
令和２年度 令和２年5月

・一人暮し高齢者の親睦をかねた給食会を公民館で開催 給食会/年９回　第１水曜

・富士見地区社協主催交流サロンの調理協力 ９：００～１５：００

　「地域の皆さんがお元気で明るく健康に生活できるよう少しでもお力になれればと サロン/９月、２月

　思いボランティアの皆さんで安心・安全な食事作りを心がけています。」 　

　・富士見地区社会福祉協議会への協力参加 毎月　第２木曜日

　・団体相互の連絡協議を行い、地域の安全の向上や福祉活動に積極的に寄与 １３：３０～１５：００

3 富士見地区美よし会 ・地域清掃活動、地域イベント協力、チャリティーバザーでの販売等 月１回、イベント時随時

・一人暮し高齢者の給食会、交流会サロン開催等 毎月第３水曜日

　「給食会では対象者同志の親睦を深めたり、楽しく過ごしていただけたりできる ９：００～１４：３０

　ような企画、そして旬の食材や色どりなどにも気をつけて実施しております。」

・日々の生活の中で地域住民の随時見守り 随時活動

　「地域住民同志が支えあう地域福祉活動を促進するため、住民同士で挨拶や 定例会/毎月第２土曜日

　声掛け、ゴミ出しの手伝い等の対象者に見合った見守りをしています。

・個別援助活動、情報交換等

・湘南養護学校、平塚養護学校、平塚盲学校の生徒が通学バス（路線バス）に 　平塚駅北口ラスカ前 登校日に合わせて随時

　乗車することを見守る活動を行っています。 　崇善公民館 （担当制）

・一人暮し高齢者昼食会開催の際と宅配弁当の調理協力を行っています。 昼食会/年６回開催

宅配弁当/年４回

・雑巾、お手玉、アクリルたわし等の製作 毎月第３木曜日　

・地域行事、花水小学校1年生の昔遊びのお手伝い

・一人暮らし高齢者給食会での調理を担当しています。 年４回　第１土曜日

・高齢者向け料理の講習会の開催 9:00～14:00

・一人暮し高齢者を招待して食事会を開催しています。 年８回　第４金曜日

・一人暮らし高齢者とのおしゃべり会　「たんぽぽ」　を福祉村と共催中。 「たんぽぽ」/年３回

・料理講習会の開催、せせらぎカレンダーの製作。

・一人暮し高齢者の居宅を訪問して安否確認をしています。 定例会　第２木曜日

・地域行事、福祉施設の手伝い等を随時行っています。

・一人暮し高齢者をお招きして食事会(給食、宅配弁当)を開催しています。 　四之宮公民館 第４木曜日

・「ふれあいサロン」、福祉施設行事の手伝い等を行っています。 　平塚ふじみ園他 地域行事により随時

・ボランティアスクール開催 　

・一人暮し高齢者、高齢独身者を対象に食事会を開催しています。 　公民館 年８回　第４木曜日

・サロンや盆踊り、レクリエーション大会など地域行事にも積極的に協力しています。 　ふれあいセンター 行事により随時

・高齢者の交流の場としてサロンを開催。体操やコグニサイズ、おしゃべりや歌、ゲームなど 第１・３火曜日 ９：３０～１４：３０

　でリフレッシュを図り、楽しんでいただくことで家族の負担を軽減しています。 定例会/第４火曜日

・地域行事にも参加しています。

 

地域ボランティアグループ登録状況　３４グループ

地区
地図
番号

グループ名 主な活動内容 主な活動場所 　活動日

富
士
見

1 富士見地区給食部

　富士見公民館

2 富士見地区婦人団体連絡会

崇
善

4 崇善地区老人給食奉仕会 　崇善公民館
　町内自治会館

5 崇善地区一声運動グループ
　崇善地区各町内
　崇善公民館

6 崇善地区見守りボランティアの会

港 7 港地区老人給食ボランティア 　須賀公民館他

花
水

8 花水ボランティア
　花水公民館
　花水小学校他

9 花水地区給食ボランティア 　花水公民館

八
幡

10 八幡地区せせらぎ 　八幡公民館

真
土

11 真土地区真土ボランティア 　真土自治会館

四
之
宮

12 四之宮地区ボランティアグループ

13 四之宮地区老人給食奉仕会

中
原

14 中原地区 ひまわりサロン 　中原公民館



・高齢者健康増進の指導(くすのき体操、ウォーキング、ダンベル体操） 　総合公園 月曜日午前/金曜日午後

・視覚障がい者作業場の支援作業 　サポート湘南 火曜日午後

・学童下校時の安全パトロール等 　南原小学校学区内 木曜日午後

・お茶飲みサロン、うたごえサロンの開催 　自治会館 毎月第１月曜日、第３水曜日　

・高齢者を対象とした生活支援（通院付き添い、ゴミ出し他 午前

・地域行事への参加協力 　公民館　小学校 随時

　神田公民館・福祉会

　館・西部福祉会館

・一人暮らし高齢者世帯対象に軽度家事支援を行う。庭木の手入れ、剪定、除草、家具の 定例会/第２木曜日　午前

　移動、電灯の交換修理、資源ゴミ出し、買い物同伴等の代行業務、家事支援他 活動随時

・一人暮らし高齢者を対象に「ふれあい会食会」（食事会、宅配弁当）の準備・ 年２回程度

　開催。

・子育て中の親子を対象に「体育館であそぼう」を開催しています。 年５回　９：３０～１２：００

・地域の乳幼児や児童を対象とした行事の手伝いも行っています。

・一人暮らし高齢者昼食会を開催の開催

・ふれあいサロンと子育て広場交流会の開催

・一人暮し高齢者対象の昼食会、盆踊り大会、地区レクリエーション大会の手伝い 　横内団地集会所 年４回　

・地区内行事

・雑巾作り等の自主事業他 　横内公民館 年２回程度

・福祉施設で洗濯物の整理

・バザーの協力

・城島公民館周辺の花壇花植え、草取り、軽体操

・バザー用手芸作品の製作・販売

　城島公民館

　城島ふれあいの里

・一人暮らし高齢者向け昼食会の準備・開催 　金田公民館 年４回　

・福祉施設内での手伝い・イベントの協力 　ソーレ平塚 毎月２回

・地域行事への参加・協力 　金田公民館 年３回程度

・福祉施設内でのボランティア・イベント協力 　ソーレ平塚 第2・４月曜日

・一人暮らし高齢者昼食会・障がい者の送迎 　金田公民館他 年５回

・地域高齢者への各種支援、子育て支援 　金田地区内 随時

・地域行事への参加協力 　福祉村他 随時

地区 地図番号 グループ名 主な活動内容 主な活動場所 　活動日

南
原

15 南原福祉有志グループ(いこいの里)

16 南原地区 サポートあすなろ

年５回

18 田村地区社協　軽度家事支援部会 　田村地区内

19 田村地区社協　高齢福祉部会 　神田公民館

17 田村地区社協　ふれあい福祉部会

　神田公民館

大
神

21 大神地区社協　ボランティア部 　大神公民館 ５月から隔月

田
村

20 田村地区社協　子育て支援部会

・「ふれあいサロン」（７７歳以上の方、７０歳以上の一人暮らしの方対象）の準備・開催

横
内

22 横内地区　ボランティア会

城
島

23 つくしグループ

25 城所ボランティア

　精陽学園 月・水・金曜日（当番制）

24 城島ボランティア若葉 　城島公民館 年間６回　金曜日

・地域の清掃活動、地域のイベント協力
　小田原厚木道路地下道

　城所神社　公民館
毎月開催

26 城島乳幼児支援ボランティア ・子育てサロン「ぽっかぽか」の企画・運営（見守り・託児） 年間１８回開催

金
田

27 金田ボランティアグループ

28 金田福祉サービスボランティア



・小学校、保育園での草取り・植栽 　土屋小学校、吉沢保育園 第１月曜日、第３土曜日 午前

・福祉施設内の手伝い（清掃・草取り・行事） 　ローズヒル 第1木曜日　午前

・地域行事への参加・協力 　土屋公民館、吉沢公民館 第3月曜日、他随時

・一人暮し高齢者向け昼食会の準備・開催

・「いきいき料理教室」　の準備・開催

・各種料理教室（親子・男の料理教室）の準備・開催 年８回

・福祉施設内のつくろい物修繕 　高根台ホーム 第３水曜日

・高齢者サロンへの参加・協力 　旭南公民館 毎月最終水曜日　計７回

・地域への協力 随時

・一人暮し高齢者向け給食会の準備・開催 年３回

・「ふれあいサロン」の準備・開催 年３回

・地域行事への参加・協力 随時

・健康講座・体力測定の実施 　西部福祉会館 年間２回開催

・介護予防・生活習慣病予防のチラシでの広報活動 年間４回

・健康体操（ダンベル・ゴム・ストレッチ）の実施 　旭南公民館体育館 毎週月曜日　90分間

・ウォーキングの実施 年間６～７回

土
沢

29 土沢地区ボランティア

地区 地図番号

年６回

31 旭南ボランティアたんぽぽ

主な活動内容 主な活動場所 　活動日グループ名

・根坂間地区での行事開催（竹とうろうの示イベント） 　根坂間地区

旭
南

30 旭南地区老人給食ボランティア姫りんご 　旭南公民館

イベントに向けて随時

旭
北

32 旭北高齢者給食ボランティア会 　旭北公民館

33 旭北介護予防推進会

34 ゆとりすと


