（平成２９年２月現在）
団体名

ボランティア活動内容

日本ボーイスカウト東京連盟港区協議会 ボーイスカウト活動のゲーム等の体験学習、
キャンプ等の野外活動などを通じ、ボランティ
ア活動を行う。
朗読奉仕グループ「Q の会」

視覚障害者、高齢者、発達障害者のための音
訳（テープ・デイジー録音、対面朗読など）。

点訳つくし

点訳活動や、視覚障害者の福祉に関する各種
活動など。

手話紙芝居ボランティアグループわノ会 手話による紙芝居、手話ソング、手話ポエムの
披露や手話表現の指導等のボランティア。
日本語学習会 さくら会

地域の外国人への日本語学習支援。

港区更生保護女性会

子育て支援活動、更生保護施設慰問、研修会
等の開催、保護司活動に対する協力など。

港区赤十字奉仕団

地域防災訓練、献血の手伝い、高齢者施設で
のボランティア活動、高齢者給食サービス等。

いるかクラブ

障害者（児）への水泳指導など。

太陽（アポロ）の会

障害者のための料理会の実施や各種イベント
への参加など。

BTRD

レクダンスの研究・開発、指導者養成及びレク
ダンスの福祉的応用の研究などを通じたボラ
ンティア活動。

手芸グループ あじさい

浜松町駅の小便小僧の洋服の製作・着せ替え
や、寄付を目的とした手芸活動など。

手話サークル「て」

手話に関するボランティア活動、港区聴覚障
害者協会への協力活動など。

特定非営利活動法人テクノシップ

発達障害児・者、登校困難児・者への作業学
習や日常生活技能訓練等。

若樹会

子どもや高齢者を対象とした行事の開催。

音楽ボランティアグループハミングバード 高齢者・障害者施設などでの音楽交流活動や
出前コンサートの実施など。
車いすとともに歩く会

車いす利用者との「街を歩く会」や講習会の開

催など。
楽游会

日本舞踊や和楽器の演奏を通じた、地域の高
齢者施設でのボランティア活動など。

クラシックライブを楽しむ会

福祉施設等でのクラシック音楽の演奏。

虹の会木曜クラス

地域の外国人への日本語の学習指導、交流
のための食事会（忘年会、新年会）など。

車椅子レクダンス普及会 矢車草の会東 高齢者・障害者施設を訪問し、車いすを用いた
京城南支部
フォークダンス、社交ダンスを披露、共に踊る
ボランティア活動。
Kiss ポート・エンジェルス・ハーモニー

福祉施設等でのハンドベル演奏など。

日本語サロン

地域の外国人への日本語指導やお花見など
の交流活動。

認定 NPO 法人 JHP・学校をつくる会

カンボジアでの学校建設、教育支援、児童養
護施設運営など。

港区失語症友の会「みなとの会」応援団 失語症など言語障害のある方々の自助グル
ープへの支援活動。
口友会 V

口唇・口蓋裂児者とその家族への支援活動。

みなとおもちゃの病院

港区内の児童館等でのおもちゃの修理。

特定非営利活動法人オクトマン

パソコンを通じ、高齢者へ、技術の習得支援、
高齢者の情報技術教育の普及・啓蒙活動など
を行うボランティア活動。

港ＰＣクラブ

高齢者、障害者へのパソコン学習支援。

ジングルベルみなと

高齢者施設、幼稚園、小学校等でのハンドベ
ルの演奏、指導。

港区手話サークル「麦の会」

聴覚障害者との交流、手話の習得、学校での
手話講座の実施など。

高輪コミュニティ・ジャズ・オーケストラ“シ ジャズ音楽を通じ、地域行事等に参加しての
ーサイド・ブリーズ”（SEASIDE BREEZE) 演奏活動。
ポピーの会

使用済切手等の整理。

セキュリティ高輪

高輪警察署等が主催する地域安全運動や災
害対処訓練への参加・協力など。

特定非営利活動法人エブリィ

いきいきサロンの運営、区内福祉施設での「絵
を楽しむ会」の開催などの地域活動。

オレンジ

依存症などの各種相談一般、病院・クリニック
などの情報提供、ピアカウンセリングなどのボ
ランティア活動。

ＮＰＯ日本朗読文化協会 ボランティアグ 高齢者施設、児童館、病院での訪問朗読など
ループかもめ
での朗読ボランティア活動。
エンゼルハート

大正琴の演奏を通して、地域の団体、児童
館、保育園等の各種行事への参加など。

ＴＣＣ社会化活動部

カイロプラクティック姿勢検査・アドバイス、講
習会やセミナーの開催などを通じた地域貢献
活動。

福祉グループみらい東京

地域の方へ向けた手話勉強会や聴覚障害者
との交流活動等を通じたボランティア活動。

港区べにづる会

高齢者のための社交ダンス会を通じ、高齢者
の仲間づくり等を支援するボランティア活動。

音訳サークル「藍」

視覚障害者に対し、文芸春秋の音訳・送付、
点訳、音訳会の開催（音訳ボランティア育成）
など。

特定非営利活動法人東京カウンセラー
協会

カウンセリング、乳児・幼児製作、高齢者製作
とその作品の寄贈などを通じたボランティア活
動。

港マジック同好会

地域の行事や福祉施設等でのマジック披露。

すみっこ文庫

本を通じ、四季折々にお話会、朗読会、絵画
造形会、お料理会、音楽会の開催などのボラ
ンティア活動。

ボランティアグループ香雪会

リハビリ舞踊を通じた各種福祉施設等でのボ
ランティア活動。

アンヘル・ヴィヴィエンダ

公共施設や高齢者・障害者施設での歌や楽器
の披露（コンサート）、合唱のピアノ伴奏など。

弦楽合奏団アカンサスⅡ

福祉施設での演奏会の実施などのボランティ
ア活動。

ANC（赤坂日本語クラブ）

地域の外国人を対象に、日本語教授、日本文
化の紹介、着物の着付け・作法の指導などの
交流を通じたボランティア活動。

コーラス虹

コーラスを通じ、地域イベントへの参加、チャリ
ティコンサートの実施など。

女声合唱セントポーリア

区内福祉施設等でのコーラス、いっしょに歌う
ためのピアノ伴奏、リズム遊びなどの活動。

地球市民交流会（通称 GCI）

地域の外国人のための通訳ボランティアの派
遣、災害時の外国人被災者支援など。

みなと明るい社会づくりの会

高齢者施設でのボランティア活動、献血運動、
自然観察会の実施など。

成年後見制度を広める会 劇団ばんり

成年後見制度についての寸劇仕立て・ミニ講
話・紙芝居等の上演など。

特定非営利活動法人 環境汚染等から
呼吸器病患者を守る会

呼吸器患者への支援と予防対策の実施、環境
汚染全般に対処するための活動などを通じた
ボランティア。

浩雅会

日本の民謡・津軽三味線の演奏を通じ、学校・
高齢者施設等でのボランティア活動。

kiss ポートスイートベルズ

ハンドベルの演奏および指導を通じた、高齢
者施設・学校・病院等でのボランティア活動。

Kiss ポート赤坂ベルクワイア

ハンドベルの演奏を通じた、幼稚園・高齢者施
設などでのボランティア活動。

特定非営利活動法人ハート・コネクション 海外からの留学生の全面的なサポート活動、
ズ
留学生と地域の子どもたち等の交流など。
ひまわり

区内の福祉施設で、一般ヨガ、身障者・精神障
害者のためのヨガ、高齢者・親子ヨガの指導な
どのボランティア活動。

日本ボーイスカウト東京連盟港第 18 団 ボーイスカウトを通じ、野外活動（キャンプ、ハ
イキングなど）・奉仕活動（共同募金、地域清
掃など）などのボランティア活動。
港区帰国者会

中国帰国者及びその関係者の社会生活支援
などのボランティア活動。

銭太鼓はなみずき

銭太鼓の披露を通じた、地域イベントへの参
加、高齢者施設でのボランティア活動など。

高輪日本語の会

地域の外国人に対する日本語教室の開催や
交流の支援活動。

ミュージック・コミュニケーターの会

高齢者・障害者を対象とした療育音楽を高齢
者施設等でボランティアとして実施。

日本ボーイスカウト連盟東京・大都心地 ボーイスカウト活動のゲーム等の体験学習、
区港 12 団
キャンプ等の野外活動などを通じ、ボランティ
ア活動を行う。
特定非営利活動法人 江戸前 21

伝統文化、芸術等の振興と継承を図る事業の
実施、社会教育等の普及・啓発などを通じたボ
ランティア活動。

日本民踊正統派石川流 美和香会

民踊・舞踏を通じ、高齢者施設や保育園等で
の踊り披露や指導、地域行事への参加などの
ボランティア活動を行う。

墨縁金橋会

日本語学習や生活相談等を通じ、中国帰国者
およびその関係者の社会生活を支援するボラ
ンティア活動。

フルートアンサンブル クレマチス

フルートの演奏を通じた、高齢者施設等での
ボランティア活動。

特定非営利活動法人 プラザみなと

社交ダンス、健康麻雀等の健康増進、認知症
予防のためのボランティア活動。

Ｋｉｓｓポート ティンカーベル

ハンドベルの演奏、ピアノ伴奏と共に一緒に歌
う、手遊び等のボランティア活動。

特定非営利活動法人
ビーマップ（Ｂｍａｐ）

字幕、音声ガイド付きのバリアフリー映画の上
映会の開催など。

Swing Bees Jazz Orchestra
（スウィングビーズ ジャズオーケストラ）

施設などでの楽器演奏。音楽を通じた遊び、
学びのボランティア活動。

くちなしの会

暑中見舞いや年賀状などの絵手紙の制作、作
品の配布など。

明治学院大学ボランティアサークル
NYANCO

知的障害を持つ子どもたちを対象としたレクリ
エーション等の企画・実施などのボランティア。

オフィス ヴィム

障害者理解活動のためのシンポジウムや分科
会活動など。

港区スポーツ吹矢協会

スポーツ吹矢、介護予防運動を通じて、地域
活動への参加

みなとチャイルドライン・子ども電話

ボランティアが子どもの心に寄り添い、心の居
場所作りになるよう、悩み事などの電話を受け
る活動

プラチナ日本語教室

地域の外語人への日本語学習支援など

ビバ日本語教室

地域の外国人への日本語の学習指導や文化
交流など。

特定非営利活動法人
プラチナ美容塾

高齢者施設等において、美容ボランティア等の
実施

東京国際人権協会

人権擁護等に関する相談や講演会等行い、
社会教育、国際協力、地域福祉の向上等に努
めるボランティア活動。

若葉会

民謡・舞踊を通じ、高齢者施設等で踊りを披露
するボランティア活動を行う。

麻布けいおん

施設での演奏ボランティアや、地域交流事業
への参加など。

高輪ハッピーママーズ

ゴスペルを通じて少しでも元気(ハッピー)を届
けられたらをモットーに、各施設や地域行事等
に参加し、歌のステージを披露。

港ハーモニー

ハーモニカやギターと合唱隊で、高齢者施設
等を訪問し、演奏ボランティア活動を行う。

ことばつむぎ

施設での朗読会や読み聞かせ会を行い、地域
の高齢者、子育て世代、子どもたちとの交流
活動を行う

特定非営利活動法人 エッジ

学習障害であるディスレクシア（読み書きの障
害）の啓発・支援活動を行う

特定非営利活動法人 みなと子ども食堂 生活に困窮する過程やひとりで食事をする子
どもたちに食事や学習指導、居場所の提供と
見守りを行う

