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お問い合わせください。
《かぬま市民活動広場ふらっと》
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団体名

活動内容

募集の条件等

地域づくり
鹿沼学舎

鹿沼の地域資源（自然、歴史、文化、産業など）を知り学びまちづくりに活か 条件はありません。鹿沼の地域資源を知
す「地元学」を推進する活動をしています。月1回程度の事業（自然観察、史 り、学び、生かしたい方はどなたでも歓
跡巡り、地産探求）を実施しています。
迎いたします。

和良子の会

・peace child fund （未来子ども基金）通用
・そよかぜ工房支援（障害者の自立と社会参加の場）
・ちょいボラ
・使用済み切手、プルトップ、ボトルキープ収集
・ベルマーク回収

NPO日本車椅子レクダ
ンス協会

・施設への慰問
初心者歓迎、福祉施設職員やボランティ
・レクリエーションを通して車椅子を使用したダンスの楽しさを伝える（イベ
ア関係者など年齢関係なく募集。体が不
ントの参加）
自由な方もOK！
・車椅子フォークダンスインストラクター認定（PR）

鹿沼民話の会

地域に伝わる伝承話などをすたれることのないように地域交流も含めて伝えて
いきたいと思っております。昔の生活のゆったりとした温もりを伝えたい。ス
ローな落ち着きのある日々をせちがらい世の中にも感じて頂きたいです。

ＫＬＶ協会

・各学校の図書関係の新しい本の受け入れ補修、読み聞かせ、図書室の整備、
初心者歓迎！どなたでも！
授業支援

鹿沼市更生保護女性会

・社会を明るくする活動
・更生保護
・養護施設（ネバーランド）支援
・研修等

更生保護に興味がある心優しい方

エコネットかぬま

エコライフ（CO2の削減）、エゴマ栽培と料理、健康増進活動、消費生活に
関する研修会

常時募集。特に若い世代の方

小山高専

支部活動の打ち合わせ。支部事業に関する調整（学校と地域の小中学生の交
流）

入学した生徒の保護者

晃麓支部

子どもたちの見守りや一緒に遊びことが
好きな人どなたでも

たのしく踊ろう会

各イベントに参加、介護福祉ボランティアとして市内の老人福祉施設、デイ
サービスに1時間の訪問ボランティア
平均年齢は60歳以上、生涯現役として
体操を取り入れ月4～5回の活動、納涼祭、敬老の日etcが多いときあります。 健康づくり、リタイアした人歓迎です。
市外の訪問もあります。

まちの駅ネットワーク
かぬま

自分自身の店の営業の他、訪れた方に“おもてなしの心”で接客する。トイレ
を貸したり、まちの情報を提供すること。休憩できるスペースもある。全体と 新駅募集
して、マップ作りとスタンプラリー

友友クラブ家庭教育学
級

家庭教育学級の運営／年4～5回学級開催／内容は講話、体験、体操、（身体
づくり）、調理、バスによる研修など

講座への参加者はその都度募集

まろにえ２１

・年2回 100円商店街開催
・商店街販売促進

寺町、蓬莱町、鳥居跡町、村井町（まろ
にえ２１エリア内）の商店

鹿沼市TMOまちなか
フェア

中心市街地の活性化を目的に発足し、今年で14年目を迎えます。手作り雑
貨、食品の販売、健康づくり、ビンゴゲームなど、来客の方に楽しい時間を過
出店者募集しています。出店料1500円
ごしていただけるよう心がけています。100円で買えるコーナーも楽しめま
す。

マナ・クラブ（お茶
会）

市で行っている出前講座を時々お願いし健康づくり、認知症関係を学んでいま
※初心者でも歓迎、若い人募集中など
す。また1ヵ月置きに聖書のお話を牧師よりお聞きしています。

東大芦婦人防火クラブ
連絡協議会

地域に在住している婦人、すべての方に
地域の防火・防災につとめている。そのための地域全体への啓発活動、研修等
加入していただきたい。（そうではない
に努力をしている。
現状がある）

鹿沼地区福島震災会

情報交換、施設訪問、イベント参加、月1回歌の練習、他避難者団体との交流 避難者のみ

機動パトロール隊

交通安全、災害支援、緊急事態、イベントの手伝い、防犯パンフレット、ガイ
ド（海、山、町）、自然学習、児童学習支援、相談、コンサルタント、ゴミ拾 経験不問、7歳以上なら男女問わない
い、その他

ふれあいみどりの村

・田植え（5月）・生き物観察会（8月）・稲刈り（9月）・収穫祭（12
月）・二股山登山（3月）・その他（随時）

かぬま和牛振興会

・イベントの実施やイベント等への出店による「かぬま和牛」の消費拡大活動 鹿沼市内で「かぬま和牛」の販売や肉料
・HP、幟旗、パンフレット等による「かぬま和牛」の広報活動
理等を扱っていること等の条件がある

寺町ほっとサロン お
楽しみ会

町内在住の高齢者を対象に認知症、介護予防の為にサロン、年2回のバスの日
帰り（春はお花見、秋は紅葉）
自由参加
高齢者の引きこもり対策

カヌマ大学

・生活文化やサブカルチャーを楽しみながらその街での生活を楽しくする場づ
くり
・地域にい 活動趣旨に賛同するなら誰でも
る人材の発掘・活用

栃木県年金受給者協会
鹿沼支部会

秋祭りゴミ拾いボランティア活動をはじめ、各地ごとに週2～3回、コミセン
や公民館などでのグラウンドを体力づくりや仲間作りで楽しんでいる

木のまちガイド

観光バスに対するガイド、ツアーの受入支援

かぬままちゼミキッズ
実行委員会

各店主が得意なこと情報・コツなどを無料でお客様にお伝えするまちゼミの子
まちゼミに参加すること
ども版。子供向けの内容の講座を自店又はふらっとで行う。

一般社団法人 栃木わ
んにゃん応援団

①野良犬や野良猫の保護、治療、避妊、去勢手術、里親探し、会員が不測の時
20歳以上（自宅でミルクボランティア
の犬猫の一時預かり及び当法人での終生飼育。
（1~2か月）が出来る方歓迎）
②飼い方の啓蒙活動、獣医師による健康相談。

鹿沼精神保健ボラン
ティア 水の輪会

①精神障害者ピアクラブ（サークル）、家族会（やしお会）活動支援、参加②
精神障害者ピアクラブ、家族、ボランティア、医療者、地域支援者による絵画
展開催③地域精神保健ボランティア養成講座「こころの健康講座」「ピアサ
ポートとは」開設主催 ④高齢・障害者ボランティアのための「笑いヨガ」講
演及び訪問ボランティア

・随時入会可能 ・年1回ボランティア
養成講座開設 講座出席6割者受講証書
授与
・各種公開講座開設、案
内、公募あり

NPO法人とちぎアニマ
ルセラピー協会

”セラピードッグ”や”セラピーバード”を様々な施設に派遣しています。セ
ラピーアニマルとは、肉体的・精神的に問題を持っている人達の不安を軽減し
気力を高め、心と体を癒す働きを取り戻す手伝いをする動物の事を云います。
当会では栃木県内をはじめとした埼玉県、群馬県、茨城県、福島県の様々な施
設や国内ではあまり例がない国立病院でのセラピー活動や様々なイベント、学
校での講演などを行っています。

犬を始めとした動物の好きな方、社会福
祉や動物愛護に興味のある方。活動をラ
イフワークとして長く続けていける方。
そして、私たちの活動を応援して下さる
方。

ガイドによるツアー造成

木のまち鹿沼のガイドを行いたい方

生活・趣味
鹿沼市太極拳クラブ

太極拳を通して健康づくり、仲間作りに力を入れています。市内数カ所で活動
新規会員
していますので興味のある方はお気軽にお問い合わせください！ 深い呼吸と
も歓迎
ゆったりとした動作、心と体の健康に私たちと一緒に楽しみましょう！

鹿沼市水泳協会

水泳を通して健康維持を図る

イデア・写楽83

イデア：2か月に1度の定例会・撮影旅行・写真展は未定
写楽83：毎月第三の定例会・年1回の写真展、春夏秋冬の年4回中型バスで撮 初心者（若い人・女性など）募集中
影旅行、その他暑気払い・バーベキュー・忘年会

あじさいの会

・小物づくり
・他団体との交流
・協働まつり参加
・団体内での親睦会

フラワーサークル花み
どり

お花が大好きな仲間の集まりです。楽しくお話しながらフラワーアレンジの
初心者歓迎、幼児・小学生の花育も行っ
レッスンをしています。バスツアーや忘年会なども行い、年間を通し四季を感
ています。
じながら本当に楽しい活動をしています。

日本民謡若雀会

・民謡を通して地域の皆様と交流会
その他老人施設に依頼を受け出演、他は市内、町内の老人会の年間計画の中に
民謡がある町内には出演する
初心者歓迎です
・仲間で楽しく稽古をし、県大会、全国大会各コンクールに参加し上位の成績
を取るために練習をしている。

絵手紙体験

趣味を兼ね自然の風景花などを描く

※初心者でも歓迎、若い人募集中など
なし

宇都宮結婚相談所

婚活のアドバイス／相性占い／性格占い／将来設計

独身者

随時募集中です！

初心者で

任意クラブを設立してもらう

手話ができる人が条件

鹿沼市民謡民舞連合会

市民文化祭出場
・芸能大会出場
・民謡全国大会出場
・県民謡民舞大会出場
・県芸術祭出場
・ボランティア活動
・鹿沼秋祭り参加

植物とのふれあいを楽
しむ研究所

植物（ヤシオツツジ）の苗木の提供

せんど

・近隣同士の居場所づくり（高齢者が集い、楽しく学べ楽しく会話の出来る）
・書道教室
口コミ
・ペーパークラフト小物づくり
・地域の祭りに出店等

より道

朗読グループ

いずみ

子育て支援クラブレイ
ンボー

初心者、お年寄り、若い人、唄の好きな
人、三味線、尺八、太鼓等楽器をやりた
い人大歓迎。

苗づくり教室（教材の持参、鹿沼土、
ポット等）初心者歓迎

個人中心

広報かぬまのテープ制作、図書館での読み聞かせや対面朗読、施設訪問

条件はとくになし

未就園 親子活動
・外遊び・リズム体操・工作・季節行事
子育ち活動
・お泊り会・クリスマス会・お花見
地域イベント参加や子育てを通した講座など

文化
VOICE（ヴォイス）

朗読の学習、発表、同時にスピーチ、国語、一般知識の習得

とくになし

鹿の会

市外より訪れた方々のご要望に対応し街のご案内
まち案内のために学ぶ事を見学したりご案内の練習

鹿沼の歴史に興味を持つ方。鹿沼を全国
にPRしたいと思う方。

おはなしと人形劇のま
ざあぐうす

・人形劇を中心としたおはなし会（年40回くらい）
・パネルシアターなどのおはなし会（年10回くらい）
・絵本・紙芝居のおはなし会（毎週図書館粟野館にて）
・イベントでのおはなし会や人形劇
・人形劇講習会や読み聞かせの講習会（依頼があれば）
・まざあぐうすニュース発行（年6回）

子どもが好きで、体力のある人・できれ
ば人形劇や演劇経験者（アマチュアでい
い）

アトリエびっき

人形劇や絵本、おはなしを中心とした巡回おはなしと人形劇公演活動絵本専門
士を取得したため、各地にて絵本講座を担当。
県内佐野市、野木町、大田原市、那珂川町、那須塩原市、那須烏山市、日光
市、矢板市、高根沢町の各図書館にて公演及び講話を行う。

isikawaエンタープラ
イズ

イベント撮影、イベント音響など

くぐつ・あとりえの会

・第1日曜日くぐつ・あとりえ人形劇場（県内外の劇団の上演コンサート等）
体験教室
・第2日曜くぐつの楽校体験教室（染色・工作・音楽・ダンス等の体験）
・第3日曜栃木協主催によるおはなし会の後援
特になし。老若男女歓迎です。
・くぐつ・あとりえ ほほ笑み太鼓くらぶの稽古
・金、土 音楽、詩歌、演劇、絵画、囲炉裏を囲んで日本の民話、賢治の童
話、グリムの童話
・くぐつ・あとりえ便り 年3～4回発行

かぬま川柳会

時事吟、課題吟3題、計4種の宿題各2句／当日席題1種を2句（これは2名
選）／付箋に12枚自作の川柳を出句／選者が選をして披講する／入選句を参
加吟を編集して柳誌発行

脳トレに今日も川柳575
誰でもお気軽に！

かぬまうたごえ喫茶実
行委員会

奇数月、第三月曜日にうたごえ喫茶を開催しています。

規約を認める方で、実行委員会の承認が
必要です。

鹿沼市戦争体験を語り
継ぐ会

戦争体験者のお話を多くの市民・若者に聞いてもらうための活動
戦争体験者の講話の場を作る
戦争体験者の登録を進める

主旨に賛同いただける方、若人歓迎！若
干名募集

鹿沼吟詠剣詩舞会

詩吟、剣舞、詩舞等の練習・発表等への参加

各会派ごとに募集。経験の有無や年齢は
問いません。

特定非営利活動法人
表現遊び開発教育研究
所マム

・表現媒体（エプロンシアター、人形劇など）の貸出
催
・講師の紹介
・こたろう座の公演支援
・おはなし大好き読書会の巡回公演
・絵本専門士北関東ネットワーク事務局

特に若い人

・ひらめき研修会の開

美術・工芸・書道

クレイアートの会

教室 月２回
出前講座
地区子供会（夏休み講座）
アート市参加
ふらっと事業参加

書道・ペン

月二回2時間実施指導
各自進捗状況によって異なる課題の練習。毎月競書作品提出により、各自の進
歩が見えることが励みになっている。

公文鹿沼北書写教室

今年度の目標は「明日はもっとキレイに書ける」です。どなたでも、いつから
でも楽しみながらきれいな文字を身につけられます。「ペン習字」「書き方」
「筆ペン」「毛筆」の4教科から選べます。

ふたばの響書道教室

書道会の手本をもとに学んでいます。

小1～

舞台・演芸
studio Collines

年に2回～3回イベント出演
今秋にはJAキャラクター「スマイルモンキー」とのコラボダンスを予定

〈入門クラス〉5歳以上～小学校低学年
〈中級クラス〉小学生
〈一般クラス〉中学生以上

ベリー・ベリー

ベリーダンスのレッスン

年齢、男女問いません、いつでもどうぞ

音楽
鹿沼ジュニアフィル
ハーモニーオーケスト
ラ

鹿沼市内外の方で楽器をやってみたい
鹿沼市立西・東中学校の管弦楽部とオーケストラ部の現役中学生と卒業生が所
方、オーケストラ演奏をしたい方募集し
属する団体です。6月に定期演奏会、7月のオーケストラフェスティバル、11
ています。初心者の方でも歓迎いたしま
月の歌の集いに参加しております。また各種依頼演奏や老人施設でのアンサン
す。大型楽器は貸出しあります。中学生
ブル演奏を行っております。
から社会人の方で募集しています。

鹿沼市童謡を歌う集い
「わらべっこ」

「わらべっこ」は日本の童謡・唱歌・抒情歌を小学校や色々な施設で歌ってい
ます。交友したり、一緒になって歌いますと、とても喜ばれ、高齢者も手をた お陰様で徐々に入会の希望者が増えてお
たいて笑顔になります。明るく、楽しく、元気よく、をモットーに皆さんに勇 ります。
気を希望を与え、健康長寿に役立っています。

らくらくピアノ

サークルという形で月2回集まってピアノの練習と脳トレなどを楽しんでいま ピアノ超初心者・中高年の皆さんを募集
す。
中。
ご相
文化祭などイベントにも参加し、演奏を楽しんでいただいています。
談で新規会場にサークル立ち上げも可。

鹿峰オカリナ

ふらっとで練習
市のイベント、老人福祉施設、ホットサロン等で演奏会もしくは発表の場とし ふらっとに来られる方（運転など）
て参加しています。

健康づくり
NPO法人 社会人硬式
野球 鹿沼39

・少年野球教室（12月）
・親子で楽しむティーボール大会(7月)
・中学3年生対象硬式野球練習会（9月～12月）
・鹿沼さつきマラソン大会サポート（5月）
※主に野球を中心としたスポーツ事業を実施

上都賀地区小学生バ
レーボール連盟

バレーボールの練習・試合

赤いくつフォークダン
スサークル

・各サークルへのフォークダンスパーティーに参加
・サークルの親睦旅行
・クリスマスパーティー、サマーパーティーの実施

栃木県グラウンドゴル
フ協会鹿沼支部

グラウンドゴルフを楽しみながら親睦を図っている。

よさこいかぬま 鹿っ
飛隊

よさこいの練習

NPO法人栃木県ウォー
キング協会

地域社会に貢献できるウォーキング運動 １.ウォーキングの普及推進を通して
健康増進、自然愛護、自然に親しみ、明るい社会づくりに貢献
①交通安全
ウォーキング大会（春秋2回交通安全週間中）PR ②健やか爽やか健康ウォー 新規加入者大歓迎。特に若い活力ある方
キング（ウォーキング終了分、健康講座、講演）③ウォーキング教室の実施
募集中。年齢問わず心身が健康であれ
（出前講座有、講話、実技）④健康促進を軸とした社会的なウォーキング運動 ば。
⑤スポーツとしてのウォーキングの品格を高めるためルール、マナー（指導員
の増強）（公認指導員の募集、資格制度有）

常時、選手及び会員募集中

初心者大歓迎

初心者、関心のある方

鹿歩会

月1回（月曜～金曜の間）季節に応じて、栃木・茨城・群馬・千葉方面へ、山
若い人（50代～65歳まで）
登り、花を見ながら神社等観光も考えながらウォーキングを実施しています。

鹿沼健康走ろう会

・毎週日曜日の定期練習会
・各種マラソン大会への参加
・懇親的行事（バーベキュー大会、新年会）
・鹿沼市駅伝大会への参加

老若男女を問わず誰でも。特に若い方歓
迎（ランニング及び健康増進に興味のあ
る方で初心者もOKです。）

鹿沼市サッカー協会

・サッカーの試合
・足立区や墨田区との交流
・サッカーフェスティバルの開催

希望者がいればチームを紹介します。

鹿沼市インディアカ協
会

インディアカの練習、会と大会（年4回）

誰でも

笑いヨガ

笑いを取り入れた体操とヨガの呼吸法を組み合わせたエクササイズを会員で楽
しんでいる
※初心者でも歓迎、若い人募集中など
情報センターで、不定期に笑いヨガの教室を開催している。
会員募集を実施している。(条件は無）
（開催するときは事前に下野新聞に掲載している）
出前教室も受け付けている。（土日祝日）

FREAK

バスケットボール

（20歳～のバスケ経験者）

教育・学習
鹿沼市要約筆記者連絡
会

講演会、会議、イベント等での要約筆記
要約筆記の講習会開催

オピニオンリーダーせ
せらぎ会

鹿沼市内の家庭教育学級運営のアドバイス、
行政委託事業参加、運営、家庭教育に関する講座開催
新米パパママ講座（協働モデル事業）

学びステーション鹿沼

市内の小学生対象に毎週土曜日の午前中生涯学習体験を行います。異年齢の仲
子どもと一緒に遊べる若い人
間作りと他学校生との交流。地域の大人との交流。

鹿友会

栃木県女性教育活動指導者研修終了、県主催国内研修修了者で構成され、研修
※栃木県女性教育指導者研修修了者、県
修了者同士の意見交換、交流の場となっており、個々で所属している団体の活
主催国内研修の修了者
動を活かすなど、男女共同推進等を図っている。

鹿沼市中途失聴難聴者
協会

1.難聴者の為の手話講習会開催しています。手話を学びたい人はどなたでも参
加可日時：9月～3月、午後2時～4時、場所：鹿沼市福祉センター、第2、第
4土曜日
2.研修会（散策等）、定例会月1回
3.施設慰問

食と健康を考える会

食と健康に関する講座開催
料理教室

健康に関心がある方

書道教室「和」

書道講座

初心者歓迎

メダカの学校家庭教育
学級

家庭教室学級の中の活動
講演会参加や館外研修や物作り教室の開設。

いつでも入れるようにしている。

NPO法人CCV

フリースクール
自動車運転免許取得支援
就労移行支援事業
就労継続B型事業
自律訓練
生活保護
放課後等デイサービス

条件は特になし

かぬまマイ・カレッジ

講師が自分の分野で個々に活動

H29.11.2にH30度講座申込みの説明会
を実施。
①営利を目的としない
②政治や宗教活動に関わらない
③社会道徳に違反しない人

上都賀地区退職校長会

上都賀地区南北交互に理事会・総会・研修会を実施。その他役員会を4回。

退職者への入会を勧誘している

東中学校学校支援ボラ
ンティア

学校図書管理／課外活動指導・支援／立哨指導／学校庭園管理／施設補修／学
習支援／地域行事への参加の支援

有資格者

まごみの会

勉強して、孫とのかかわり方、若い親とのかかわり方に生かしていく

孫がいる人

メタテキ

・幼稚園や保育園などでの、園児向け、無農薬野菜作りワークショップ
・家庭で出来る、プランターを使った無農薬野菜作りワークショップ
・ボカシづくりワークショップ
・菌ちゃん（有用微生物など）の本当の役割を学ぶ勉強会
・自然栽培による野菜作り
・社会学や哲学の学び合い

特に損得より愛や正しさを求める方

石川小学校
ブ

平成8年度から学校、地域、家庭が一体になって子どもの教育を進めていま
す。現在は１６のサークルがあり、多くの方々が活動しています。毛筆支援、
高齢者交流、国際理解、音楽科、調理、パソコン、図書、体育、学習用具リサ 誰でも
イクル、茶道、生け花、学年学習、作品搬出、農園管理、学習補助など、自分
の希望するサークルで仲間や子どもたちと楽しく交流しています。

涵養クラ

北犬飼中学習支援委員
会

授業支援（調理、お茶、カリブー）

特定非営利活動法人栃
木かぬま教育支援ネッ
トワーク蘖

社会課題である学校教育の混乱や家庭、地域の教育力の低下を解消するため
コーディネート役を担って、学校、家庭、地域が一体となった協働教育を実践
し、その成果を鹿沼市全体に広げ、全国に発信しながら教育コミュニティを創
造しようとする活動です。また、様々な人、団体と関わりながら知識を広げ、
互いに協働できる関係を築いていくものとします。

誰でも

産業・技術
鹿沼理容組合砂財会

理容における技術や経営理念の向上のための講習会

理容組合員の中で

福祉・人権
鹿沼市ひとり親家庭福
祉会

・学習支援 29年6月～
・社協委託事業 ケーキ作り
・ディズニー（市委託）

NPO法人ニッポン・ア
クティブライフ・クラ
ブ ナルク栃木「とち
の実会」

・会員同士で助け合い活動をした時間を預託しておき、必要に応じて自分自身
に還元できる時間預託制度活動。通院介助、庭木手入れ、洗濯、買い物、話し
相手などの家事援助を必要としている高齢者や障がい者の方の為のボランティ
ア活動
・地球環境を守り、地域
社会に対する奉仕活動
・思
いやりのある子どもを育成する為の「思いやり教室」の開催

鹿沼アテップ

男女共同参画社会（男性と女性が互いを理解し合い楽しい人生を送れるよう）
互いの大切さ、大変さ、人間としての一生を楽しく過ごせるよう女性の大変
特に条件はない。一緒に男女平等の推進
さ、楽しさを理解してもらい、会員女性の自立を促すための研修等を通しての の出来る人
学びを進めています。

国際ソロプチミスト

国際ソロプチミスト会員として、組織活動が中心毎月理事会、定例会の開催
4月：国際ソロプチミスト日本東リジョン大会参加
10月：国際ソロプチミスト日本東リジョン研修会参加
10月：チャリティーゴルフ大会の開催

点訳グループ「桐」

・鹿沼市議会だより点訳本発行
・市内小中学校への点字指導
・視覚障害者との交流会（年2回）
・一般人への点字指導講習会
・県立盲学校への点訳本作成

・各種講習会等を受講したことのある
方・年代の若い方（40～50代くらい）

鹿沼地区手話通訳者連
絡会

手話講座開催（ボランティア、手話通訳者養成講座）
手話学習支援（市内小中学校、高校）
手話通訳者派遣事業

通訳資格者

鹿沼市聴覚障害者協会

県協会の活動支援
市会員の交流事業
障害者理解普及運動
手話学習支援
手話講座開催

聴覚障害者、手話学習者、活動への理解
者

国際協力・交流・支援
にほんごFC

・日本語教室（市内4カ所のコミセン）
・外国人の児童の学習支援
・ベトナムの小学校へ物資支援（現地支援）
・日本文化体験（着物、お茶、書道、折り紙）

鹿沼市国際交流協会

交流イベント（ワールドフェスティバル、多文化共生講座等）日本語教室、外
国語教室の開催
協会の趣旨に賛同する方
外国人相談窓口の開設
外国人のための日本語教室 等

Mirai Ni Kibou
Foundation Inc.

被災地や貧困地域の人道支援活動（無料歯科医療奉仕・自然環境保全事業／未 国際社会奉仕活動やボランティア活動に
来に希望子ども図書館設立／運営・HAVENの人道支援事業）
興味のある方

グローバルグループ

①異文化交流（合文化）
②日本文化の伝達
③10代留学生の派遣受け入れ
④学校の国際理解教育に補助を派遣
⑤日本語支援

年齢、性別、国籍不問。常時入会可

環境・自然
森のめぐみjapan

月1回のハイキング（低山～高山まで）

鹿沼自然エネルギー推
進会

・自然エネルギーの理解と推進
中学生、高校生、大学生、初心者、若い
・小型水力発電、太陽光発電の作製や活用、中学生、高校生、一般向けのセミ
人大歓迎
ナーの開催
・展示、説明会の開催

鹿沼市民共同発電所準
備会

・再生可能エネルギー利活用の講演会開催
・市民共同発電所づくり
・営農型太陽光発電施設（ソーラーシェアリング）つくり

再生可能エネルギーによる地域づくりに
関心のある方

ボランティア
かぬまボランティア
ユース

・月1回程度の定例会
・市主催 青少年ボランティア・リーダー教室への参加及び運営協力
・市子ども会リーダー養成研修会へボランティア参加
・市内イベントへの参加、ボランティア協力

市内在住、在学の小学校高学年・中学
生・高校生等

鹿沼マジック研究会

老人施設、学童、幼児園の訪問
地域活動への参加

初心者歓迎、若い方歓迎、新規会員募集

傾聴ボランティアあり
のまま

人の思い、気持ちを聴くことで相手の方にスッキリしてもらい、なにより安心
していただくこと。

栃木県退職女性校長会のぎくの会上県内の会員（267名）に上都賀地区（鹿沼市）の歴史と文化を紹介し案内する

鹿沼くらしの会

今年は

0

・市の啓発ボランティアのメンバーとして（4つ葉の会）を結成し、高齢者の
集まり等で被害防止のために寸劇や紙芝居を演じて、被害にあわないように啓
発しています。（年に4～5回）・エコキャップの収集をしてリサイクルセン
口コミでは時々入会有
ターに持参しています。
・年に一度等拡大事業として料理教室を開
催
・エコクラフトの手
芸を月1回行っています。

その他

鹿猫

・木育イベント
・ベリーちゃん焼き販売
・野球大会・逃走中等のイベント企画運営
・シネマクラブ企画等
・周囲を笑顔にする活動

NPO法人鹿沼ファミ
リー劇場

・親子を対象とした文化体験活動（観劇、音楽鑑賞など）の企画と実施
・大人向け体験教室
・出張集団託児「どりーむ」
・ファミリーサポートセンター
・家庭教育学級の運営
・鹿沼市つどいの広場「ゆーとりん」
・赤ちゃん交流体験事業「いちご未来ふれ愛プロジェクト」

鹿沼市仲人会

結婚を希望する独身男女がよきパートナーに巡り会えるような婚活イベントの
開催（年4回程度）

若者・馬鹿者・余所者 たのしいことお
もしろいことが好きな人

