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音訳もみじ会 会員数 12名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1995年 12月 

活動日時 
勉強会：奇数月第 4土曜日 13:30～15:30 活動場所 中央図書館会議室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
目の不自由な方のための対面朗読と録音図書作成。 

奇数月 1回講師による勉強会を行う。 

 

上さぎ朗読の会 会員数 12名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1982年 10月 

活動日時 
毎月第 1土曜日 10：00～12：00 活動場所 上鷺宮 2丁目集会室 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

みんなで仲良く楽しくをモットーに朗読に関する勉強を続け、子どもたちを中心に地域の人々に役立つ奉仕活動をする。

朗読発表会に参加。区内の文化活動に役立つことを考えている。 

 

上高田朗読グループ 「ゆりの会」 会員数 6名 

連絡先 岡見 初音 ホームページ 
 

電話 03-3386-0604 FAX 03-3386-0604 設立 1995年 8月 

活動日時 
毎月第 2、4水曜日 13:30～15:30 活動場所 上高田区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

月 2回の勉強会と朗読を生かしたボランティア活動。中野区内の朗読の会合同発表会に参加。 

 

さぎのみや朗読の会 会員数 9名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1980年 

活動日時 

勉強会：毎月第 2、4火曜日   

お話し会：毎月第 1、3土曜日  

しらさぎホーム：毎月第 3火曜日 

活動場所 
鷺宮区民活動センター、鷺宮図書館、しらさぎ

ホーム 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 

朗読技術の向上を図ると共に、学習を生かして地域に密着したボランティア活動を行う。勉強会、図書館のお話会読み

聞かせ、高齢者施設での朗読や読み聞かせ。 

新井朗読サークル「鈴の会」 会員数 7名 

連絡先 佐藤 千恵子 ホームページ なし 

電話 03-3386-2061 FAX 03-3386-2061 設立 1980年 4月 

活動日時 
毎月第 1金曜日、第 4月曜日ほか 活動場所 新井区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
目の不自由な方や高齢者の方のため、病院、食事会などの対面朗読。地域ニュースのテープ作成。 

５、朗読・音訳 
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中視協 声ネット 会員数 21名 

連絡先 平賀 万知子 ホームページ なし 

電話 080-3025-8773 FAX 03-3382-3855 設立 2007年 4月 

活動日時 
勉強会 年 5 回、公刊（公報紙）音訳録音 17 回

（毎月 1回、年 5回） 
活動場所 スマイルなかの 5階、中野区産業振興センター 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 
視覚障害者のために公刊（ないせす、区議会だより）・情報紙の音訳録音、向上のための勉強会。 

 

なずな会テープライブラリー 会員数 10名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1978年 9月 

活動日時 
月 3～4回 曜日は不特定（土日祝は無し） 活動場所 中野 2－29－15 サンハイツ中野 309号 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

全国の視覚に障害のある方に、新聞・雑誌の情報や図書をカセットテープに録音してお送りしています。デイジー版ＣＤも

一部発行しています。 

 

鍋横朗読の会やまびこ 会員数 12名 

連絡先 斉藤 薫子 ホームページ なし 

電話 03-3381-1626 FAX 03-3381-1626 設立 1991年 4月 

活動日時 
勉強会：毎月第 2、4金曜日 10：00～12:00  

お話会：第 3木曜日 15:00～16:00 
活動場所 鍋横区民活動センター、宮の台児童館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 

朗読勉強会、児童館でのお話し会、地域ニュース「鍋横かわら版」の音訳テープ作成。 

 

‘８２沼袋朗読の会 会員数 6名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ 
 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 1982年 3月 

活動日時 
図書館：月 1回水曜日 15:30  

友愛ホーム：月 4回水曜日 10:30 
活動場所 江古田図書館、友愛ホーム 

会員募集 している 会費有無 なし 

活動内容 

図書館：絵本読み聞かせ、紙芝居 友愛ホーム：かみしばい、歌をうたったりおしゃべりをします。 

たんぽぽの会 会員数 6名 

連絡先 中野ボランティアセンター ホームページ なし 

電話 03-5380-0254 FAX  設立 2010年 3月 

活動日時 

毎月第 3月曜日 サロンたんぽぽ 

毎月第 2火曜日 朗読練習 

地域交流会（紙芝居＆茶話会） 

活動場所 若宮高齢者会館 

会員募集 応相談 会費有無 あり 

活動内容 
紙芝居・朗読を通して大人も子どもも楽しめる交流会を開催しています。ボランティアのやさしい心を大事にしています。 

５、朗読・音訳 
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大和朗読の会 会員数 15名 

連絡先 船山 芙佐子 ホームページ 
 

電話 03-3337-3824 FAX 03-3337-3824 設立 1990年 4月 

活動日時 
学習日：毎週木曜日午前 活動場所 大和区民活動センター 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
視覚障がい者の方の依頼に応じて、録音テープを作成したり、本等の対面朗読、老人施設、小学校、児童館、保育園で

の読み聞かせや紙芝居を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

野方朗読の会 会員数 22名 

連絡先 平井 正信 ホームページ  

電話 03-3330-1876 FAX 03-3330-1876 設立 1998年 3月 

活動日時 

第 1金、第 2火・木・金・土曜日、第 3、第 4金曜日 

計 7日 
活動場所 

野方区民活動センター、浄風園、野方図書館、

北原児童館、グループホームおさたけ 

会員募集 している 会費有無 あり 

活動内容 
特別養護老人ホーム、北原児童館、野方図書館及びグループホームにおいて月１回の朗読奉仕活動を行っています。

良い本を声を出して読むことが大切だと考えています。 

５、朗読・音訳 


