
【あ】 ＡＩ・ＡＩ 草津今村組

アイ・コラボレーション 草津エコー

あかるくする会 草津おはなし研究会

アクタレーズ 草津音訳グループ　さざなみ

atelier タッチ 草津家族療法研究会

あゆみ会 草津クワイア

あゆみの会 くさつ健・交クラブ

α‐工房「くさつ」 草津健康太極拳・気功クラブ

アンサンブル・フィアート 草津市学童軟式野球連盟

いきいき百歳体操　虹 草津市環境・福祉推進グループ草津ほほえみの会

育児サークル　こいぬクラブ 草津市観光ボランティアガイド協会

いたち 草津市健康推進員連絡協議会

いのちとからだの学び会　滋賀HALサークル 草津市更生保護女性会

生命の貯蓄体操普及会　草津連絡所 草津市国際交流協会(KIFA)

WITH 草津市子ども会指導者連絡協議会

ウエーブかさやま 草津市消費生活学習会

歌のサロン 草津市心身障害児者連絡協議会

美しい湖国をつくる会　草津支部 草津市精神障害者家族会（ひまわりの会）

NSファミリー 草津市21世紀文化芸術推進協議会

老上おしゃべりボランティア 草津市母親大会連絡会

老上西農業合校 草津市BBS会

老上ふれあい農業合校 草津市ファミリー・サポート・センターファミサポキャラバン隊

おうみおもちゃ病院 草津市ボーイスカウト協議会

淡海ジュニアフィールド 草津市ボランティア連絡協議会

おうみ犯罪被害者支援センター 草津塾

近江歴史回廊倶楽部 草津手話サークル すずらん

大路囲碁クラブ 草津手話サークル「つばさ」

おしゃべりボランティア笠縫 くさつ女性の会

音羽菊女治会 草津市立水生植物公園みずの森ガーデニングボランティア

小野山麺くいの会 草津吹奏楽団

おやじの会 草津ダンス道場

オリーブ 草津てるてるクラブ

音楽劇団ミュージカルパーク 草津でホタルを楽しむ会

【か】 ガールスカウト滋賀県第2団 草津手をつなぐ育成会

外国籍住民自立就労協会 草津点字グループ「あゆみ会」

花架拳 草津ビデオクラブ

拡大写本てくてく草津 草津ピラティスの会

かねのもり　リズムサークル 草津福祉の杜

カルチャーサロン寛裕塾 草津平和委員会

環境ボランティア草津湖岸コハクチョウを愛する会 草津迷術会

木川たんぽぽ 草津モラロジー事務所

「着物を着る習慣を作る協議会」滋賀支部 草津要約筆記サークル「ぴーなつ」

キャロット・なでしこ 草津・栗東おやこ劇場

きらら 草津05倶楽部

きららクラブ 草津ワイズメンズクラブ

吟詠会 草の根劇場　劇団「かいつぶり」

琴城流大正琴青松会 くつろぎヨーガ

金木犀 グリーンハイツ　南一歩
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グリーンヒル･ボランティア･グループ「泉」 渋川ビオトープの会

グリーンプロジェクトびわ湖 渋川まちづくり西地区協議会

グループ　ともしび ジムポップ

グループホーム・ケアホーム　ゆかの里 ジャズダンスクラブ南十字星

車椅子レクダンス普及会　アルカディア支部 十字法太極拳矢倉サークル

ケアステーション一歩 十禅寺川の景観を良くする会

健康いきいきエアロビクス 酒･味･湯の会

健康体操自彊術（南笠東） 手話サークル 「おたまじゃくし」

Kokua 手話サークル びわ湖

湖水会 循環型社会創造研究所えこら

コスモス 生涯啓発

コスモス　(卓球) “咲”－Creazion

コスモスの会 少年少女合唱団　「星の子」

子育て支援グループ　はな・はな 抒情歌サークル 「紫苑」

子どもくらぶ 「たんぽポ」 女声合唱　コール・ソーレ

NPO子どもネットワークセンター天気村 新日本婦人の会　草津支部

湖南ギターアンサンブル Sympathy

湖南農業あおばなで染める会 水墨画同好会

「湖帆の郷」を語る会 Stardust

混声合唱団　草津カンタービレ スポーツネットワーク

コンセール・クランテーヌ スマイル

【さ】 サークル ひよこ すまいる

桜ヶ丘環境ボランティア すみれ会　VHグループ

桜プロジェクト 「われら活動隊」 草湖ボランティアグループ

ザ・セブン 【た】 大正琴ボランティアグループ　メルシー

里のえほんや　ほたるぶくろ 宅老所　心

サプライズ・クックス たけのこ会

さらさあよ 玉川学区子育て応援団ネットワーク

三大神社（藤古木保存会） ダンスサークルひまわり

GH北町缶ボラ隊 たんぽぽ

滋賀医大病院内ボランティア 地域再生研究センター（RIREG）

滋賀いのちの電話 チーム一滴

滋賀クローバーの会 Cembalo　Salon

滋賀県健康福祉会 朝鮮文化を考える会　チング

滋賀県社会就労事業振興センター つむぎ会

滋賀県生涯学習インストラクターの会 ディフェンス　

滋賀県脊髄損傷者協会 ティンカーベル

滋賀県土地建物調査センター 手作り紙芝居 「ぴょんた」

滋賀シュタイナーこども園そら Teddy Bear 

滋賀自立生活センター 点字つばさの会

しがファミリーネットワーク 天然自然社Seisui

ΣSpirits Jazz Society 2016 灯心草舎

自主学習グループ・レインボー 常盤すみれ会

自主防災防犯研究会 土曜大工サロン

自然の恵み とらいあんぐる

SHIPS　多文化共生支援センター  D.Live

志津南緑化ボランティアの会 【な】 菜の花

篠笛を吹く会 「草の音」 NALC　びわこ湖南 「ふあふあ」
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西一町づくりボランティア　オアシス 美音の会

日本ブラジルゆーあいネット ミュージックセラピーオンタイム

日本民謡八祥会 民謡愛好会

年金者組合 メサイア合唱団

North　Wind　Generate　Club メロディーキッズ・ピッコロ

野村南町カトレヤ 【や】 矢倉囲碁同好会

のんたんひろっぱ 矢倉銭太鼓同好会

【は】 ハート＆ライト 八千代ほほえみの会

ハーモニカクラブ四季 山田たんぽぽ

パソコンひろば 山田なごみの会

ぱそらぼ やわらぎ会

鳩が森ボランティアグループ ユウ・アンド・アイ

母と子のいのちを守る会　草津支部 游糸会

ハワイアンバンド　ブルーレイク　スターズ ゆうネットくさつサポーターの会

ピーマン「絵手紙」 夢街道「あいさつ通り」推進友の会

ヒッポファミリークラブ よし笛同好会

ひばり気功の会 【ら】 ラッコ＆イルカ

ひまわり健康体操クラブ　 リージョナルビジネスクリエイト

平井元町地域安全パトロール LOONEEBOO　るぅにぃぶぅ

びわ湖エコアイディア倶楽部 朗読サークル「ひだまりの会」草津教室

NPOびわ湖環境 ローズランド

びわこてらこや 若竹会　若竹作業所

NPO琵琶湖ネット草津 【わ】 わくわく健康まーじゃん

琵琶湖博物館「はしかけ」

琵琶湖博物館「フィールドレポーター」

Field　of　Dreams

Vカトレヤ

福祉なかまの会

福ふくゼミナール

フリーク

フリータイム

ふるさと玉川「民具を照らす会」

ふるさと「矢倉」風景の記憶絵プロジェクト

故郷を大切にする会　（ふるさと会）

ホームママ

墨遊会

ほっこりヨガ

ほっとケアまほろば

ホッとサロン・ひだまり

ほほえみ会

ボランティア「たんぽぽ」

【ま】 待コミュニケーション

ま・のん・とろっぽ　

マロンコーラス

マンポのとなり

南笠東市民センター囲碁クラブ

南笠飛翔楽鼓隊

南草津団地ボランティア草の根会
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