
1.保健、医療又は福祉の増進 平井区ふれあいサロン ③給食・配食 小坂井点訳サークル「ほたるの会」 縁結びの会 特定非営利活動法人　やまびこ 2.社会教育の推進 オカリナーズ

①交流 フラワーアレンジメントサークル あさがおの会 点字さーくる・苺 音羽そば打ち迷人会 特定非営利活動法人　ゆう 明るい家庭作りの会 オカリナリンガーズ

伊奈ふれあいサロン ふれあいサロン宿 金屋橋ボランティア会食会 点筆の会「宮路」 外出介助ボランティア「りぼん」 豊川奇術同好会 アレルギーっ子の会 音羽川音楽祭実行委員会

金屋橋ふれあいサロン ボランティア「虹」 新丁ボランティア 点訳サークル「あめんぼうの会」 カトレア教室 豊川工科高等学校HSV.ボランティア部 食育推進ネットワークさつきの会 音羽フェスタの会

金屋ボランティアふれあいサロンあいあい 本野サロン会 東部睦美の会 東三河視覚障害者自立支援協会（ビギン） カレッジP なかよし会 豊川市青年団協議会 おひさまライフ

元気アップ一本松 前山福祉会にこにこサロン はないかだの会 ⑨収集・募金 喫茶ふるさと 萩町福祉会 豊川リバーウォーク委員会 音楽創造集団WH

元気かい!! 美園町内会ふれあいサロン 平尾ボランティアグループ幸 ＮＴＴ・ＯＢ豊川会 口から健康を守る歯科衛生士の会 東三河自然に学びローゼルを育てる会 豊川歴史の会 合唱劇「カネト」をうたう合唱団

健康おしゃべりサロン 南田サロン　みどり会 古宿会食ボランティア ひまわり会 ぐっでい ボランティアグループ喜ら里クラブ プラクトピア・カフェ ギター・マンドリンアンサンブル白桔梗

小坂井住宅あじさいサロン ももサロン ふれあい友の会 ⑩精神保健 グループさをり ボランティアわの会 3.まちづくりの推進 公益社団法人　豊川文化協会

古当ふれあいサロン 森もり会 ⑤盲人ガイド 特定非営利活動法人メンタルネットとよかわ 傾聴ボランティアえんがわの会 本宮太極拳倶楽部 一般社団法人　豊川青年会議所 国府よよぎコーラス

サロン西豊 よしのぼとサロン ガイドヘルプあゆみ メンタルグループ「オパール」
公益社団法人 日本３Ｂ体操協会
愛知東支部 愛知東東部グループ 三ツ葉グループ 上宿福祉会 コール・レイディアンス

下佐脇ふれあいサロン ②相談・啓発 ⑥在宅支援 ⑪高齢者・障がい者施設での訪問活動 小坂井マジッククラブ リラクラブ 千両会 小坂井女声コーラス

諏訪一部ふれあいサロン団居の会 愛知県年金受給者協会豊川支部 サークル菜のはな IM会 このゆびとまれ ローディトールペイントの会 特定非営利活動法人みんなで豊川市をもりあげ隊 小坂井文化友の会

諏訪二部いこいの会 特定非営利活動法人東三河後見センター ⑦手話・要約筆記 天の河 茶道かきつばたの会 ⑬地域福祉活動推進委員会 豊川ビジョンリサーチ コスモス

為当交流会 豊川断酒会 愛通研手話グループ豊川 健康体操と笑いヨガの会 シニアボランティア　シュークリーム 麻生田連区地域福祉活動推進委員会 ハピスマFamily こぶし会

茶屋ふれあいサロン 東三河家族の会 小坂井手話サークルたんぽぽ シャイニング・ウェーブ 手芸ボランティア美千草 桜町地区地域福祉活動推進委員会 八幡町美化グループ 駒の会

つるサロン 盲導犬ゼウスの会 小坂井手話通訳学習者の会 ニューモラルクラブ 食生活改善推進グループ 三蔵子校区地域福祉活動推進委員会 6.学術・文化・芸術・スポーツの振興 コンコン豊川

友遊サロン・ゆう 手話サークルいずみ ハートアンドケア たいよう 諏訪地区地域福祉活動推進委員会 葵ダンスクラブ 混声合唱団豊川コール・アカデミー

東名町いきいき会 手話サークルぶどうの木 For Youの会～笑顔をあなたに～ 特定非営利活動法人えがお 赤台サンデーコーラス さつきダンスクラブ

トラジの会 豊川市難聴・中途失聴者支援サークル 「イヤリング」 ハーラウ フラ マナピリ アロハ 特定非営利活動法人　Jump あったかハートのコンサート実行委員会 さわやか音楽会実行委員会

西小坂井ハートサロン 豊川手話サークルやじろべえ ⑫その他福祉に関する活動 特定非営利活動法人　ただいま・おかえり会 アンサンブルグループ・ゆうゆう 女性和太鼓　彩華組

「にじのへや」サロン 耳サポ　とよかわ 愛ＩＴクラブ 特定非営利活動法人ちぇるぼとてとりん 粋な仲間たち〜絆〜 伸開太鼓

萩サロン ⑧点字・点訳・音訳等 愛知県明るい社会づくり推進豊川地区協議会 特定非営利活動法人　てのひら 『今さら』劇団部 新婦人オカリナ・ピースバード

八丁ふれあいサロン 音訳グループ・つみき 愛知県健康づくりリーダー連絡協議会豊川支部 特定非営利活動法人　どんぐりの会 ヴァールサクソフォンカルテット すばるダンスクラブ

ひだまりサロン実行委員会 音訳ボランティアこだまの会 アンチエイジング・折り紙の会 特定非営利活動法人　パルク ウィンディアホールせせらぎ 体力メンテナンスバラボPark

6.学術・文化・芸術・スポーツの振興 わ太鼓「咲楽」 ボランティア本宮山の会 代田防犯パトロール地域見守り隊 13.子どもの健全育成 東部小校区子ども見守りたい わくわく玉手箱

たんぽぽコーラス 和太鼓　響（どん） 本野仲よし会 地域安全パトロール隊「ひらけごま」 赤小おやじの会 特定非営利活動法人　Tomonity 14．情報化社会の発展を図る活動

ＴＦＭ合唱団 和太鼓　颷 宮路山どうだんあいご会 中小校区防犯パトロール隊 アップルクラブ 特定非営利活動法人とよかわ子育てネット スマホくらぶハートフル

特定非営利活動法人パラダイス 7.環境の保全 大和の大いちょう・おたすけ隊 萩小学校区子ども見守りたい うりんこクラブ 豊川いのちと未来のネットワーク 豊川音声認識研究会

豊川親子合唱団たけのこ 赤塚山公園梅園剪定ボランティアの会 八幡桜を育てる会 八南安全パトロール 大きなかぶの会 豊川おやこ文化の会 17.職業能力の開発・雇用機会の拡充を支援 welcome！
豊川少年少女合唱団 上宿クリーンクラブ ランクス 平尾校区安全パトロール隊 音羽子育てネットワーカーの会 豊川市更生保護女性会 高齢者、障害者を生活支援する会

とよかわ吹奏楽団 エコ☆はじめの一歩 豊小学校を育てる会 お話好きなお母さん達の会
豊川市青少年育成ボランティア会
「天狗と仲間たち」

特定非営利活動法人青少年自立援助センター北斗寮

豊川人形劇クラブ 音羽川あいご会 お話玉手箱 豊川シュタイナー倶楽部 18.消費者の保護

とよかわ舞台公演実行委員会 音羽川の会      Let's おはなしなあに 豊川少年少女発明クラブ グループ小坂井

豊川朗読の会 国府東部フラワーボランティア 8.災害救援        enjoy! おはなしのとびら 豊川ステップアップキッズ グループ豊川

トロンボーンアンサンブル『響人』 御油松並木公園の会 一宮防災会 おはなしやさん 豊川・地域で共に生きる会 豊川市東部生活学校

なずなシアター 昆虫の会 スマイルプロジェクトYAMAMOTO おもちゃの図書館「びっくりばこ」
豊川東部小学校読み聞かせボランティア
「おはなしたんけんたい」 19.市民活動団体の支援

並木童謡会 桜元気広場ボランティア 隊友会豊川支部会 おやこおはなしの会 七人の爺っさん婆っさん達 おたすけシルバー隊

ハーモニカ.クラブ「ハミング」 桜町クリーン会 豊川防災ボランティアコーディネーターの会 ガールスカウト愛知県第101団 日本ボーイスカウト愛知連盟穂の国地区 特定非営利活動法人穂の国まちづくりネットワーク

東三河演劇祭実行委員会 佐奈川蛍の会 とよかわ防災ママ 10.人権擁護・平和の推進 国府東地区市民館おもちゃ病院 日本ボーイスカウト穂の国地区豊川第５団 豊川市ボランティア連絡協議会

ふるさと童謡の会 自然豊かな白川を愛する会 防災塾ライフボート ふらっと 小坂井おやこ劇場 八南小おやじの会 （令和３年6月現在）

豊毬友会 白鳥会 9.地域安全 ブルーリボン豊川 子育てネットワーカーあいち・東三河豊川支部 はっぴーたいむ

ほっとリーナ 為当ふるさとの森愛護会 赤坂小子ども見守りボランティア 11.国際協力 作本会 花うさぎ 💛Scan me!

穂の国ハーモニカファミリー豊川支部 手取山公園管理協力会 安全なまちづくり千両校区 公益財団法人　豊川市国際交流協会 三蔵子小学校読み聞かせグループ・「えん」 ひよこクラブ

御津町広石和太鼓育成会　御津童 特定非営利活動法人　佐奈川の会 一西防犯パトロール隊 豊川市国際交流協会　ラテンアメリカ部会 さんぽみち みと子育てサロン

麦の会 とよかわ里山の会 牛久保防犯会 12.男女共同参画社会の形成の促進 下長山防犯会 みと南おやじの会

夢の会 豊川の四季を愛する会 国府市民館安全パトロール隊 あいち国際交流はなのき会東三河ブロック すみれ絵本の会 南山スクールガード

流星会 豊川リサイクル運動市民の会 御油小学校交通少年団 親業くらぶ 代田っ子サポート隊 よんでよんでの会

和楽器むさし会 ニャンとかしまい豊川 三蔵子校区防犯委員会パトロール隊 東三にじの会・豊川 中部小学校校区会 Rakuhagu（らくはぐ） こちらのQRコードもご覧ください。

若羽流　若羽会 古宿さくら緑地ボランティア 三蔵子校区防犯ボランティア「三防会」 豊川共生ネットみらい 東中おやじの会 リトルビーズ


