
No. 団体名
活動
地域

会員
数

代表者名 活動・目的等

1 ボランティアグループ　さくら会 志摩市 15 和田　修五

見守り事業サービスや遠足介助など
社協事業への協力、障がい児者と中
学校交流会協力、福祉体育大会事業
への協力、伊勢志摩・里海トライア
スロン協力、浜島心身障害児者と保
護者会ゴミ拾いウォーキング協力、
さくら苑花壇整備

2 浜島音訳グループ　やまびこ 志摩市 7 濱口　きみ子

視覚障がいのある方へ、市の広報
誌、社協だより、志勢だより、議会
だより等を音訳し、CDに音声化をし
てリスナーに届ける。

3 ボランティア　いぬい会 浜島町 12 井上　ひろみ

生まれ育った町の美化と高齢者が元
気に過ごせるように見守り活動に協
力する。

4 浜島町元気かい 浜島町 10 山崎　博由

住民の健康維持増進と活動を通じた
相互のコミュニケーションの育成、
自らの意志に基づいた地域社会の向
上に努める。

5 ハッピーブレインクラブ 志摩市 7 上田　洋美
健康のための原理を伝え、体操や心
の持ち方などの練習と、人々の健康
の自立を促す活動。

6 清流会 志摩市 15 中野　弘子
高齢者の健康増進と認知症予防を目
的とする地域の環境美化。

7 大王傾聴ボランティア　あのね 志摩市 11 上田　洋美
施設、個人宅などお話を聴いてほし
い方のところへ出かけて、相手のお
話を聴く。

8 大王地区夢まちづくり委員会 大王町 14 中井　正洋
大王町の住民同士の交流や大王地区
の美化活動等を中心として、大王地
区のまちづくりに貢献する。

9 大王町音訳ボランティア　夕凪 志摩市 8 金田　美代子

視覚障がいを有する方々に、広報誌
などを音訳して提供すること。誰も
が等しく情報を得ることが目的。各
広報誌の原稿をもとにCDを録音し、
郵送する。

令和3年度　志摩市社協ボランティアセンター登録団体　　　　　　　

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、活動内容を変更・縮小または休止している団体もありま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和3年5月末現在）



10 大王民踊愛好会 その他 20 羽山　久美子

日々練習している民謡を、地域・介
護施設の要望に応じ楽しんでいただ
く。また元気な方々には、民謡をお
稽古していただき、身体を動かす機
会とする。他地域行事への参加。活
動地域：その他（大王町・阿児町）

11
地域しあわせ支援ボランティア
おひさま

大王町 12 羽山　伸
大王小学校児童への昼食の提供と居
場所づくり。（子ども食堂）

12 みえ防災コーディネーター志摩の会 志摩市 14 山際　峰生

防災学習の実施及び支援。防災講話
の実施。防災研修や避難訓練等への
支援・協力。救急救命講習会の実
施。防災展示などの防災啓発活動の
実施。災害ボランティア活動。

13 しま子育て応援団 志摩市 15 山際　嘉登

子どもの発達や育ちについての講演
会の開催、子ども向けイベントや
ワークショップの開催、講演会や検
診時のグループ託児。

14 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（環境保
全・整備など）。植木の剪定や花の
植替えなど。

15 志摩夢まちサポーターズ 志摩町 30 中井　啓二

海岸清掃、子育て中の親子交流、
桜・花壇の整備、道路清掃等の活動
をとおして地域の人々のつながりを
強める。

16 はまゆうサロン 志摩町 7 柴原　清義

ふれあいサロンを運営し、高齢に
なっても元気で生きがいを持ち、住
み慣れた地域でいきいきと暮らせる
環境を少しでも作る活動を行う。

17 傾聴こころ 志摩市 6 亀井　晴永

傾聴を必要とされる方のところへ赴
き、お話を拒否せずにありのままに
受け止めお聴きする。毎月1回定例会
を開催することで会員での情報共有
や勉強会等を行う。

18 アリス 志摩市 26 濵口　朱美

障がい者の自立支援活動(休日の過ご
し場の提供・仲間作り・閉じこもり
予防）。料理教室の開催、外出支援
など。

19 ぽこぺん その他 4 仁ノ平　由紀子

影絵、紙芝居、本の読み聞かせな
ど、子どもからお年寄りまで観客参
加型のコミュニケーションの楽しさ
を伝える。活動地域：その他（志摩
町、阿児町、磯部町）

20 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。



21 志摩視覚障害者福祉会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部 三重県内 25 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
チャーとして訪問する。

22 みえボランティア青年団体 youth SHIMA 三重県内 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
上記のテーマを目的に、地域間交流
や世代間交流等を行い、活気のある
まちづくりに取り組む。

23 うらじろ笑劇場一座　うらじろサロン 志摩市 8 仲谷　信子
高齢者の健康増進を目的に施設を訪
問し演芸する。

24 特定非営利活動法人　Peace　Design 志摩市 10 中田　ゆかり

障がいのある方や高齢者が犬猫を世
話することにより生きがいを感じて
生活できるよう支援を行う。
その他、余暇活動や趣味の充実を図
る。

25 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

26 伊勢志摩邦楽クラブ 三重県内 11 小口　恭子
福祉・介護施設での慰問活動やホテ
ル、旅館等で演奏を行う。

27 なでしこ会 その他 45 香川　裕行

邦楽教習、防災勉強会などを通じて
の地域福利活動
活動地域：その他（志摩市及び周辺
地域）

28 ＵＤ志摩 志摩市 34 前田　秋子

地域に住む身体の不自由な人や子ど
も、妊娠している人、外国の人など
の安心で安全な住みよいまちづくり
の啓発や推進活動

29 絵手紙グループ　ひまわり 磯部町 13 下村　加代子

独居高齢者・子ども・障がい者に絵
手紙にて、心の働きかけ。見守り事
業協力。独り暮らし高齢者に、絵手
紙を作成、発送作業。絵手紙教室。
介護施設・病院等で通年絵手紙の展
示。

30 志摩市磯部町朗読奉仕会さくらんぼ 志摩市 13 世古　朋子
広報などの文字情報を音訳（音声
化）し、CD版として視覚障がい者の
方に提供する。

31 志摩成年後見サポート 志摩市 6 大山　佳俊

地域やボランティア団体、社会福祉
協議会、老人ホーム等呼びかけ、要
請を受け出向き、相談会や出前教室
を行う。ボランティア交流会や老人
の交流会等の相談会を定期的に実施
する。成年後見人や保佐人、補助
人、成年後見監督人に就任して高齢
者や障がい者の方の生活を支援す
る。



32 手話サークルあいの会  志摩市 21 大矢　礼子

手話教室の開催。社協行事への参
加・協力。手話や聴覚障がいについ
ての啓発運動。学校等への手話の授
業を行う。

33 介護の会　なごみ会 磯部町 6 小林　タイ子

毎月介護者同士の交流を目的として
介護の会を開く。茶話会やレクリ
エーションや創作活動等で交流を図
る。

34 夏輝会 磯部町 8 稲葉　いつ子

地域活動の中で高齢者の見守り（安
心・安全）、機会が有れば子どもた
ちとの交流、又、転倒予防・認知予
防・声かけなどの活動をしている。
（サロン、勉強会等）

35 人形劇「たんぽぽ」 志摩市 5 田畑　ちさ子

子どもから大人まで音楽演奏（フ
ルート、サックス、ピアノ等）や人
形劇などを通して交流を持つ

36 のぞみ会 志摩市 11 前田　秋子

障がい者の社会参加支援や子育て支
援。ロードパーティーやツーデー
ウォーク、トライアスロン、福祉体
育大会、アイフェスタ等の障がい者
の参加支援。月1回調理実習等。


