持っている方（統合失調症、発達障害、ひきこもり

などの）居場所を作る・精神保健の普及啓発・自己研鑽のための

講座や研修会への参加・当事者（自助グループを含む）への協力

や支援

定期 周南市全域 光市、下松市 周南市徳山社会福祉センター２階娯楽室

21 鼓南地区花壇づくりボランティア 自然･環境保護 まちづくり 地域の花壇で、除草･花苗植え･水やり等の活動を行う 不定期(随時) その他 鼓南大原地区、大島市民センター

22 鼓南なんでもやろう会 自然･環境保護 まちづくり 竹林整備、竹炭･竹酢液作り、地域の里山美化清掃 どちらも 地区内 鼓南 大島、粭島地区

23 鼓南をよくする会 健康・医療 自然･環境保護 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術 まちづくり どちらも 地区内 鼓南 大島、粭島地区

24 栄谷自治会 自然･環境保護 まちづくり
地区内の草刈り、集会所清掃、墓地･集会所広場･市道･県道の法

面等草刈り
定期 その他 栄谷自治会区 地区内、集会所、墓地、県道、市道

25 桜木地域通貨研究会 高齢者
地域通貨の仲間による「いきいきサロン」の開催(高齢者の介護

予防活動)
定期 地区内 桜木 周南市桜木－城ケ丘地区

26 里山支援ボランティア 自然･環境保護 里山の景観維持・食農活動 定期 その他 大田原地区 周南市大田原自然の家及び大田原地区

27 サロン花の会 自然･環境保護
国道315号一部国道沿いの花壇の草取り等、清掃作業及び花壇作

り
不明 その他 国道３１５号沿いの花壇

28 サンデーウォーク 健康・医療 その他分野
西緑地公園内のウォーキング(ウォーキング前にラジオ体操を実

施)、郊外ウォーキング・清掃活動実施
どちらも 徳山 西緑地公園 秋月公園(年2回)
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29 島地川の景観を守る会 自然･環境保護 まちづくり
会員が10グループに分かれ、それぞれの受持ち区間を草刈り等の

環境整備活動を行う。主に草刈り機を使っての草刈りや草引き。
不定期(随時) 地区内 和田･夏切地区 島地川の両岸延長2.5㎞

30 周南アマチュア無線防災ネットワーク 災害支援

周南市およびその周辺地域が災害等により公共の通信手段が不能

となった際、市民によるアマチュア無線を中心とした自立的な通

信手段を確立することにより、周南市地域防災計画に基づく災害

情報の収集・伝達手段の補完に協力し、地域の防災力を高めるこ

不定期(随時) 周南市全域 周南市及びその周辺地域

31 周南おもちゃ病院 高齢者 児童･教育 おもちゃ修理を通じて心を育てる どちらも その他 山口県内 イオンタウン周南、下松市中央公民館、光市やまて小児科医院、岐山市民センター

32 周南クリーン菊川 高齢者 児童･教育 自然･環境保護 まちづくり

菊川地区の活性化を目標として、草刈清掃等地域のクリーン化に

務める。具体的には、通学路の県道の草刈り、清掃、川上ダム公

園及び周辺道路の草刈り清掃、菊川の川緑の清掃、市営のワンパ

ク広場の草刈り清掃、保育園、幼稚園の校庭清掃・小中学校の剪

不定期(随時) 地区内 菊川

33 周南市観光ボランティアガイドの会 まちづくり
観光客等、市内を訪れる方々に対するガイドや、市内各団体主催

の歴史講座、イベント等での現地ガイド
不定期(随時) 周南市全域

34 周南市交通安全協会　今宿支部 高齢者 防犯・交通安全
交通安全運動年4回早朝街頭指導、横断の仕方・交差点の渡り方

立哨、祭り・マラソン交通指導、道路上ののぼり取り替え
定期 地区内 今宿

35 周南市交通安全協会　岐山支部 防犯・交通安全 児童･教育 交通安全運動時の交通立哨 定期 地区内 岐山 三田川交差点

36 周南市交通安全協会　久米支部 防犯・交通安全 児童･教育 まちづくり 交通安全運動時の交通立哨 どちらも 地区内 久米 久米交差点・秋本交差点・寺下・久米小周辺

37 周南市交通安全協会　周陽支部 防犯・交通安全 交通立哨 どちらも 地区内 周陽

38 周南市交通安全協会　都濃支部 防犯・交通安全
小学校・中学校登下校の立哨、支部内の交通安全呼びかけキャン

ペーン参加、協会実施の行事に参加等
どちらも その他 全域 徳山北部

39 周南市交通安全協会　和田支部 防犯・交通安全 交通安全運動時の交通立哨 どちらも 地区内 和田 和田地区内の4か所の交差点

40 周南市視覚障害者福祉協会 障外がい者･児 グランドソフトボール・STT・会活動ボランティア どちらも 徳山 徳山社会福祉センター 緑地公園

41 周南市食生活改善推進協議会 健康・医療
食生活改善事業、子供～高齢者まで生涯健康にすごすための食事

を始めとする生活等の助言・実施指導
どちらも 周南市全域

42 周南市新南陽更生保護女性会 防犯・交通安全 児童･教育 更生保護事業 定期 新南陽 各中学校



周南市ボランティアセンター　ボランティア団体登録一覧
令和４年４月１日現在

地区内・その他 活動場所その１ その２ その３ その４
団体名№ 活動内容 活動頻度

対象地域

活動分野 対象地域・活動場所

43 周南消費者協会 高齢者 児童･教育 自然･環境保護 衣食住、環境など消費生活に関する情報収集と発信 どちらも 周南市全域 学び交流プラザ

44 周南地域余暇活動支援ネットワーク協議会 障外がい者･児 障害児者の余暇活動支援 定期 その他 学校 下松市 周南総合支援学校 ゆめタウン下松

45 周南認知症を支える会(福寿草の会) 高齢者 カフェを開催 定期 周南市全域 徳山社会福祉センター

46 周南北部ボランティアグループひょうたん一座 自然･環境保護 まちづくり 施設訪問、花壇活動、草刈り活動、クリーン作戦、イベント参加 定期 周南市全域

47 周南ボランティアサークルぽかぽか 障外がい者･児
障害がある方とのリクレーション、障害がある方の兄弟の支援活

動
定期 周南市全域 久米市民センター

48 手話サークル　こすもす 障外がい者･児 聴覚障害者についての理解、啓発、情報提供、生活支援 定期 周南市全域 徳山社会福祉センター

49 手話サークル　手のひら 障外がい者･児 手話サークル　手のひらの定例会の開催 どちらも 周南市全域 県内外 徳山社会福祉センター

50 手話サークル周南ひまわりの会 障外がい者･児

毎週金曜日19時より定例学習会を開催している。土日は、聴覚障

害者関係団体の行事に参加している。但し、今は新型コロナウイ

ルスの影響で定例学習会の時間を短縮し、夜7時半から8時半まで

の開催としている。

定期 周南市全域 徳山社会福祉センター

51 城五みまもりたい 児童･教育 小学校児童登校見守り 不明 地区内 桜木 城ケ丘公園付近の交差点

52 新南陽手話さくらの会 障外がい者･児
手話の習得、普及のための学習。聴覚障害者との親睦・相互理解

を目的とする行事。聴覚障害者団体の諸活動に対する協力　等
定期 周南市全域 周南市新南陽総合福祉センター

53 新わらしべの会 その他分野 自転車の再生、販売 定期 周南市全域 周南市臨海町　環境館「ペガサス」内

54 住みよい菊川をつくる会 高齢者 児童･教育 健康・医療 自然･環境保護
地区清掃、地区運動会、菊川まつり、新春登山、ふれあい懇談

会、ハイキング大会、タウン情報きくがわの発行
不定期(随時) 地区内 菊川地区

55 竪琴の会 高齢者 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術 病院や施設などで不定期に演奏活動 不定期(随時) 周南市全域 比較的少人数の施設

56 高水しあわせ会 高齢者 障外がい者･児 児童･教育

高齢者友愛訪問、たすけあい募金、なべづる園手伝い、天王園お

むつたたみ、傾聴ボランティア、グループホーム慰問、高水公民

館まつり協力、三丘デイサービス、おかでら荘・なごやか熊毛演

芸慰問、通学合宿の食事作り

どちらも 熊毛 高森（岩国市）
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57 たんぽぽ 高齢者 おむつたたみ、繕い物 定期 その他 施設 鼓海園

58 小さな親切運動周南市熊毛支部 高齢者
エコキャップ収集活動、日本列島クリーン大作戦、作文コンクー

ル表彰式
不定期(随時) 周南市全域

59 ＴＥＡＭ376 不明

60 つくろいの会 高齢者 その他分野 福寿荘内での繕い物、布類修理等 定期 新南陽 施設 特別養護老人施設 福寿荘内の一室

61 点訳杉の子会 児童･教育 障外がい者･児
・点訳の勉強会　・小学校等へ点字指導　・書籍等の点訳、図書

の寄贈
定期 熊毛 夢プラザ熊毛

62 天ゆう会 高齢者 お年寄りとのふれあい（傾聴） 定期 熊毛 施設 特別養護老人ホーム天王園

63 遠石地域生活安全連絡協議会 防犯・交通安全
遠石地区の防犯パトロール（各自治会合同パトロール及び青色パ

トロール）　　子供の見守りパトロール等
どちらも 地区内 遠石 遠石地区全域

64 徳山寝たきり介護者家族の会 高齢者 物作り、会員相互の情報交換 定期 徳山 徳山社会福祉センター

65 どんぐりの会 児童･教育
人形劇、紙芝居、パネルシアター

小学校や老人施設等の訪問
定期 周南市全域 市内、小学校又は高齢者施設

66 長穂地区長寿会連合会 高齢者 自然･環境保護 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術
育苗、地域花壇の整備、スポーツや学習を通した高齢者の交流促

進
定期 地区内 長穂

67 人形劇　ぽっぽっぽ 児童･教育 自然･環境保護 まちづくり 人形劇練習、公演・研修・清掃その他 不明

68 ぬまぎ文庫 児童･教育

・須々万市民センター別館内の図書室で本の貸し出しや整理（毎

週土曜日）・地元の小学校、幼稚園で本の読み聞かせ・市内の幼

稚園、小学校をはじめ市内外の子育て支援センター等でお話会

どちらも 周南市全域 地区内、その他（下松市） 須々万市民センター別館内の図書館、沼城小学校、須々万幼稚園、市内の幼稚園、小学校、市内外の子育て支援センター等

69 ぴりりクラブ 児童･教育 その他分野

室内公園として、親子が遊ぶ場、交流の場、お友だち作りの場と

して活動をしている。主におもちゃ等での親子遊びを中心に、担

い手が企画した季節ごとの行事（子どもの日、七夕、クリスマ

ス、節分、ひな祭りなど）や親子体操、人形劇等も開催してい

定期 地区内 須々万、長穂・向道、中須、須金地区　　その他（里帰り中の方） 須々万市民センター別館

70 ふれあいの森なんでも工房 まちづくり 高齢者 障外がい者･児 児童･教育 3世代交流拠点活動を市民ボランティアグループとして運営 不定期(随時) 周南市全域 ふれあいの森
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地区内・その他 活動場所その１ その２ その３ その４
団体名№ 活動内容 活動頻度

対象地域

活動分野 対象地域・活動場所

71 ふれあいボランティア ボランティア、各種イベントに参加 不明

72 ボランティア　祇園 自然･環境保護 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術
祇園社　境内周辺孟宗竹の伐採、筍除去、草刈り清掃、参道整

備。地元子ども会と共催で祇園祭りを開催
定期 地区内 周南市大字下上 祇園社周辺

73 ボランティアグループ「ちょびっと」 高齢者 高齢者が取り組むボランティア活動の支援 不定期(随時) 周南市全域 施設・個人宅

74 ボランティアグループ熊毛 高齢者 児童･教育 健康・医療 自然･環境保護

小学校1,5年生体験学習、昔遊び体験

施設訪問　2か所、花壇活動　4か所

地域活動

不定期(随時) 熊毛 勝向市民センターを中心とした地域

75 みどりの会 高齢者 児童･教育
高齢者ふれあい弁当、幼稚園のお誕生日会の手伝い、園児とのお

やつ作り
定期 地区内

76 明治安田生命　徳山支社 高齢者 障外がい者･児 児童･教育 健康・医療 不定期(随時) 徳山 旧市町内

77 明電エンジニアリング道路愛護会 自然･環境保護 まちづくり 道路清掃他 定期 地区内 今宿 新宿通1丁目1番地～13番地

78 山口子どもの文化研究会 児童･教育 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術
子ども達への本の読み聞かせ・紙芝居の上演、お年寄りの施設の

慰問、郷土に伝わる昔話や偉人の紙芝居作成に取り組む。
どちらも その他 周南市全域、県内各地

79 ㈲環境アメニティ 自然･環境保護 まちづくり 清掃 不明 地区内 菊川 県道3号線土井交差点~菊川中学校

80 遊然の会 ｽﾎﾟｰﾂ･文化・芸術 陶芸活動と指導や火に関する活動 定期 地区内 中須 周南市大田原自然の家

81 要約筆記えんぴつ 障外がい者･児 ノート型ホワイトボード作成や啓発活動等 不定期(随時) その他 周南市全域、下松市

82 楽笑会 高齢者 施設訪問 定期 周南市全域 老人ホーム、ディサービス他


