
No. 団体名
活動
地域

会員
数

代表者名 活動・目的等

1 かしまし会 浜島町 26 和田　智子 介護者同志や自分の介護に役立つ交流。

2 ボランティアグループ　さくら会 浜島町 16 和田　修五
見守り配食サービスや遠足介助等、社協事
業への協力。障がい児者と中学校の交流会
協力。

3 浜島音訳ボランティア　やまびこ 志摩市 7 濱口きみ子
視覚障害を有する方々に、広報文書などの
情報をデジタルによる音声化して、ＣＤな
どをリスナーに提供する。

4 ボランティア　いぬい会 浜島町 13 井上ひろみ
生まれ育った町の美化活動への参加と高齢
者の見守りサロン活動、町のイベントへの
協力をする。

5 ボランティアグループ　ねむの木 浜島町 8 今井　園子
高齢者の認知症予防と教室に参加すること
によって心身の健康を増進する。

6 浜島町元気かい 浜島町 10 山崎　博由
美化・清掃等町内の環境保全。浜島町の活
性化推進。

7 ハッピーブレイン倶楽部 浜島町 6 上田　洋美
脳体操、呼吸法、気功で体と心の健康づく
り、人と調和し、地球に役立つ勉強会や
ゲームをする。

8 ＮＰＯ　ネパール・マ・ジャニ その他 99 玉川　秀樹
地震被害にあったネパール山村の学校建設
と山の学校の子どもたちに学用品・衣類な
どの支援。

9 大王傾聴ボランティア　あのね 志摩市 15 山本　律子
話しを聴いてほしい方のお話しをお聴きす
る。

10 大王地区夢まちづくり委員会 大王町 14 谷口　耕一
大王地区の美化、町内住民の交流などを中
心として大王地区の町づくりに貢献する。

11 大王町音訳ボランティア　夕凪 志摩市 8 大東　多美子
視覚障がいを有する方々に、広報誌などの
印刷物を音訳化して提供する。

12 あやね＆ハーモニカ 志摩市 3 東岡　文子
童謡、懐かしの名曲等のハーモニカ演奏。
ハーモニカ演奏を通して楽しんでもらいた
い。

13 だんだらの会 大王町 12 川面さと子
ふるさとの楽しみ、観光への誘いを目的に
花苗の育成・木の管理などの活用。

14
筋トレ！！脳トレ！！
すこやかサークル

大王町 10 山本　玲子
介護予防を目的とした健康体操、レクリ
エーションなど。

15 しま子育て応援団 志摩市 14 千嵜　由貴子

子どもや大人の自己肯定感が程よく育ま
れ、健やかな成長・生活を推進するため、
講演会や出前授業等を行う。

16 志摩市民病院　患者の会 大王町 20 山本まい子
志摩市民病院の存在に感謝し、これからも
存続されるよう願い、できる範囲での支援
をしていく。
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17 大王町民謡愛好会 大王町 19 羽山久美子
日頃練習している民謡を地域・介護施設の
要望などに応じ、楽しんでいただく。

18 志摩夢まちサポーターズ 志摩町 35 中井　啓二
環境保全・整備、子育て支援等の活動を行
い、安全安心のまちづくりに寄与する。

19 はまゆうサロン 志摩町 9 柴原　清義
サロンを開催し、高齢になっても元気で生
きがいをもち、住み慣れた地域でいきいき
と暮らせる環境を作っていく。

20 ふれあい志摩 志摩町 16 竹内　藤代子
町内80才以上の独居老人への見守りを兼ね
たお弁当作り。

21 あゆむ会 県域 13 森下　時子
視覚障がい者のある方の移動支援、小中学
校へのガイドヘルプ講習等。

22 アリス 志摩市 20 濵口　朱美
障害者の自立支援活動(閉じこもり予防、仲
間作り、休日の過ごし場の提供等）。

23 いちごの会 志摩市 17 岡山　清子
地域行事への協力と市内の社会貢献事業の
協力と参加。

24 志摩視覚障害者福祉会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部 県域 27 小川　正次
社会参加とボランティアを目的に奉仕と障
がい者への理解を得るため、奉仕治療と学
校へゲストティーチャーとしての訪問。

25 藤若会 志摩市 9 森口　わか
介護施設に行き、民謡を楽しんでもらう。
日本の文化を民謡を通して後世に伝えてい
きたい。

26 みえボランティア青年団体 youth SHIMA 県域 3 安達　　誠
①子ども達に元気を　②若者に活気を　③
お年寄りに勇気をテーマに地域の活性化、
地域間交流等を行う。

27 ぷらっと家 志摩市 10 山本　寿絵 志摩市を子育てしやすい街にする

28 うらじろ笑劇場一座（うらじろサロン） 志摩市 13 中谷　信子
要望に応じ、核施設を訪問し、歌や踊りな
どを披露し、笑いと元気を共有する。

29 調理ボランティア 阿児町 20 森本　明美
見守り配食サービスが必要な方のためにお
弁当作りをしている。

30 おおきんなキッズクラブ 志摩市 30 東　　知恵
地域の子育てネットワーク構築と情報発
信、子どもの健全育成を目的として、交流
の場を開催。

31 特定非営利活動法人　Peace　Design 県域 43 中田ゆかり
動物愛護推進を通して障がい者、高齢者、
生活困窮者支援を行う。

32 なでしこ会 志摩市 58 香川　裕行
純邦楽教習、災害訓練などを通じての地域
福利活動

33 ＵＤ志摩 志摩市 30 前田　秋子
ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
啓発活動



34 磯部町ボランティアささゆり 磯部町 13 川口　紀代美 見守りの必要な高齢者の食事づくり。

35 絵手紙グループ　ひまわり 磯部町 15 下村加代子
ひとり暮らし高齢者に、絵手紙による心へ
の働きかけ。みまもり事業への協力。子ど
もや障がい者の方へも絵手紙体験など。

36 四季の会 磯部町 12 坂本ヒロ子 見守り配食サービスの弁当作り。

37 志摩市磯部町朗読奉仕会さくらんぼ 志摩市 12 世古　朋子
広報誌等の文字情報を音声化し、CDで視覚
障害者のリスナーに提供。

38 志摩市国際交流協会 志摩市 200 清崎　　博
地域レベルでの国際交流活動の推進。市民
相互の友好、国際感覚豊かな人材育成な
ど。国際化に対応できるまちづくり。

39 志摩成年後見サポート 志摩市 6 坂本　　恒
成年後見、遺言、相続の制度普及啓発、及
び高齢者や障害者の後見人等に就任して生
活を支援。

40 手話サークルあいの会  志摩市 21 前田　美恵子
聴覚障害者への支援（手話教室の開催、学
校等への手話の講演）。

41 介護の会　なごみ会 磯部町 7 小林タイ子
介護者同士の交流を目的に、茶話会やレク
リエーション、創作活動などを行う。

42 夏輝会 磯部町 7 稲葉いつ子
地域活動の中で高齢者の見守り、子どもた
ちとの交流を通して、健全な育成を考えて
活動している。（転倒予防教室、サロン）

43 人形劇「たんぽぽ」 志摩市 6 田畑ちさ子
幼児からお年寄りまで、音楽・人形劇など
を通して交流を行う。（楽器演奏、人形
劇、ゲーム、体操、クイズ、工作など）

44 のぞみ会 志摩市 20 前田　秋子
障がい者の社会参加への支援。子育中のお
母さんの支援

45 山田きらく茶屋 磯部町 20 西井　豊子
子どもからお年寄りまで世代を超えて交流
する場を提供する。

46 朗読の会　花笑み 志摩市 4 岡野　秋子
年に３回の朗読ライブの開催。市内におけ
る出前朗読の実施。


