
団体名 募集内容 募集対象 日程 場所 連絡先

特定非営利活動法人
ソンリッサ

シニア向け健康サロンのサポートボランティア
サロンの講師・受付や誘導、参加高齢者とのコミュニケー
ションをとっていただきます。地域高齢者の方に関心があ
り、高齢者の方と触れあうことが好きな方を募集します。

一般, 大学生・短大生・専
門学校生, 高校生

令和4年10月1日～令和6年10
月1日　10時～12時

①前橋市大利根町1-29
（大利根町公民館）
②前橋市総社町総社1500（旧
本間酒造）

027-226-5013
info@tayory.com

萬屋レク之助 イベント出展会場でのサポート
一般, 大学生・短大生・専
門学校生, 高校生

不定期
前橋市内を中心とする群馬県
内

090-7261-1051
yorozuyarekunosuke@gmail.com

あつまれ前橋スポット
子ども食堂のドライブスルーによるランチ弁当と食品配
布、年間3回以上参加できる若者

一般, 大学生・短大生・専
門学校生, 高校生

毎月、第4日曜日 前橋市上川淵公民館
080-4676-6944（午後のみ）
atsumaremaebashispot@gmail.com

子育てネットワークゆるいく
当団体のメンバーになっていただき、子育てサロン・赤
ちゃんから学ぶいのちの授業を共に企画運営してくださる
方

一般, シニア
子育てサロン月に二回。
赤ちゃんから学ぶいのちの授
業は、不定期。

子育てサロンは、中央公民館
及び楽歩堂前橋公園。
赤ちゃんから学ぶいのちの授
業は、前橋市近郊の中学校。

090-6170-8624
yuruikumaebashi＠gmail.com

ボーイスカウト前橋地区協議会 ヤングリーダーを求めています 一般, 高校生 主に日曜日　午前中 各団ごとに異なります 090-3596-4747（関）
fatmama.sachiko@gmail.com

群馬中央医療生活協同組合 病院待合室での患者案内など。
一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生

平日　午前中 前橋協立病院１F受付 027-265-3531
honbu-katsudobu@kyouritsu.org

MOA健康生活ネットワーク前橋 児童作品展の絵の展示、片付け等のボランティア
一般, 大学生・短大生・専
門学校生

毎年10月～11月に開催してい
ます。R5はまだ未定です。
（R4　11/3～6に開催）

前橋プラザ元気21 027-261-3811

チャイルドラインぐんま 電話の受け手ボランティア
一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生

養成講座5月～9月頃。2時間1
コマを10コマ。次年度の講座
は現在調整中。

未定。決まり次第HPに掲
載。

090-4171-7303
clgunma@au.wakwak.com

共栄会
茂木地区や旧大胡町内、粕川地区の身体の不自由な老人宅
の庭木の手入れ、不用な木の伐採片付け、雑草の刈込、除
草作業、病院への通院、送迎、買物代行と同行等

一般 随時
茂木地区、旧大胡町内、粕川
地区

027-283-6603
090-4707-8178

前橋観光ボランティア会 ガイドに興味がある方には、随時受け入れを行います。 一般 随時 臨江閣等

前橋市国際交流協会
日本語活動、ホストファミリー、翻訳・通訳、各種イベン
ト

一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生

詳しくは当協会ＨＰをご覧く
ださい。

詳しくは当協会ＨＰをご覧く
ださい。

027-226-5516（令和５年２月５日～こ
の番号に変更）
mia@peach.ocn.ne.jp

前橋ランナーズ
本会の情報発信のためのスマホ、LINE等のスキルのサポー
ト。日常の情報処理でのサポート対応の出来る方

一般, シニア 必要に応じて発生時の対応。
メールまたは元気21等での対
面処理。

090-7429-8965
mkosu020@docomo.co.jp

群馬子どもの権利委員会
会員全員がボランティアとして参加しています。入会し
て、子どもの権利擁護や啓発普及に関して一緒に活動して
くれる方を募集しています。

一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生, 高校生, 中
学生, 小学生

世話人会（誰でも参加できま
す）は毎月第２木曜の13：00
～15：30
その他の活動は不定期

群馬県前橋市大手町3-1-10
群馬県教育会館３Ｆ

080-3553-4597
jimukyoku.gccr@gmail.com

特定非営利活動法人
Ｇコミュニティ

支援が必要な相談案件が発生した場合、日本語・教科学習
支援のボランティア

一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生

発生した相談案件によります
が、（土）もしくは平日で2
時間ほど。

発生した相談案件によります
が、多いのは、伊勢崎市、太
田市、大泉町、前橋市、高崎
市、館林市、桐生市、中之条
町など。

070-5021-9103
jp.ed.gcommunity@gmail.com
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北関東素人落語会 落語の訪問公演

一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生, 高校生, 中
学生, 小学生, 希望があれば
すべての方指導いたします

年間１０回の定例会、稽古会
を実施しています。
第一土曜日　午後２時～２時
間位

総合福祉会館 080-6795-4377

認定特定非営利活動法人
じゃんけんぽん

地域の見守り配食サービスの調理補助・配達、居場所の掃
除や注文対応

一般,シニア,大学生・短大
生・専門学校生,高校生

月曜日～金曜日（週1回OK）
調理補助：9時～13時半、13
時半～16時半
配達：10時半～13時、15時
半～18時

近隣大家族棟高（群馬県高崎
市棟高町954-8）

027-350-3191

特定非営利活動法人
チャリティーサンタ群馬支部

①広報活動：ご家庭の応募と当日ボランティアの応募を増
やすため、保育園や児童センター、大学、専門学校、子供
支援団体にチラシ配布や、団体の紹介を行います。
②運営の準備：クリスマスイブ本番に向けどのようにした
ら盛り上がるかや子供たちに特別な思い出になるか考えま
す。1年を通して子供たちへの支援活動や他ボランティア団
体と繋がり活動をしています。

一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生

月1~2回 Zoom
070-4012-4484
gunma@vol.charity-santa.com

特定非営利活動法人
ウェルフェアテニスクラブ

障がい者のスポーツ指導のサポート、支援ボランティア。
一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生, 高校生, 中
学生, 小学生

不定期 県内のテニスコート
090-2148-8598
reoyamaguchi1009@yahoo.co.up

ギャラリーアートスープ 展示会の設営作業補助
一般, 大学生・短大生・専
門学校生, 高校生

展示会搬入作業のある日の１
２時～２０時の間

ギャラリーアートスープ
027-896-9320　※営業時間以外は電話
には出れません
galleryartsoup@gmail.com

特定非営利活動法人
Mam's Style

広報活動（フリマ出店、ワークショップ提供等）、居場所
活動（子どもやママ向けワークショップ、農業活動のサ
ポート等）

一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生, 高校生

広報活動は休日、居場所活動
は平日

子育てと仕事楽しむママの家
（前橋市敷島町241－2　2
階）

090-6008－3934
npo@mamsstyle.org

ガールスカウト前橋市連絡協議会
学生などガールスカウトの集会又は事業にお手伝いをして
ほしい

大学生・短大生・専門学校
生, 高校生

①　8月　②　11月　③　12
月

①敷島公園内　②JA富田　③
けやきウオーク

090-9366-1488

特定非営利活動法人
ホワイトベル

植花・清掃活動、子ども体験活動などで協力してくださる
方

一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生, 高校生, 中
学生, 小学生

年5回ほどの植花活動（6月、
8月、11月予定）

高崎市内の小学校、高崎市市
民活動センターソシアス　等

090-3109-7771
info@npo-whitebell.jp

特定非営利活動法人
思いをつなぐ会

植花・清掃活動、子ども体験活動の協力
一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生, 高校生, 中
学生, 小学生

年5回ほどの植花・清掃活動
（6月、8月、11月予定）、夏
休み期間中　等

高崎市内の小学校、高崎市市
民活動センターソシアス　等

080-2071-7327
info@npo-omoi.com

特定非営利活動法人
弦楽アンサンブルすみれ

演奏会の日の会場案内など
一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生

月２回、火曜日の夜　18時よ
り21時まで

前橋公民館　元気プラザ21
スタジオ

0880-3204-5207
asami.akimi@mosaic.co.jp

前橋ボランティア連絡会
前橋市生涯学習課を事務局として、依頼のあったボラン
ティア活動を行う。

一般, シニア 随時 中央公民館他
027-210-2198
gakushu@city.maebashi.gunma.jp

駅おん♪Meabashi お時間あれば一緒に楽しみましょう。
一般, シニア, 大学生・短大
生・専門学校生, 高校生, 中
学生

毎月第三土曜日の日中（日時
の変動あり）

毎月第三土曜日の日中（日時
の変動あり）

090-3349-5466
harken3@khf.biglobe.ne.jp


	MサポHP掲載ボランティア募集情報

