
番号 活動分野 団体名 活動内容 ホームページ等

1 保健・医療・福祉
うさぎクラブ
（傾聴ボランティア）

〇傾聴ボランティア活動を通じて地域社会に寄与する活動
　・介護施設や個人宅での傾聴
　・傾聴を含む広範なテーマでの学習会の開催。
　・食事会、ハイキング、趣味等の交流

2 保健・医療・福祉 ＡＣＬＳ北関東

〇医療従事者の救命能力向上を目的とした救命講習に関
する活動
　・AHAｰECC講習の提供。
　・救命に関する情報提供。
　・その他目的達成に必要な活動。

3 保健・医療・福祉
NPO法人日本心身機能活
性療法指導士会下野市杏
支部

〇認知症予防・改善指導による健康社会づくりへの貢献活
動
　・老人介護施設、リハビリ施設等での認知症予防改善に
向けた指導。

http://www.gagoltherapy.com

4 保健・医療・福祉 小山市聴覚障害者協会
〇聴覚障害者の生活・文化等の向上を目指す活動
　・会員の親睦のための講演会開催。
　・社会、一般への理解向上と社会福祉の充実。

5 保健・医療・福祉 音訳ボランティアこだま

〇目の不自由な方などに市刊行物を音声化し配布する活
動
　・月2回のミーティングと会員による録音編集。
　・活動周知や会員資質向上に向けた自主企画講座開催。

6 保健・医療・福祉 健康体操会
〇健康体操を通じた健康増進に取り組む活動
　・命の貯蓄体操（日本式気功養成術）の実践、普及。

7 保健・医療・福祉 ３B体操littleland

〇体操を通した健康増進と会員相互の親睦を図る社会参
加活動
　・健康増進のための体操教室の開催。
　・新たな仲間づくりのための情報発信、広報活動。

8 保健・医療・福祉 下野市健康推進員協議会

〇市健康推進員で組織し、地域に密着した効果的な健康
づくり活動
　・健康しもつけ21プランの推進に関する知識の普及。
　・市が実施する健康推進事業の協力。

9 保健・医療・福祉
特定非営利活動法人
しもつけ陽だまり

〇健康や生きがいづくりによる明るい長寿社会を目指す活
動
　・高齢者の社会参加促進。
　・高齢者の生きがい、健康づくり。

10 保健・医療・福祉 脳トレ元気会

〇会員の健康増進及び地域住民への啓発活動
　・フレイル（健康寿命を失いやすい高齢者）予防体操教
室。
　・フレイル予防関連の市民向け学習会開催。

11 保健・医療・福祉 みなこカフェ

〇地域在住高齢者の健康増進と相互の親睦を図る活動
　・高齢者の閉じこもりを防止するための健康講座、学習会
等開催。
　・仲間づくりのための交流会開催。

12 社会教育 いいこみ

〇支援学校等在籍者・卒業者の保護者による情報交流活
動
　・情報交換会、交流会の開催。
　・ラインビデオ通話による情報交換会の開催。
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13 社会教育 大人の広場

〇高齢者の学びなおしや居場所づくりによる協働まちづくり
推進活動
　・下野市まちづくりリクエスト講座、県政出前講座による月
例勉強会。
　・会員相互の月例情報交換会。

14 社会教育 菊地　喜平

〇文化、福祉、教育等多様な地域ボランティアに関する企
画実践活動
　・英語教育講座、昔遊び、高齢者サロン等の開催。
　・今後NPO法人化の計画あり。

15 社会教育 祇園はつらつくらぶ

〇高齢者を対象とした仲間づくり、生きがいづくり活動
　・介護予防体操やシニアダンスによる健康づくり。
　・講和、DVD視聴、脳トレなどによる要介護予防。
　・地域住民の交流を通した生きがいづくり。

16 社会教育
公益社団法人スコーレ家庭
教育振興協会

〇スコーレ（人間的資質を高めるための余暇の活用）に関
する市民への啓発活動
　・母親講座、人生学講座、セミナー等の開催。

17 社会教育 下野市更生保護女性会

〇女性の立場で厚生事業に協力し、健全で明るい社会の
確立を推進する活動
　・犯罪、非行防止。
　・花壇整備等の学校支援。
　・更生保護施設の訪問。

18 社会教育 下野市グリーンクラブ

〇会員の健康増進と親睦及び地域の福祉と奉仕を目指す
活動
　・スクールガード、幼稚園等での昔遊び、地域美化。
　・福祉運動会、スポーツ大会、エコライフ祭り等参加。

19 社会教育 シルバー大学校国分寺支部

〇地域社会に寄与する多様なボランティア活動
　・国分寺特別支援学校でのボランティア。
　・国分寺地区公園等での環境美化。
　・会員相互の親睦交流会等の開催。

20 社会教育 シルバー大学校南河内支部

〇各種ボランティア活動等、地域社会への貢献を目指す活
動
　・公園、河川敷等の清掃。
　・特別支援学校支援、市主催行事ボランティア。
　・会員相互の親睦行事開催。

21 社会教育
栃木県シルバー大学校石橋
支部同窓会

〇地域と力を合わて高齢者福祉を進めるボランティア活動
　・地域活性化、高齢福祉等に関するボランティア。
　・会員の健康維持、親睦等に関する研修。

22 社会教育 はつらつ体操みどり
〇地域高齢者対象の要介護予防に向けた活動
　・元気はつらつ体操、ウオーキングの定期開催。
　・地域住民同士の交流を通した生きがいづくり。

23 社会教育 若者サポート・ハチドリの会

〇閉じこもっている人やその家族に対する支援活動
　・当事者や家族等の交流サロン、個別相談会開催。
　・関係機関との共催による「引き篭もり相談会」開催。
　・会の広報活動。

24 社会教育 わかばクラブ
〇発達が気になる子供を持つ保護者の集い
　・明るく前向きに生きるための情報交換、交流会開催。
　・ライングループでの情報交換。
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25 まちづくり 祇園2丁目自治会
〇自治会員の相互親睦と円滑な住環境の発展を進める活
動
　・役員会議、総会等の開催。

26 まちづくり 祇園４丁目自治会

〇自治会員相互の親睦と健全な住環境の発展を図る活動
　・環境美化キャンペーン、廃品回収。
　・子ども会、育成会との共同事業。
　・市への要望事項提出。

27 まちづくり こそだても！移住も！　Link

〇移住者等の地域でのつながりづくりを推進する活動
　・孤立家庭解消のための交流会、相談会開催。
　・リユース活動（おさがりバンク）。
　・ヒト、モノ、居場所等を大切にする考え方を育む活動。

28 まちづくり
しもつけオープンガーデン
クラブ

〇街の景観向上、ガーデニング技術向上を目指した活動
　・オープンガーデンの実施。
　・ホームページ公開。
　・市民向け講座「種まき講座」の開催
　・内部研修会の開催。

https://shimotsuke-garden.com/

29 まちづくり 下野市生活学校やよい会

〇住民の立場から健康な生活と豊かで住み良い地域社会
の構築に取り組む活動
　・ごみ減量についての学習会開催。
　・フリーマーケットの開催。
　・地域公共交通についての学習会の開催。

30 まちづくり
助っ人
有償ボランティア

〇有償ボランティアによる高齢者の住みよい環境づくりの
推進活動
　・地域高齢者（65歳以上）のちょっとした困りごとに対する
有償ボランティア。
　・事業を行うために必要な研修。
　・地域の情報収集、調査研究、活動情報紙発行。

31 まちづくり 髙嶋　みさと
〇市の未来を考える
　・若者が集まって様々なテーマでワークショップを実践。

32 まちづくり
東方台地コミュニティ推進
協議会

〇地域住民相互の連帯感と文化の向上及び明るい街づく
りを図る活動
　・みんなのマルシェ、お正月行事開催（全体事業）。
　・ゴルフ、卓球、グランドゴルフ等の交流大会（支援事
業）。
　・地区福祉活動、環境美化活動（協働事業）。

33 まちづくり 山上正子

〇行政評価に関する勉強会活動
　・全国自治体の事務事業シートの確認。
　・市の行政評価についての勉強。
　・必要に応じて議員との連携により改善提案。

34 学術・文化・芸術・スポーツ
ＮＰＯ法人
元気ワイワイ南河内

〇住民の生涯スポーツの振興とスポーツを楽しむ地域コ
ミュニティづくり推進活動
　・各種スポーツ教室、文化活動の企画、運営。
　・各種スポーツ大会、スポーツイベントの企画。
　・講習会・研修会の開催、指導者の育成。

http://gyy-sports.a.la9.jp/

35 学術・文化・芸術・スポーツ
グリーンタウンコミュニティ推
進協議会　文化部

〇地域の老若男女が集い文化的教養の習得を目指す活
動
　・グリーンタウンふれあいフェスティバルの企画・開催
　・クリスマスコンサート等文化活動の企画・開催。
　・活動状況報告会の開催。

36 学術・文化・芸術・スポーツ 古文書を学ぶ会

〇古文書の解読及び研究を通じて、会員相互の歴史学習
に資するとともに、町史編纂に寄与する活動
　・下野市等に関する江戸期古文書の解読。
　・地域史に関する講演会、研修会開催。
　・県内、近県の史跡めぐり。

https://shimotsuke-garden.com/
http://gyy-sports.a.la9.jp/
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37 学術・文化・芸術・スポーツ 児山城址守り隊

〇県指定史跡「児山城址」の保全保護及び文化財活用に
よる地域づくり活動
　・草刈り、落葉集積等による平地林の環境保全。
　・城址を利活用したイベントの企画開催。
　・地域子供会、関係団体との連携による担い手継承。

38 学術・文化・芸術・スポーツ
下野かんぴょう・ふくべ振興
の会

〇特産のかんぴょう及び加工品である「ふくべ」を下野市の
文化遺産的資源としてPRする活動
　・小中学生対象のふくべ細工体験講座。
　・ふくべ資材確保のための夕顔の栽培。
　・観光協会等の事業に対する協賛や支援参加。

39 学術・文化・芸術・スポーツ
下野薬師寺ボランティアの
会

〇下野薬師寺歴史館の運営に協力するボランティア活動。
　・歴史館及び薬師寺の見学案内。史跡地内の環境整備。
　・歴史館行事への協力、参加。
　・会員対象の勉強会、地域内学校への支援。

40 学術・文化・芸術・スポーツ
下野市天平の丘観光ガイド
ボランティアの会

〇天平の丘公園及び周辺史跡などの市歴史文化及び観
光振興を図る活動
　・天平の丘公園等史跡名所のガイド。
　・ガイド活動向上に向けた勉強会、研修会。
　・園内万葉植物園の管理。

41 学術・文化・芸術・スポーツ 下野市文化協会

〇市の文化活動の振興及び文化的水準の向上と発展を目
指す活動
　・文化団体相互の交流。会報「文化しもつけ」の発行。
　・市役所ロビーフェア、グリムの里新春書初め大会参加。
　・県文化振興大会、県南文化協会交流会議の参加。

42 学術・文化・芸術・スポーツ 松本　文男

〇地域における音楽ボランティア活動
　・ホスピタル、幼稚園・保育園、小中・高等学校、特別支援
学校、高齢者施設、福祉関連施設等におけるシンセサイ
ザーによる生演奏を実施。

43 学術・文化・芸術・スポーツ 民話語り部の会「ゆうがお」

〇ボランティア民話語りにより地域の民話の伝承や郷土愛
を醸成する活動
　・月例定例会（勉強会、練習会）の開催。
　・幼稚園、小学校、学童教室、老人養護施設等における
民話語り。
　・FMゆうがお番組内での民話語り放送。

https://yuugao-
minwa.jimdofree.com

44 学術・文化・芸術・スポーツ ライアーサークル下野

〇ライアー（竪琴）の演奏を通じた社会貢献（音楽療法や音
楽教育）を目指す活動
　・月２回の練習会。
　・公民館まつりへの参加、ボランティア活動。

45 環境保全 環境問題を考える会

〇循環型社会の形成推進活動
　・環境問題に関する地域行政への提言、参加。
　・環境問題に関する地域住民への啓発活動。
　・環境問題に関わる団体との交流、情報交換。

https://kankyomk.wordpress.com

46 環境保全 木を知ろう・森を知ろう会

〇樹木等の自然観察を通した心豊かな生活を推進する活
動
　・樹木観察会の開催。
　・植樹や樹木名札の取り付け、メンテナンス。
　・みんなのカタクリの里づくり。

47 環境保全 下野市自然に親しむ会

〇自然に親しむ活動及び地域の自然保護を目指す活動
　・自然観察会、調査、資料収集、勉強会の開催。
　・市内の湿地、沼地、平地林等の整備、保全。
　・子どもたちに自然の不思議さ、面白さ、大切さを伝達。

https://shimotsuke-nc.org

48 災害救援 祇園５丁目防災推進部会
〇地域における防災力向上に向けた提案とその実践活動
　・災害発生の情報収集。
　・防災訓練や勉強会の計画づくりと実践。

https://yuugao-minwa.jimdofree.com/
https://kankyomk.wordpress.com/
https://shimotsuke-nc.org/
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49 人権擁護・平和
非核平和をすすめる下野市
の会

〇市の非核平和都市宣言に賛同した核兵器廃絶活動
　・核廃絶に向けた講演会、展示会等の開催。
　・原爆被害者や福島原発事故被害者への支援。

50 国際協力 下野市国際交流協会

〇市民の国際感覚の醸成および地域における多文化共生
社会の実現を目指す活動
　・日本語教室の開催など多文化共生推進事業。
　・国際交流員による国際理解イベント開催。
　・ドイツとの交流事業。会報誌（会報グリム）発行。

https://m.facebook.com/Shimot
suke.International/

51 男女共同参画 下野つばさの会

〇男女共同参画の実現を目指した活動
　・市男女共同参画事業への参加と協力。
　・啓発のための講演会の開催及び広報。
　・会員相互の交流及び目的を同じくする団体との交流。

52 子供の健全育成
下野ジュニアリーダース
クラブ

〇中・高生で構成されたボランティア組織。子ども会援助、
地域行事への協力活動
　・市内開催のイベント協力や祭りでの出店。
　・市内子ども会活動の援助（主にレクレーション）。
　・近隣市町ジュニアリーダースクラブとの交流。

53 子供の健全育成 下野ふれあい会
〇児童生徒の健全な育成活動
　・子ども食育教室開催。
　・子ども塾（各教科の学習会、動植物観察会等）の開催。

54 子供の健全育成
下野市おもちゃのとしょかん
「きしゃぽっぽ」

〇障がい児者家族の地域住民との交流、居場所づくり活動
　・おもちゃを通した障害児と地域住民の交流。
　・障がい児者の理解促進に係る研修、啓発。
　・おもちゃの貸し出し事業。

55 子供の健全育成
下野市家庭教育支援チーム
ひばり

〇家庭教育の向上を目指した保護者支援活動
　・家庭教育学習プログラム講座の開催。
　・「子育てについてのワークショップ」開催。

56 子供の健全育成
下野市子ども会育成会
連絡協議会

〇子供会、子ども育成会連絡協議会の自立活性化に向け
た活動
　・各地区子供会の活動報告会、情報交換会の開催。
　・子ども育成事業「こどもなんでも発表会」の開催。

57 子供の健全育成
下野市青少年育成市民会
議

〇子供たちが元気にかつ幸せに暮らせる街づくり活動
　・市民と行政の連携による青少年等健全育成。
　・家庭・学校教育・社会教育等の緊密連携。
　・「家庭の日」、「親子学びあい教育」の推進
　・「小中学生音楽発表会」、「子供未来プロジェクト」等開
催。

58 子供の健全育成 南子連支援会（指導部）
〇地区内子ども会の支援活動
　・市内南河内地区単位子ども会活動への支援。
　・子ども会・育成会指導者研修会。

59 子供の健全育成
ボランティア団体 
HeartBerry

〇地域に住む子供たち一人ひとりの人間性や郷土愛を育
む活動
　・不要となったランドセルの海外送付。
　・音楽を通じた災害復興支援。
　・その他目的達成に必要な活動。

60 子供の健全育成 南河内地区子連

〇地区内子ども会の支援活動
　・子ども会活動への援助・協力。
　・子ども会・育成会に関する調査研究。
　・関係機関等との連絡調整。
　・会員の資質向上に向けた研修会。

https://m.facebook.com/Shimotsuke.International/
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61 情報化社会 下野ＰＣ愛好会

〇パソコンの操作・活用技術を学ぶ市民を支援する社会貢
献活動
　・パソコン講座（ﾜｰﾄﾞ、ｴｸｾﾙ、ﾊﾟﾜﾎﾟ）や相談会の定期開
催。
　・会員の資質向上に向けた勉強会、研修会。
　・会員相互の親睦を深める会の開催。

62 職業能力・雇用機会
とちぎ若ものづくりネットワー
ク研究会

〇ものづくり企業の若手技術者による異業種交流、ネット
ワーク構築活動
　・県内若手技術者の交流や異業種技術交流会開催。
　・スキルアップ講座等の開催。

63 消費者保護
下野市消費生活リーダー
協議会

〇地域における消費生活の安定と向上を図る活動
　・ごみの分別に関する啓発。
　・特殊詐欺防止に関する啓発。


