
アトラクションボランティア一覧
2019.5現在

№ カテゴリー 名称 内　　容 （参考）謝礼等

1 ハンドベル エプロンリンガーズ
ハンドベルの演奏を中心に、歌や紙芝居や折り紙、ハンドベルの体験など、１
時間位のプログラムを展開する「ふれあいデリバリー」を提供し、保育所や学
校施設や地域のいきいきサロンなどへ出向いています。

どちらでも

2 オカリナ
オカリナグループ

チャオ

元保育士４名で結成した、オカリナグループです。サロン、施設を訪問し、演
奏を聞いていただいたり、一緒にうたっていただいたり、体を動かしていただ
いたり、触れ合いを大切にしながら活動しています。※宴席・食事の席はNG
（※木曜日と日曜日は、活動休止）

どちらでも

3 オカリナ
オカリナグループ

きらきらぼし
伊賀市内のサロン活動や老人施設、保育園等に楽しいお話、手あそび、オカリ
ナで活動しています。（10名～15名程度で伺います。）

どちらでも

4 オカリナ いがぐり
月2回、オカリナ教室でレッスンを受講しています。とても気の合う楽しい仲
間です。市内の老人施設やサロン等を訪問し、お話やオカリナ演奏、一緒にう
たって楽しい時間を過ごせるよう活動しています。

無償

5 オカリナ
オカリナ愛好会
なでしこIGA

伊賀市内のサロンや老人施設、敬老会等訪問し、オカリナ演奏や一緒に歌った
りして活動しています。

交通費程度

6 ギター・マンドリン
ギター・マンドリンクラ

ブたんぽぽ

ギター・マンドリンを中心に、福祉施設・地域のサロンや敬老会等に訪問。
手遊びや一緒に歌を歌ったりと楽しい時間を過ごせるように活動しています。
（活動日は、土日のみ）

交通費程度

7 コーラス
コーラス

”こんぺいとう”

地域のサロン、敬老会、福祉会等、歌を通じて語り合い、一緒に歌おうコー
ナー、歌あそび等も取り入れ、楽しい時間になるよう企画しています。
（活動可能日は、水曜日のみ）

無償

8 バンド演奏 THE　爺’ｓ
「懐メロ」を中心とした歌謡曲専門バンドです。趣味と地域へのボランティア
活動の一環として音楽活動を続けています。活動日：土日祝

有償
(約10,000円

応相談）

9 バンド演奏 ミドルズ
「ベンチャーズ」や「寺内タケシ＆ブルージーンズ」のインストゥルメンタル
ロックを中心に「GS」など懐かしい曲を演奏している同級生おじさんと紅一
点のメンバーです。場所と電気があればお伺いします。※活動日　土日祝

有償
（要相談・PA
の有無等によ

る）

10
昭和歌謡曲

ギター弾き語り
笹野　幸生

デイサービスや老人会、サロンで活動をしています。
昭和歌謡をギターで弾き語りします。※宴席可

どちらでも

11
大型紙芝居

ダンス
いがスマイル彩

高齢者がイキイキと楽しく民踊、ダンス、健康体操、歌、大型紙芝居、その他
頭脳と体力の向上につながる健康的な活動を通じ、会員相互の親睦を図ると共
に、地域福祉に貢献しています。（食事前や食事中の講演は不可）

無償

12 ハーモニカ 後藤　誠司
大阪の朝日カルチャーセンターのハーモニカ教室で10年以上レッスンを受講
しています。ハーモニカのコンサートも毎年実施しています。 無償

13 大正琴・ハーモニカ きらく会 大正琴・ハーモニカを中心に、福祉施設・地域を訪問しています。 どちらでも

14 歌 プチ・バーバ
地域のサロンや老人ホームで、お年寄りに昔ながらの歌を聞いて頂いたり、一
緒に歌って頂いたりして、少しでも脳を活性化して頂ければと思っています。

どちらでも

15 ピアノ・歌 プロフーモ
ピアノと歌のアンサンブルで、ジャンルは問いません。（クラシック、ミュー
ジカル、ジャズ、歌謡曲、童謡、唱歌など）。

有償30分／
3,000円

16
クラリネット

鍵盤ハーモニカ
アンサンブル華音

クラリネット、鍵盤ハーモニカ、オカリナ、ピアノ等のアンサンブルを中心と
してクラッシック、民謡、アニメ、Ｊポップなど幅広く演奏するユニットです

有償
交通費程度以上

17 中国楽器　二胡 浅井　みかこ
中国の楽器、二胡でさまざまな音楽を演奏しています。中国曲、クラシック、
ジブリ、叙情歌等、相談に応じて演奏します。※第2・４週の午後は不可
（2019.5月と9月は、依頼受付中止）

どちらでも

18
二胡&オカリナ
南京玉すだれ
舞踊・お笑い

にじいろ会
それぞれの特技で集まったグループです。施設訪問、いきいきサロン、敬老会
などで活動しています。公演時間に応じて演目の調整も可能です。

どちらでも

19 カラオケ 石川　正昭 ｶﾗｵｹ教室の講師をしており、歌唱活動を行います。ﾘｸｴｽﾄにもお答えします。 交通費程度

20 民謡 民謡やよい会

「敬老会」「いきいきサロン」「福祉施設」等、年間10回以上活動していま
す。
唄、踊り、楽器とみなさんに喜んでもらえることをめざしております。
できれば3～4ヶ月前にご依頼ください。

有償（交通費）
10,000円

21 民舞踊
上野農人町民舞踊同好

会
誰もが口ずさめる日本舞踊や歌謡曲を、民舞踊鳳扇流家元・庄鳳扇に師事した
民舞踊とトークを交えて楽しんでもらいます。10名程度でお伺いします。

無償

22 踊り・歌等 川瀬　俊則
踊り・歌又はパネルを使用したクイズなどで30～40分各地区敬老会等で活動
しています。芸名は、「一人旅芸人 川口喜三郎」です。

有償
要相談

23 踊り・歌等 美扇会
伊賀市内のいきいきサロンや敬老会、地区のイベント等に参加。歌謡曲に合わ
せて踊りを披露しています。また、踊りとカラオケのセット依頼もあり。

交通費程度

24
和太鼓演奏・芝居・
歌謡ショー・舞踊

夢川　哲也
和太鼓演奏、芝居、歌謡ショー、舞踊、イベント企画等を行っています。時代
物の芝居の依頼が多く、敬老会等での活動を主となっています(芝居は有料)。
地域イベントでの歌謡ショーでは、コントなどお笑い企画が好評です！

交通費＋α
（20,000円以

上）

25

ポップス・ジャズ
演歌・歌謡曲・ボーカル
レッスン・司会・落語風

漫談

梅　あいり
関西から全国で活動、歌により表情を変えるステージをお観せします。桜梅桃
杏、独自の花の世界観を音楽で咲かせます。（リクエスト4曲＋オリジナル曲
1曲で30分程度）（株）CIMS（シムズ）所属

要相談
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26 音楽療法
Andante#
Allegretto

奈良教育大学大学院を修了後、地元伊賀市を中心に生の音楽、特にｸﾗｼｯｸ音楽
を多くの人に知っていただく音楽活動を通して地域社会に貢献したいと思い、
活動しています（内容は要相談）活動日：日曜日／3月末･12月末･8月要相談

どちらでも

27
アコーディオン

歌
山口　光男

アコーディオンの伴奏と歌の指導・遊び（童謡・民謡・演歌・ゲーム曲など）
歌集を作成して皆で歌えるようにしています。

交通費程度

28
音楽と映像の

コラボレーション
ニコニコシアター

演奏とｽｸﾘｰﾝ映像とのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ、二胡とｵｶﾘﾅ演奏による優しい音色とﾊｰﾓﾆｰ、3
名のｸﾞﾙｰﾌﾟで様々なｲﾍﾞﾝﾄに訪問し、心温まるひとときを提供します

どちらでも

29 ダンス FGPダンススクール
FGP忍　よさこいチーム：お祭り、地域イベント、慰問など
日根野：健康体操、エアロ、フィットネスなど

どちらでも

30 マジック・落語
マジックと落語
笑々亭福麻呂

マジック落語、腹話術・南京玉すだれ。高齢者が家庭でのひきこもり防止をめ
ざして活動しています。※マジックの実施は会場スペースが必要。

有償

31 マジック 上野マジック友の会
日頃は、会員相互の親睦と創意工夫を凝らした技の向上を目指し、ﾏｼﾞｯｸのほ
かに南京玉すだれ、腹話術等を取り入れて地域福祉に貢献しています。

交通費程度

32 マジック マジョンナ
毎年、名古屋学園祭や滋賀県･名張市･市内ｲﾍﾞﾝﾄ･福祉施設等に出演。ﾛｰﾌﾟや花
のﾏｼﾞｯｸ等を通して、みなさんが笑顔になることを願って活動しています。

有償
（5,000円～）

33 バルーンアート
やっちゃん・ふくちゃ

ん
口ｺﾐから､ｻﾛﾝや子ども会での行事･保育園･介護施設等、活動の幅を広げていま
す。ﾊﾞﾙｰﾝを組み合わせて作る作品もします。全ての面で相談に応じます。

どちらでも

34 制作体験
ワークショップユニット

moi
ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ･絵本作家･ﾖｶﾞ講師･陶芸家･ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ作家等多彩な会員が、親子また
は子供･高齢者･ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟのある方々へ石鹸作り等のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ体験をします。

有償（500円
～）
材料費

35 制作体験 百地畳店
畳の材料で、ﾐﾆ畳小物の制作体験を行います。現代の畳は伝統的～ﾓﾀﾞﾝなもの
まで多種多彩で、ﾃﾞｻﾞｲﾝ性の豊かさを多くの人に知ってもらいたいです。

材料費
1,000円

36 出前読み聞かせ
おはなしﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

ちいさなねこ
上野図書館や古山放課後子ども教室、サークル出前読み聞かせなどで読み聞か
せを実施しています。

どちらでも

37 出前読み聞かせ はあと＆はあと
阿山図書館、小学校、保育所等にて、パネルシアター、エプロンシアター、大
型紙芝居を使用して読み聞かせを実施しています。

実費程度

38 出前読み聞かせ おはなしの国アリス いがまち公民館や市内の小学校で、大型絵本や紙芝居等の読み聞かせを実施。 交通費程度

39 手話 いがまち手話ｻｰｸﾙわかば 毎月２回、第１･第３木曜日の午後８時～１０時に、定期学習会を開催。 要相談

40 食 蓮池そば同好会 地区の敬老会及び友生地区のいきいきｻﾛﾝ等で、そば体験を実施しています。 有償

41 俳句 佐々木　経子 俳句の指導をします。 有償

42 園芸教室
園芸福祉グループ

花てまり
寄せ植えやハーバリウム、こけ玉、サンドアート、押し花カレンダー等、園芸
福祉を通じて地域での啓発、交流、支援を行います。

材料費＋
交通費程度

43
「終活」
セミナー

山本　淳二
行政書士の資格を活かし、相続、遺言、エンディングノートの書き方等、幅広
い「終活」についてのセミナーを実施します。

どちらでも

44 交通安全教室
三重県交通安全協会

伊賀地区交通安全協会
年間を通じ、市内保育園、小学校、福祉会、また高齢者を対象に地区の老人ク
ラブ、いきいきサロン等において「交通安全教室」を開催しています。

無償

45 健康教室 笑いヨガ 笑いの練習とヨガの呼吸法（腹式呼吸）を組み合わせた健康法です。 5,000円

46 健康教室 メイズ鍼灸院 みんなでできる簡単なストレッチ（30分～40分位の内容）
有償

5,000円

47 健康教室 チェアヨガ
椅子に座って誰でも簡単にできるヨガです。高齢の方も気軽にご参加いただけ
ます。体も心もリラックスできる時間を是非体験してください。

無償

48 健康教室

楽しい・笑顔で脳ト
レ・介護運動教育の会
（健康ﾊﾟｰｿﾅﾙｽﾀｼﾞｵ＆ｼﾞﾑ

より、名称変更）

解剖学、運動生理学の観点から、様々な運動による頭で考えて手脚も使いなが
らのﾎﾞｹない脳ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ。筋力向上･ｽﾄﾚｯﾁ･呼吸法･転倒予防教育･体力測定な
ど、地域で皆様がいつまでも元気で生活できるよう活動しています。

要相談

49 健康教室 山本　利雄

自分の不調を自分で解消できる方法を学んで、無駄な時間や医療費を無くしま
しょう。健康に関する常識が実は非常識…ということがたくさんあります。
「知って得する健康講座」をいたします。

有償
1名／500円
団体：応相談

50 健康教室 ピラティス

FTPマットピラティスインストラクター資格取得。市内、名張市、四日市で活
動中。ピラティスとは、インナーマッスルを中心に体全体と呼吸を使って、
マット上で行うエクササイズです。姿勢改善、肩こり、腰痛に効果があり、幅
広い方々にエクササイズを提供致します。

1名／500円

51 健康 藤川　恵美
ピラティス。日常生活の動作が、楽になるようなｴｸｻｻｲｽﾞです。初めての方で
も参加しやすく、柔軟性や体力、姿勢やﾊﾞﾗﾝｽ感覚の向上につながります。各
自ヨガマットがあればご準備ください（貸出しも少しあり）

1名／500円
60分

52 健康
リンパ浮腫ケアと

運動療法を楽しむ会

リンパ浮腫患者の交流を目的とする日々のケアなどの相談会、セルフケアの無
料指導、市民へのリンパ浮腫という症状に対しての啓蒙活動。天理駅で定期的
に患者同士の交流イベントを行っています。（活動日は、日のみ）

有償
1,000円

53 防災教室
みえ防災市民会議

伊賀ブロック
災害時に役立つ、段ﾎﾞｰﾙﾄｲﾚや空き缶ｺﾝﾛなど、子どもも簡単に作れるｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｱ
ｲﾃﾑを制作します。防災講座の運営などの啓発活動、防災訓練の参加。

有償
1名／200円

54 消費者被害防止啓発
劇団“いが悪徳バス

ターズ”

寸劇で、消費者被害防止啓発活動（還付金詐欺、おばあちゃん助けて詐欺、送
り付け商法等）を行っています。３カ月以上前までにご依頼ください。机2
本、椅子5脚、あればﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｲｸのご準備をお願いします。

交通費程度
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55 消費者被害防止啓発
コープみえ

伊賀エリア会

ペープサート（紙人形劇）で、消費者被害防止啓発活動（催眠商法、成年後見
人制度認知など、）を行っています。１か月以上前にご依頼ください。コンセ
ント、テーブル2基、椅子３脚のご準備をお願いします。

無償

56 子育て
伊賀市子育てｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

スマイル 母
豊かで逞しい子どもの育成と子育て支援活動、親子ふれあい体操･手作りおも
ちゃ･絵本の読み聞かせ等、親子が楽しくふれあえるよう工夫しています。

要相談

57 子育て
ﾍﾞﾋﾞｰﾀﾞﾝｽ認定

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　澤田理恵

【有償】ベーシックベビーダンス、ヒーリングベビーダンス、英語でベビーダ
ンス（4か月～2歳まで）キッズ☆ベビーダンス（2歳～就学前まで）
【無償・有償どちらでも】だっこポスチャリング、ベビーダンササイズ

要相談

58 子育て 北川　愛
だっこマイスターの資格を持っています。首が座るくらいから１歳までの親子
を対象にしています。正しいだっこの仕方や兵児帯、スリングの使用法また、
遊びを通してバランス感覚を養います。

1名／500円

59 子育て Twinkle
音楽教育指導経験を生かし、幼稚園･保育所･小学校などで、多くの子供達に音
に合わせて体を動かす楽しさ･想像力･表現力･教育法を伝えている。歌･手･音
遊び･知育学習の他、ﾋﾟｱﾉ生演奏･絵本読み聞かせ･ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ･ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰなど。

有償
45分／5,000

円

上野地域ｾﾝﾀｰ   ☎21-5866／FAX 26-0002　　  いがまち地域ｾﾝﾀｰ☎45-1012／FAX 45-1050
島ヶ原地域ｾﾝﾀｰ  ☎59-3132／FAX 59-3145　　阿山地域ｾﾝﾀｰ　　☎43-1854／FAX 43-1577
大山田地域ｾﾝﾀｰ ☎47-0780／FAX 46-1165　　 青山地域ｾﾝﾀｰ　　☎52-2999／FAX 52-3555
  

◇申込・問合せ   伊賀市社会福祉協議会
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