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笠岡市社会福祉協議会に登録しているボランティア団体
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24ページから
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（福山側）

重い物が持てない足が悪いから
買物に行けない1人だと、食事の

用事がたいぎ～

栄養が偏らんように
せんと・・・

近くにお店がない

陸地部
3



）（

4



手数料

出来るだけ皆様のご希望にそうようにしたいと思います。

宅配

や

手数料は

）（

陸地部
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の配達は休みです。

あたり11円の手数料を頂きます。

時～ 時
の配達は休みです。

あたり10円の手数料を頂きます。

重い…

サービスステーション
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家電のことなら、
ご相談ください

の配達は休みです。

あたり11円の手数料を頂きます。

時～ 時
の配達は休みです。

あたり10円の手数料を頂きます。

重い…

サービスステーション

陸地部
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、店舗から
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中

、店舗から

陸地部
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プラス

/ /

料金： /時間

/

/
/

/ /
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ちょっと誰かに
頼みたい

掃除機を使うのも
大変・・・

若い頃のように
草取りが出来ない

プラス

/ /

料金： /時間

/

/
/

/ /

陸地部
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※ご希望の方は、各医院へご相談ください。

体調が悪くて、
病院に行けない
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※ご希望の方は、各歯科医院へご相談ください。
歯科医師がご自宅を訪問します。

（ ）

（

診療16

（ ）診療16

（ ）診療16

17 ）診療

（ ）診療18

（ ）診療18

（ ）診療18

歯の健康は、お食事を美味しく
食べるためにも大切です！！

※ご希望の方は、各医院へご相談ください。

体調が悪くて、
病院に行けない

陸地部
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 「薬のことで困っているけど、薬局まで行く事が困難」という方に薬剤師が自宅に来て、薬の整理や飲み忘れしないような工夫、介助者への薬の援
助の仕方などを教えてくれます。ただし、訪問薬剤師の必要があると医師が認めた場合に、ご自宅まで訪問します。ご利用に対し、患者様(ご家族)
の同意が必要になります。

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（ ）

（ ） （島しょ部は除く）
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（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）
（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

片道

（ ）

 「薬のことで困っているけど、薬局まで行く事が困難」という方に薬剤師が自宅に来て、薬の整理や飲み忘れしないような工夫、介助者への薬の援
助の仕方などを教えてくれます。ただし、訪問薬剤師の必要があると医師が認めた場合に、ご自宅まで訪問します。ご利用に対し、患者様(ご家族)
の同意が必要になります。

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（島しょ部は除く）

（ ）

（ ） （島しょ部は除く）

陸地部
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笠岡市内では、さまざまな地区で、まちづくり協議会による、高齢者の方を対象にした活動が行われています。
※地区内の方が対象です。

スーパーや商店

「地域のお茶の間」

の付き添い

/回

笠岡市のまちづくり協議会

NPO法人　大島まちづくり協議会

陸地部
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番号 地区・町内会 サロン名 開催場所

1 富岡 大磯富岡西いきいきサロン 富岡会館
2 富岡中 富岡中ミニデイ 富岡会館
3 富岡東 富岡東いきいきサロン 富岡会館
4 富岡南 富岡南いきいきサロン 市営住宅集会所
5 富岡　樋守 樋守いきいきサロン 樋守集会所
6 新横島 いきいきサロンお楽しみの会 新横島緑町集会所
7 緑町 いきいきサロンふれあいの会 新横島緑町集会所
8 入江 いきいきサロンミニデイ 樋守団地集会所
9 二・四・六・十一番町 番町西いきいきサロン 番町コミュニティハウス
10 一・三・五・七・九番町 番町東いきいきサロン 番町コミュニティハウス
11 横島 ( 入江 ) 横島いきいきサロン 横島会館
12 入江(横島 ) 入江いきいきサロン 入江公会堂
13 美の浜 (横島 ) 美の浜いきいきサロン 美の浜会館
14 笠岡  中央町  西西・西東・正寿場・川南 サロン井戸 井戸会館
15 笠岡　下田頭・くじば サロンSUNSUN 下田頭くじば公会堂
16 笠岡　宮地・浜田 サロンなかよし会 浜田集会所
17 笠岡　追分・追分団地 サロン追分 下追分団地集会所
18 笠岡　殿北(大久保上・中) サロン殿北 殿北公会堂
19 笠岡　住吉 サロン住吉 住吉集会所
20 笠岡  大磯・伏越・伏越東 サロン伏越 伏越会館
21 中央町  仁王堂・本町・殿南 サロン中央 中央ふれあい会館
22 笠岡　上田頭 サロンほほえみ会 上田頭公会堂
23 笠岡　西の浜 サロン西の浜 労働福祉会館
24 大河東 大河いちょう会 大河公民館

番号 地区・町内会 サロン名 開催場所
25 大河中 大河中いちょう会 大河公民館
26 生江浜 (国道北側 ) 生江浜元気会 金浦公民館
27 生江浜 (国道南側 ) 生江浜ひまわり会 おえはま会館
28 金浦　鉄北 和み会 金浦地蔵堂
29 金浦　鉄南 ようすな喜楽会 ようすな会館
30 吉浜　袖解 袖解さくら会 袖解クラブ
31 吉浜　当摩 当摩山上会 当摩集会所
32 大冝 大冝サロン 大冝集会所
33 茂平 茂平サロン 茂平会館
34 用之江 用之江サロン 用之江公会堂
35 城見台 城見台サロン 城見台集会所
36 城見地区全体 いきいきサロン 城見台集会所 ( 変更あり)
37 有田 有田いきいきサロン 陶山まちづくり協議会
38 押撫 押撫いきいきサロン 押撫集会所
39 篠坂 篠坂いきいきサロン 篠坂集会所
40 入田 入田いきいきサロン 入田集会所
41 東大戸　東谷・宗岡 むくの木サロン 宗岡公会堂
42 東大戸　辻 辻ミニサロン 辻公会堂
43 東大戸　助実 助実ミニサロン 助実公会堂
44 東大戸  助実・辻・西の森・磆・岡林 おおいサロン 大井公民館
45 東大戸　西の森・大山 西の森・大山ミニサロン 大山公会堂
46 東大戸　小山 小山ミニサロン 小山集会所
47 東大戸　行信 行信ミニサロン 行信集会所
48 東大戸　宗岡・田渕 宗岡・田渕ミニサロン 宗岡集会所
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番号 地区・町内会 サロン名 開催場所
49 西大戸 笑話サロン 正和集会所
50 西大戸  裸・馬場崎・鳴渕・平井・僧都 西大戸ミニサロン 正和集会所
51 大井南 ハイランドサロン ハイランドホール
52 大井南 ハイランドミニサロン ハイランドホール
53 春日台1～11組 春日台ミニサロン 春日台集会所
54 春日台 ほほえみサロン 春日台集会所
55 小平井　時の坊・追分・権現・鍛治屋 クローバーサロン 四つ葉集会所
56 小平井　時の坊・追分・権現・鍛治屋 四つ葉ミニサロン 四つ葉集会所
57 小平井　住山 住山ミニサロン 住山公会堂
58 小平井　磆 磆ミニサロン 磆公会堂
59 小平井　杢原 杢原ミニサロン 杢原公会堂
60 小平井　馬橋 馬橋ミニサロン 馬橋公会堂
61 小平井　立石 立石ミニサロン 立石下集会所
62 小平井　中畦・五軒屋 中畦・五軒屋ミニサロン 中畦集会所
63 吉田　東 東いきいきサロン 品川団地集会所又は吉田公民館
64 吉田　西 西いきいきサロン 吉田公民館
65 吉田　西 西ミニサロン 吉川公会堂
66 吉田　北 北いきいきサロン 吉田文化会館又は大塚公会堂
67 吉田　北 北ミニサロン 吉田文化会館
68 関戸 関戸ミニサロン 関戸公民館
69 尾坂 尾坂いきいきサロン 尾坂ふれあいハウス
70 尾坂 尾坂100 歳体操 尾坂ふれあいハウス
71 山口　大庭 1班談笑の会・ミニデイサービス 大庭集会所
72 山口　1支部 1班談笑の会・ミニデイサービス 1支部公会堂
73 山口　2～4支部 2班談笑の会・ミニデイサービス 土倉記念館
74 山口　2～4支部 4班談笑の会・ミニデイサービス 新山公民館
75 新賀 5班談笑の会・ミニデイサービス 新賀公会堂

番号 地区・町内会 サロン名 開催場所
76 新賀　下長迫 6班談笑の会・ミニデイサービス 下長迫公会堂
77 新賀　上長迫 7班談笑の会・ミニデイサービス 上長迫公会堂
78 新山 運動教室 新山公民館
79 新賀 運動教室 新賀公会堂
80 走出　上井立 1班 上井立公会堂
81 走出　下井立 2班 下井立公会堂
82 走出　山田・尾上・山崎・馬場 3-1班 梅木公会堂
83 走出   平木・浅香 3-2 班 平木・浅香公会堂
84 走出　花屋・城 4班 花屋公会堂
85 有江・甲弩有江・小池・正源寺・岸峠 5 班 北川公民館
86 甲弩   緑ヶ丘・楠 6班 地区広場・楠自治会館
87 甲弩   岡田・興山 7班 岡田公会堂
88 甲弩   山手 8班 山手公会堂
89 甲弩　小倉・皿出・北畑・辻・千田 9 班 地区広場
90 北川地区全体 にこにこサロン 北川公民館
91 北川地区全体 健康教室 北川公民館
92 園井・今立・広浜・馬飼 いきいきサロン 今井公民館
93 園井 ( 大峠 ) 大峠いきいきサロン 大峠集会所
94 大島中　小烏 大島ほほえみサロン 小烏公会堂
95 大島中　正頭 いきいきサロン 海の見える家
96 大島中　正頭 さざなみ 海の見える家
97 大島中　竹田 せせらぎ 大島公民館
98 大島中　竹田 手あそび 大島公民館
99 大島中　竹田 みたけエンジョイ・サークル 大島公民館
100 大島中　長浜 長浜サロン 長浜公会堂
101 大島中　乗時 はなたシニアクラブ 乗時公会堂
102 大島中　湯舟 湯舟ぬくぬくサロン 湯舟公会堂

陸地部
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番号 地区・町内会 サロン名 開催場所
103 大島中　楡木 奥山びこサロン 楡木公会堂
104 大島中　大工ノ浜 東・大元気クラブ 大工ノ浜公会堂
105 大島中　前砂 ひまわりお元気会 前砂ふれあいハウス
106 西大島　鳥ノ江 鳥・夏サロン 鳥ノ江夏目公会堂
107 西大島　砂 矢部　砂いきいきサロン 砂公会堂
108 西大島　小黒崎北 アスラック 小黒崎北公会堂
109 西大島　小黒崎南 小黒崎いきいきサロン 小黒崎南・北公会堂(交互)
110 西大島　西大島団地 たんぽぽジム 西大島団地集会所
111 西大島　西大島団地 たんぽぽサロン 西大島団地集会所
112 西大島　川手 川手健康教室 川手公会堂
113 西大島　石砂 エルダサイズクラブ 石砂公会堂

番号 地区・町内会 サロン名 開催場所
114 西大島新田　堤尻 堤尻健康教室 堤尻公民館
115 神島　福浦・汁方 福汁サロン 福浦公会堂
116 神島　中村 中村スマイル 中村公会堂
117 神島　古江・深方・天神・天神団地 神東どんがめ会 東村下集会所
118 神島　東村・瀬戸 東部第 2老人会 古江集会所
119 神島　片島 片島健やかサロン 片島公会堂
120 神島　見崎・寺間 気楽会 寺間公会堂
121 神島外浦 むつみ会 神島外公民館
122 神島外浦 なごみ会 外浦会館
123 神島外浦 百歳体操 神島外公民館
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番号 地　区 会　場 開催日時
1 富岡（樋守） 笠岡東公民館 （木）13：30 ～
2 富岡 市営住宅集会所 （木）14：00 ～
3 富岡（富岡東） 笠岡東公民館 （金）13：00 ～
4 新横島 新横・緑町集会所 （月）13：30 ～
5 緑町 新横・緑町集会所 不定期
6 横島 横島会館 （月）10：00 ～
7 入江 入江公会堂 （金）13：00 ～
8 美の浜 美の浜会館 （金）10：00 ～
9 笠岡 伏越会館 （月）13：30 ～
10 笠岡 分庁第 2 （水） 9：30 ～
11 笠岡 大磯集会所 （水）10：00 ～
12 笠岡 浜田集会所 第 4（水）10：00 ～
13 笠岡 追分集会所 （木）10：00 ～
14 生江浜 おえはま会館 （水）9：30 ～
15 生江浜 北山下集会所 （木）13：30 ～
16 吉浜 袖解集会所 （金）13：00 ～
17 大河 大河公民館 （月）9：30 ～
18 大冝 大冝集会所 （火）9：30 ～
19 用之江 用之江公会堂 （火）9：30 ～
20 城見台 城見台集会所 （火）13：30 ～
21 茂平 茂平会館 （火）13：30 ～

22 有田 有田公会堂
5～10月　（金）9：00 ～
11～ 4月　（金）10：00 ～

23 篠坂 篠坂集会所 （金）13：30 ～
24 押撫 押撫集会所 （火）13：30 ～
25 入田 入田集会所 （月）13：30 ～

番号 地　区 会　場 開催日時
26 春日台 春日台集会所 （金）10：00～
27 東大戸 辻公会堂 （月）10：00 ～
28 東大戸 宗岡公会堂 （火）13：30 ～
29 大井南 大井ハイランドホール （木）13：30 ～
30 吉田 吉田公民館 （金）9：30 ～
31 吉田 吉田文化会館 （火）13：30 ～
32 吉田 土井ヶ市公会堂 （月）9：30 ～

33 吉田 山手消防機庫
（月）13：30～
（水）9：30 ～，13：30 ～

34 関戸 関戸公会堂 第 2（土）14：00 ～
35 尾坂 尾坂ふれあいハウス （金）14：00 ～
36 山口 新山公民館 （水）13：30 ～
37 新賀 新賀公会堂 （水）13：30 ～
38 北川（甲弩・走出） 北川公民館 第 2・4（火）10：00 ～
39 馬飼 馬飼集会所 （金）13：30 ～
40 西大島・西大島新田 堤尻集会所 （木）13：30 ～
41 西大島・西大島新田 小黒崎北公会堂 （水）13：30 ～
42 西大島・西大島新田 西大島団地集会所 （火）10：00 ～
43 西大島 川手公会堂 （火）13：30 ～
44 西大島 砂公会堂 （火）15：00 ～
45 西大島 石砂公会堂 （火）13：30 ～
46 西大島 砂ふれあいハウス （火）13：30 ～
47 西大島 鳥の江公会堂 （水）14：00 ～
48 大島中 湯舟公会堂 第1・3（火）９：00 ～
49 大島中 乗時集会所 （木）10：00 ～
50 大島中 大島公民館 （金）13：30 ～

陸地部
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組

番号 地　区 会　場 開催日時
51 大島中 大島海の見える家 （月）13：30 ～
52 大島中 楡木公会堂 （水）10：00 ～
53 大島中 大工ノ浜公会堂 （火）9：30 ～
54 大島中 長浜公会堂 （火）13：30 ～
55 大島中 小烏公会堂 （水）10：00 ～

番号 地　区 会　場 開催日時
56 神島 神島公民館 （金）10：00 ～
57 神島 福浦公会堂 （土）10：00 ～
58 神島 寺間公会堂 （水）10：00 ～
59 神島 見崎公会堂 （金）9：00 ～
60 神外 外浦公民館 （月）9：30 ～
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・ 手話通訳者の育成　・ 手話技術の向上　・ 手話通訳、聴覚障がい者との交流
※聴覚障がい者の方々の社会参加への援助をしています。

笠岡手話サークル

笠岡点字サークル

笠岡音訳の会

笠岡市ヘルスボランティアの会

笠岡要約筆記サークル

笠岡手引きの会

笠岡送迎ボランティア

笠岡市認知症介護ボランティアの会

・ 本、資料等の点訳　・ 福祉教育の推進　・ 視覚障がい者との交流

・ 音声訳広報物の製作　・ 声の宅配便、録音図書製作
・ 対面朗読会の開催（視覚障がい者を対象）
※朗読の講習や録音技術の修得など、いくつになっても学ぶ事は多いですが、和気あいあいと楽しく
　活動しています。

・ 高齢者介護施設での補助活動　・ 社協生きがいデイサービス利用者への補助活動
※高齢になっても、目的を持って自分の健康維持のため活動ができる会です。

・ 聴こえの不自由な人に、話し手の言葉をその場で文字に変えて、内容を伝えるコミュニケーション支援を行う。
※講演会、会議・趣味の会など聴こえの不自由なために参加を控えている方、そんな方のためにお役に立
　ちたいと思います。

・ 情報交換コミュニケーション学習
・ 市の事業に参加する盲ろう者・視覚障がい者に対するガイド

・ 社協生きがいデイサービスの送迎・介助　・ 笠岡音訳の会主催の対面朗読会時の参加者の送迎

・ 認知症の方やその介護者への支援活動　・ 会員相互の情報交換

・ 心のケアを目的とし、病院や施設などにおいて話し相手を希望している方を訪問。

・ 傾聴講座（聴き方の学び）　・ 心の悩みを聴く　・ 施設訪問

福祉分野で活動しているボランティア団体で、ご高齢の方でも参加できます。お問い合わせは、笠岡市社会福祉協議会（６２-３５０７）まで。
※イチョウマークが笠岡市福祉ボランティア連絡協議会に加盟している団体です。

組

陸地部
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食料品の配達・移動販売食料品の配達・移動販売 地域活動地域活動

サロン・愛らんど・百歳体操サロン・愛らんど・百歳体操日用品・灯油・家電の配達日用品・灯油・家電の配達

26
26
26

25
25

27

28
28
28

医療医療

27

島しょ部
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活

酒等

食料品の配達・移動販売食料品の配達・移動販売 地域活動地域活動

サロン・愛らんど・百歳体操サロン・愛らんど・百歳体操日用品・灯油・家電の配達日用品・灯油・家電の配達

26
26
26

25
25

27

28
28
28

医療医療

27

島しょ部

島しょ部
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全島しょ部

島しょ部全島しょ部

全島しょ部

全島しょ部

や

宅配
の
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※ご希望の方は、各医院へご相談ください

笠岡市内では、さまざまな地区で、まちづくり協議会による、高齢者の方を対象にした活動が行われています。
※地区内の方が対象です。

笠岡市のまちづくり協議会

笠岡市国民健康保険真鍋島診療所

笠岡市飛島診療所 飛島

全島しょ部

島しょ部全島しょ部

全島しょ部

全島しょ部

や

宅配
の

島しょ部
27



六島公民館・島小屋

大浦フラワー会 旧小学校グラウンド

ふれあいハウス
旧楠分校
豊浦豊寿会館

楠グラウンドゴルフ

体操を続けて、
いつまでも元気でいたい

島しょ

千ノ浜アート村

28






