
№ 団体・グループ名 会員数 活動内容 活動場所・時間

1 む　つ　き　会 70

視覚障害者（児）、重複障害者（児）等を対象とした
さわる絵本、点字本、点訳、さわるおもちゃ等を製作
し、社会い福祉に貢献する。さわる絵本は全国一の製
作の会で海外からの見学もある。さわる絵本の貸出は
品川図書館で行っている。その他、区内の一部保育
園、児童学園などにクリスマスプレゼントとして贈る
作品も製作している。

さわる絵本部：
　品川図書館(火)10:00～15:00
　大崎図書館(火)10:00～15:00
点字部（点字本・点訳）：
　品川区立心身障害者福祉会館
　　　　　　毎週(火)13:00～16:00
　　　　　　第１・３(木)18:30～20:30

2
品川手話ダンス

輪の会
26

手話ダンス（歌の歌詞を手話と体全体で表現する）を
通して、障がいのある人もない人も共に楽しむことに
より、会員相互の交流を図り、聴覚障がい者に対する
理解と協力をして頂けるよう常にボランティア精神に
則って「共に楽しみ、共に学び、共に成長する」を活
動の目的としている。
各種まつり、交流会などで舞台に立っている。

手話ダンス練習：
　戸越体育館　月２回（木）　13：00～14：30
　心身障害者福祉会館　月２回（水）　19：00～20：45
手話ダンス指導：
　第二延山小学校、西大井ロイヤルサニー
区内のイベント参加 ：ふくしまつり、会館まつり、みんなのまちフェ
スタ等

3
品川個人ボランティア
仲　間　の　集　い

13

各会員が施設で囲碁の相手や植木の水やり、話し相
手、俳句の指導、福祉団体のイベント手伝いなど様々
なボランティア活動をしている。また、個人ボラン
ティア同士の親睦、ボランティア意識の普及とボラン
ティアへの参加、勧誘などを行っている。

区内の福祉施設にて、各自イベントの手伝い、車椅子清掃等を行う

4
朗読ボランティア
グループ　朝　笛

20

高齢者や視覚障害者等目の不自由な方のリーディング
サービスを行う。依頼朗読（録音・対面朗読）や月刊
声の雑誌「朝笛」の発行し、情報提供する。その他、
視覚障害者との交流や区の行事等への参加も行ってい
る。

例会：品川区立心身障害者福祉会館
　　　　 毎月第１(火)：10：00～12：００
　　　　 毎月第３(土)：13：１５～15：３０
朗読・録音：各自自宅
雑誌の作業：品川区立心身障害者福祉会館

5 品川ボランティア・ハーモニカ 14
ボランティアセンターや障害者・高齢者施設等の依頼
により各種イベント等に参加。ハーモニカの演奏によ
り親睦を図る。

練習：品川ボランティアセンター活動室または区民集会所
　　　第1・３(木)　１２：３０～１６：００
演奏ボランティア：デイサービス施設や各種イベントにて演奏

6 品川手話サークル 87

聴覚障害者との交流を中心に手話と聴覚障害者問題を
学び以って地域福祉の向上と啓発を行う。
また、聴覚障害者協会とともに季節ごとに各種の行事
開催やイベントへの参加をしている。

☆昼グループ／第２・４(火)　14：00～１６：００
　荏原文化センター他
☆夜グループ／(火)　1８：３0～２１：００
　品川区心身障害者福祉会館
☆五反田グループ／(水) 19：0０～２１：００
　五反田文化センター
会館まつり、ふくしまつりなど参加

7
品川朗読ボランティア

手火（たび）の会
15

視覚障害者のための録音図書(図書館の依頼)の制作
や、福祉施設等で朗読を行っている。そのために必要
な音訳奉仕者の養成・情報交換を行い、社会福祉に寄
与する。｢手火の会声の文庫｣を自主製作し、図書館に
寄贈している。

録音図書制作：品川図書館及び会員自宅
朗読会：高齢者施設等　第４（金）11：00～（西大井春光会）
　　　　　　　　　　　第１（土）13：45～（さくら会）
研修会：品川図書館　　第２(土)１３：００～

8 ハンディ＆シニア企画 12

高齢者・障害者の衣服問題解決に向けて研究し、着や
すくて着て楽しい洋服づくりの活動をしている。ま
た、日本の伝統文化の継承と保存を海外へも発信し、
障害(福祉)囲碁の普及活動、ヒーリングドールの作製
と寄付、国際交流も行っている。

リメイク教室
ボランティア活動室　第１（水）13:00～17:00
目黒ボランティアセンター　不定期
スペースゆう　毎月４回　10：00～17：00
港区男女参画平等センター　第２、第４（木）10：00～17：00
青梅市東センター　第１（月）10：00～1５：00

9
NPO法人

ふ れ あ い の 家
－おばちゃんち

20

「子供と大人のパートナーシップ」を原点に、世代を
超えて誰でもが気軽に集える居場所として活動し、新
しい時代が求める子育て・子育ちの社会化を推進する
地域基盤の強化に寄与する。

集いの場の提供（「ホットほっとＨＯＴ」「にじっこ」「みこちゃん
ち」他）、北浜こども冒険ひろば、しながわこども冒険ひろば、
一時預かり保育、保育サポーター派遣保育
地域福祉活動への参加、ネットワークの構築・各種講座の開催など

10
NPO法人
 ＩＷＣ

    国際市民の会
60

在日外国人が、日本での生活に不便を感じないように
生活に直結した「日本語教室」「生活相談」「小中学
校に通う外国人児童生徒への学習支援」「文化交流活
動」などを行っている。

(月)～(土)　各教室にて日本語教育支援事業（対象：児童、生徒）
ＩＷＣセンター・品川区立山中小学校
成人日本語教育、高校入試支援教室、
文化交流事業、情報提供事業、通訳事業、刊行物の発行

11
NPO法人　しながわ

チャイルドライン
107

電話を通して子供の声を受け止め、自立を援ける環境
づくりに関する事業を行う中で、地域で子供が安心し
て生活し、大人や子供、老若男女が共に育ちあえる町
づくりを目的とする。また電話の受け手の継続研修や
受け手養成研修を開催している。

チャイルドラインの実施
電話：毎週（水）　19：00～21：30、毎週（金）　16：00～
21：00、第２（日）　16：00～21：00
チャット：第２・４（木）・第１（土）　18:30～21:00
運営委員会　毎月1回、研修会　毎月1回、
年１回受けて養成講座開催・ネットワーク作り　他

12
NPO法人　パルレ

14
一般区民の方々に発達障害を知って頂くと共に、発達
障害の困難さを抱えている本人と家族への支援を行
う。

話そう会：第２（水）1３：３0～1７：０0
品川ボランティアセンター活動室
学習会：年１～２回
品川区発達障害思春期サポート事業：ぷらーす２階
発達障害青年期余暇支援事業、相談支援事業など

13
ＮＰＯ法人

教育サポートセンター
ＮＩＲＥ

40

ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症など特別な教育的ニー
ズを持つ子どもたちおよび、その関係者を対象とした
教育支援やニート・フリーター・ひきこもりなどの若
者を対象とした就労・自立支援をおこなっている。

個別学習支援：事務所　月～土放課後
その他都外にて春・夏のキャンプ、田んぼ体験、春のキャンプなど
ひきこもり相談：(随時)
フリースペース：（月～金）
社会体験活動：(水)(木)

14 朗読サークル“こだま” 10

高齢者施設等で朗読ボランティアを行う。
活動を通して朗読の楽しさを知って頂くと共に興味を
持って頂く。他の朗読サークルとの交流を図り、普及
とレベルの向上を目指す。

自主学習会：毎週(水)　　９：４５～１２：００
　ボランティアセンター活動室または荏原第五区民集会所
朗読ボランティア：区内福祉施設で活動
発表会：品川朗読交流会（年２回）、独自発表会（隔年）

15
しながわ車椅子
清掃サークル

14
品川区内の高齢者施設ならびに障害者施設の車椅子を
清掃することにより、利用者が清潔で快適な生活が送
れるようお手伝いする。

区内７か所の福祉施設にて年３１回の車椅子清掃

16 品川SKIP編集委員会 10

子育てに役立つ情報の発信・交流サロン・講座開催を
通じ安心して子育てが出来るようサポートする。ま
た、他団体とのネットワークを大切にし、子育ての
様々な気持ちに寄り添う。

講座・会議：不定期
子育て交流サロン：
荏原すきっぷ広場：荏原区民センター月３回（月）10:30～14:30
平塚橋すきっぷ広場：平塚橋ゆうゆうプラザ　月３回（木）
　　　　　　　　　　10:30～14:30
いきいきあんしん子育てガイド、子育てひろばガイド編集
おしゃべり座談会

17 伊藤チャイム 10

トーンチャイムでの社会参加研究、「うたおんぷ」開
発、ボランティア演奏・指導、音楽会宅配活動、生活
文化伝承活動等を行う。
活動を通し、ボランティアの輪と喜びを広げる。

定期練習：第１・３（月）10:00～11:30　ベル
　　　　　第１・３（木）10:00～11:30　コーラス
　　　　　第２・４（水）10:00～11:30　ハーモニカ
　　　　　ウェルカムセンター原・交流施設
すまいるスクールでの指導　月１回（水）
その他地域でイベント、音楽会参加・主催など
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18 品川ＩＴサポーターズ 11
障害者・高齢者へのＩＴ支援を行うとともに、支援者
の養成を行なう。

・障害者向けPC教室：第２・第３・第４（月）
　10：00～12：00、13：00～15：00
　品川区心身障害者福祉会館

19 傾聴バレンタイン 10

地域の高齢者等に対する傾聴ボランティア活動の推進
と共に、傾聴への理解と普及を図ることにより、「高
齢者同士の支え愛」の推進と実現に寄与することを目
的とする。

定例会：月１回　ボランティア活動室
傾聴ボランティア活動：区内の福祉施設にて活動
うさぎのおみみ：第３水曜日１４：００～１６：００南品川ほっとサ
ロン
その他、傾聴講座への協力、イベントへの参加

20 なぎさの森おーいにボランティア 63
なぎさの森が地域に愛されるように清掃美化･除草を
行う。また植物・野鳥・海辺の生き物などの勉強会や
自然観察会を実施。

大井埠頭中央海浜公園
定例活動：毎月第３(日)９：３０～１２：００
自主活動日：第２(日)・第４(土)９：３０～１２：００

21 NPO法人 品川こども劇場 100
地域に生活するすべてのこどもたちに対して「演劇」
「音楽」「芸能」「遊び」等の様々な文化活動に関す
る事業を行い、生きる力を育む。

品川区内各所でイベント開催

22 NPO法人協働まちづくり 10
高齢者等の生活支援、見守り支援事業のみんなで助け
愛(合い)事業を推進している。また、交流・リサイク
ル事業をこみゅにてぃぷらざ八潮にて開催。

八潮、大井、品川地区を中心に高齢者等生活支援、見守り支援事業を
推進
区民同士の交流事業をコミュニティプラザ八潮で開催
しながわ地域貢献活動展、協働ネットワークしながわ参加

23 宙（そら） 10
講師に指導を受け朗読勉強会を開催し、施設や地域で
朗読ボランティアを行っている。

勉強会：月4回　平塚ゆうゆうプラザにて
活動先：サンケア戸越銀座など
朗読ボランティア交流会：年3回　ボランティア活動室

24 東京文化交流親善コミュニティー 51
ボランティア活動を通して、「人と人との繋がり・結
びつき」（高齢者等の見守り活動、地域貢献、社会貢
献）の温かな活動を進める。

折り紙の会：毎月１回　14:00～16:00
品川区中小企業センター会議室
その他各所で折り紙の講師派遣、生活相談、元気・健康フォーラムの
開催、ふくしまつり参加、被災者支援などを行う。

25 外遊び応援 14
自然と触れ合う機会の少ない都会の乳幼児、小学生と
その保護者に外遊びの機会を提供し、体験を共有す
る。

もくりんピック：毎月３回、木曜日　10:00～12:00
林試の森公園にて乳幼児、親子向け自然体験クラスを行う。
林試の森チャレンジ隊：年８回、土曜日1０:00～16:00
　　　　　　　　　　　（午後のみの日も有り）
林試の森公園にて小学生向けにデイキャンプ等を実施。
その他、年数回保護者向けの子育て講座、講演会実施。

26
品川朗読サークル

「あやの会」
12

ボランティア活動を通して、朗読のすばらしさ、楽し
さを広め、子供から高齢者まで多くの方々に楽しんで
頂き、社会に貢献していく。

朗読発表会：毎年５月
講師によるレッスン：第１・第３火曜日　９:45～12:00（荏原第５地域センター）

自主レッスン：随時
品川朗読交流会：年２回（３月・９月）
サロン：ほっとサロン「あやの会」
             毎月第２（水）14:00～15:30　大崎ゆうゆうプラザ内
その他、高齢者施設や学校にて朗読ボランティアを行っている。

27 チーム潮クラブ 11
音楽を通じ、区内施設の利用者との交流や、地域の高
齢者と「うたごえ広場」で地域に社会貢献する。

ほっとサロン：八潮うたごえ広場　   第２（土）10:00～12:00
　　　　　　　南品川うたごえ広場　第１（土）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　第３（木）10:00～12:00
　　　　　　　みなしな歌声広場　　第1２（火）10:00～12:00
その他各種イベント、毎月福祉施設にて音楽レク活動を行っている。

28 にじのふね 10
子育てや不登校、ひきこもりなどに悩むご家族の居場
所のない方々への支援、個別相談、学習会を実施し、
支え合うネットワークを構築する。

情報交換会・講演会　ボランティアセンター活動室　不定期
談話会　第２（火）13:00～　平塚ゆうゆうプラザ

29 生活工房ひとくふう 14

福祉・教育・ＩＴ技術を癒合させ、市民の方々の参加
によってユニバーサルデザインを要とした『人にやさ
しい街づくり』を理解し、誰にでも住み易い地域社会
を推進する。
直面している不便さや障壁などの問題点を把握し、地
域住民や関連団体が一体となって解決してくと共に、
全ての人が公平で快適な生活が送れるよう、アイディ
アを出し合い改善点を見出す。
「どこでも・誰でも・自由に、使いやすく」というユ
ニバーサルデザインの原則に従い自己実現を図る。

定例会　第２・第４月曜日13：30～15：30
イベント　年２回　不定期
講座　第２・４（月）13:30～15:30
　　　平塚ゆうゆうプラザ、区民集会所等

30 プラチナ美容塾 23

品川区内で美容ボランティアを希望する方を育成し、
美容ボランティアを希望される高齢者施設にて活動し
ていただく
ハンド＆ネイルケア、アロマ、フェイシャル、ボラン
ティアメイク、パーソナルカラー

活動場所：大崎在宅サービスセンター、大井在宅サービスセンター、
西大井在宅サービスセンター、西大井こうほうえん、東急ウェリナ旗
の台、カルナ五反田、ミモザ南品川、かえで荘、その他
活動時間：受け入れ先と相談

31 NPO法人　そとぼーよ 32

子どもの「やってみたい」という思いを尊重し、地域
の中で人や自然と関わりながら自由に遊ぶ体験を通じ
て、「自己肯定感」を獲得できるような居場所として
の活動や、「子どもの遊び、学び、育ち」の意味や大
切さを広く伝える活動を通じて、人が自分らしく豊か
に成長できるまちづくり、社会形成に寄与する。

しながわこども冒険ひろば：毎週火曜日　10:30～14:00
文庫の森：毎月第２・４金曜日　10:30～14:00
※祝日、夏休み、冬休み、春休みを除く
あそびの出前：旗の台公園　毎月２回　10:30～17:00

32 東京有閑倶楽部 12
育児中の母親が、子育てに関する専門家の情報を得た
り、ピアノ演奏を楽しみながら育児・地域交流を図る
ことが出来る場所を作ること。

スクエア荏原　大会議室・第一スタジオ：年３～４回実施
平日午前中開催

2022年度4月1日現在 32団体 925 人　】


