
（R4.8.1現在）

№ 団体・グループ名 主な活動分野 主な活動内容 活動日　時間・曜日

1 鹿嶋リハビリ体操指導士会 高齢者福祉 シルバーリハビリ体操の指導及び普及活動(高齢者の介護予防活動)
日曜日を除く
年60～70日程度

2 扇秀会 高齢者福祉 行事協力(日本舞踊)･施設訪問・上演（芸能）・敬老会祝参加・誕生会参加
日曜日
10:00～11:30

3 大同西お元気会 高齢者福祉 ひとり暮らし高齢者とのふれあい食事会・レクリエーション(大同西地区)
奇数月 主に第４金曜日
9:00～16:00 年６回

4 鹿嶋傾聴さくらそう 高齢者福祉 市内高齢者施設、個人宅訪問して話し相手をする。 各月１～２回　１回１時間

5 ナルクかしま 高齢者福祉 会員互助・街の美化活動・福祉施設への訪問
随時・コロナ禍の為、現在中断
中

6 平井大黒会 高齢者福祉 食事会、施設へのボランティア ー

7
傾聴ボランティアグループ
ひまわり会

高齢者福祉 認知症高齢者やその家族，また独居高齢者への傾聴活動
月2回程度AM又はPM
(その都度)1時間～30分程度

8 かしまマジシャンクラブ 高齢者福祉
行事協力(アマチュアマジシャン)･施設訪問･
交流活動・趣味活動の指導（芸能）

第2・4木曜日
13:00～15:30

9 ボランティアサークル　なのはな 高齢者福祉 年2回の食事サービス・年1回の野外活動 不定期

10 うたごえ笑会　赤とんぼ 高齢者福祉 ハーモニカ演奏・「出張」歌声喫茶 不定期

11 ゆりの会 高齢者福祉 絵手紙　施設・病院ボランティア
第1火曜日
午後3時～4時

12
NPO法人
ファーストペンギンネットワーク

高齢者福祉
認知症予防「脳の健康教室」(鹿嶋市委託と自主化サロンのサポート），ボ
ディインパクト・ 肩・腰・膝ほぐし体操，ヒーリングヨガ，スポーツ鬼ごっ
こ，ハッピー ペンギンライド

日・火・水・木・金
9:00～15:00

13 若樹会 高齢者福祉 ディサービスでの踊り披露 不定期

14 豊郷ボランティア会 高齢者福祉 「助け合い」、「支え合い」を基本とする地域お助け活動 随時

15 鹿嶋おでかけ隊 高齢者福祉 交通手段がなく、買い物が難しい高齢者を所定の店に送迎する活動（自家用車使用）
毎月第3火曜日
9：00～12：00

16 ドラムサークル　Wing Beat 高齢者福祉 太鼓・ドラム・参加者が作りあげる打楽器リズムアンサンブル体験 応相談

17 アンサンブル・ ウィズ 障がい(児)者 アンサンブル演奏･施設訪問 不定期

18 ミュージック・ケア　キラキラ会 障がい(児)者 ミュージック・ケア音楽療法
応相談
13:45～14:30

19 鹿嶋市六点会 障がい(児)者 点訳・福祉体験学習指導・点字ボランティア養成講座
定例会　毎月第1・3（水）
9:30～12:30
勉強会　第2・4（水）

20 大野手話クラブ 障がい(児)者 手話の学習･ろう者との交流・手話体験ボランティア
毎週火曜日　月４回
10:00～12:00

21 鹿嶋朗読会 障がい(児)者 視覚障がい者のための広報等朗読･録音
定例会第2火曜日/ 年11回，
月末2日録音，校了翌日ゲラ打ち
合わせ

22 ファイト２の仲間たち 障がい(児)者 障がい児者と高齢者のスポーツ・レクリエーション活動
水曜・月又は金曜（月１回）
日曜日（不定期）

23 茨城県自閉症協会 障がい(児)者 自閉症児者への理解，啓発，本人や地域活動の支援 不定期

24 かしまムーブメント連絡会 障がい(児)者
ムーブメント教育・療法により豊かな地域生活を築き，障が
いの有無に関わらず充実の成長療育の支援を目指す

不定期

25 ボランティアあゆみの会 障がい(児)者 知的障がい者（児）の行事協力・参加
毎週水曜日
9:00～12:00
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26 てぶくろ 子ども青少年 絵本の読み聞かせ･昔話の語りかけ・手遊び･ことば遊び
第1・第3水曜日
9:30～12:30

27 鹿嶋市食生活改善推進連絡協議会 子ども青少年
食育キャンペーン・生活習慣病予防の普及・
啓発運動・食改の広報活動・減塩・野菜量摂取の推進

活動内容により異なる
月３～５日

28 鹿嶋市食育クラブわかば 子ども青少年
食農教育活動、他団体公民館のボランティア、子ども
食堂、フードパントリー

不定期

29 ＮＰＯ法人わくわくネット６５ 子ども青少年 冒険遊び場・ママの遊び場・赤ちゃん学校 第4土曜日

30 わいわい食堂 子ども青少年 子ども食堂(全年齢対象）
毎月第３土曜日
9:00～15:00

31
ＮＰＯ法人
あっとホームたかまつ

子ども青少年
子ども達の預かり支援（放課後支援）・親子参加事業・子ども食
堂・居場所づくり・オータムフェスタなどＮＰＯや他団体との連携
活動

毎週水曜日

32
鹿島高等学校
鹿島リーダースクラブ

子ども青少年 保育園・市内各場所でのお手伝い 毎週水・金曜日

33 ぼくらの教室 子ども青少年 小中学生の学習支援・子供食堂
第１・３土曜日
9：00～13：00

34 ハッピーチルドレン音楽教室 子ども青少年 ピアノ・エレクトーン演奏
月～金午前・土は月1回午前・日
は終日

35 鹿嶋語り部の会 文化伝承 地域に伝わる民話・方言の伝承
第2日曜・第4土曜
13時～16時

36 鹿島相撲甚句会 文化伝承 行事協力(相撲甚句)･施設訪問・慰問・市内イベント等参加・定例練習会
第2火曜日19時～21時　第4土曜
日14時～16時

37
日本けん玉協会
かしまけん玉クラブ

文化伝承 けん玉普及活動 月１回土曜日（鹿嶋市）

38 鹿嶋ふるさとガイド 文化伝承 名所・旧跡ガイド(鹿島神宮内及び鹿嶋市内)　
平日9：30～11:30
土日祝9:00～14:30

39 かしま少年少女合唱団　虹キッズ 文化伝承 市内施設訪問・地域での合唱活動
第1・2・4土曜（小学生まで）9:30～
13:00
第2 ･4日曜（中・高生)17:30～20:00

40 三鹿子ども芸座連 文化伝承 行事協力(祭囃子)･施設訪問・地域の伝統芸能である祭囃子の継承・市内イベント演奏 土曜２日，日曜２日

41 鹿島地区剣道連盟 文化伝承 剣道の進歩発展・研究指導・普及活動 不定

42 ジュテーム 環境 市内清掃・一人住まいの仏花お手伝い 土曜日・日曜日

43 鉢形高砂会 環境 環境美化活動 随時

44 ネットワーカーかしま 環境 環境美化活動
原則　第１月曜
8:30～10:30

45
特定非営利活動法人
鹿嶋ライフガードチーム

環境 環境美化・環境保全・スポーツ・レクリエーション指導・子ども健全育成・海水浴場監視業務 ー

46 鹿嶋国際交流ＪＣサークル 国際 外国人のための日本語教室
毎週水曜日
10:00～12:00

47 鹿嶋市交通安全母の会 地域 交通事故防止に関して啓発活動･各小・中学校交通安全教室参加
交通安全週間
不特定

48 ほっこりん 地域 仲間作りサロン・ハンドメイド・１晩味噌作り等のイベントの手伝い及び準備
不定期
毎月1日　10:00～15:00

49 北宮友の会 地域 北宮津台小学生の立哨指導・資源ゴミ回収協力活動
毎週金曜日
7：10～7：40

50 coco　color 地域
健康増進事業　スポーツ・レクリエーション指導
子ども青少年福祉（福祉体験等）

不定期
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51 はぴねすかしま 地域 市内で行われるイベントや活動のボランティア参加 実際の活動日のみ

52 鹿嶋市更生保護女性会 人権
子育て支援･花いっぱい運動への参加・禁煙防止や薬物乱用防止・社会を明る
くする運動など街頭キャンペーン活動(サッカースタジアムなど）・更生施設
や少年院訪問

不定期

53
中野西地区社会福祉協議会
(ウェル西)

地区社協 高齢者から子どもまで参加のサロン･着物リメイク・歳末高齢者訪
問・地区内知的障がい者の夏祭り参加・ゲーム・近所とのふれあい

不定期

54
はちがた地区社会福祉協議会
(はちふく）

地区社協 高齢者食事会・見守り、小学校下校時見守り、読み聞かせ（鉢形小1･2年生対象）、広報紙発行 不定期

55
豊郷地区社会福祉協議会
(あい・豊郷)

地区社協 高齢者食事会(お弁当配達）・男の料理教室 随時

56
なかの東地区社会福祉協議会
(なかひがし)

地区社協 お元気食事会・広報･健康推進 不定期

57
平井地区社会福祉協議会
(ひらあい会)

地区社協 ふれあいサロン･広報活動・安全パトロール・花いっぱい事業 不定期

58
波野地区社会福祉協議会
(いきいき波野)

地区社協 波野小学校1･2年生下校時の見守り活動・サロン活動・広報活動 不定期

59
たかまつ地区福祉会
(たかなみ会)

地区社協 茶話会･健康推進・広報など 不定期

60
大同東地区社会福祉協議会
(大東あゆみの会)

地区社協 1人暮らしの高齢者のお食事と介護予防の促進
不定期
9:00～16:30

61 豊津地区社会福祉協議会 地区社協 高齢者会食会･移動学集会･クリスマス会など ー

62 鹿島地区社会福祉協議会 地区社協 高齢者会食会･見守り活動など ー

63 大同西地区社会福祉協議会 地区社協 身近な場所での仲間づくり・大同西地域のコミュニティづくりを目指す
隔月第1木曜日
8:30～12:00
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