
鳥羽市ボランティア団体　　　　　 社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会   更新日：2021/12/15

　登録の時期 氏　　　名 住　　　　　所 郵便番号 電　　話
1 ☆ 福祉奉仕団体はまゆう会 福祉介助、手伝い。ガイドボランティア（障がい者）。高齢者との交流。 平成4年5月4日 河原　雅代 鳥羽市大明西6-4 〒517-0023 090-3383-9085 24

2 療友会 高齢者に対する無料マッサージボランティア 昭和50年8月1日 勢力慶多郎 鳥羽4-937-8 〒517-0011 25-5137 21

3 ☆ 点訳・音訳奉仕グループつのぶえの会 市の「広報とば」等を音声化し、ＣＤにダビングしてお届けしている。 昭和46年3月1日 榎村より子 鳥羽市大明東町2-5 〒517-0022 25-1188 9

4 ☆ ボランティアグループなでしこ 障がい者、高齢者へのボランティア活動、リサイクル等 平成7年7月1日 藤本真理子 鳥羽3-15-12 〒517-0011 26-3374 15

5 鳥羽心をつなぐ親と子の会「海の子」 障がい者支援、レクリェーション活動 平成12年10月14日 浜口聡 鳥羽市桃取町272 〒517-0003
37-3306
090-3300-7434

44

6 ペンペン草 手話サークル、聴覚障がい者との交流、福祉活動 昭和50年3月1日 岩本治男 鳥羽4-4-10 〒517-0011 25-2573 21

7 ボランティアサークル「虹の会」 鳥羽東中学校生徒による、福祉、ボランティア活動 平成13年4月1日 山本敦仁 鳥羽市安楽島町1451-19 〒517-0021 26-5001 100

8 鳥羽高校ボランティア部 鳥羽高校生徒による福祉、ボランティア活動 平成17年4月1日
ボランティア部担当
者 鳥羽市安楽島町1459 〒517-0021 25-2935 8

9 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 伊勢志摩及び三重県内の旅行バリアフリー情報発信と相談窓口の開設 平成14年1月23日 中村元 鳥羽1丁目2382-13 〒517-0011 21-0550 84

10 ☆ 鳥羽動作法学習会おたまじゃくし 障がい児の動作訓練支援、レクリェーション活動 平成13年10月20日 金子直由 伊勢市御薗町上条１２３７－２ 〒516-0806 0596-35-0340 12

11 傾聴ボランティアあらしま 施設や個人宅を訪問して傾聴活動を行います 令和2年7月31日 田中建次 伊勢市浦口3-6-23 〒516-0062 0596-26-2663 080-8092-58431

12 長岡中学校文化・ボランティア部 相差町石神神社でのガイドボランティア、高齢者、福祉施設の訪問、地域清掃など 平成25年4月1日 橋爪勇樹 鳥羽市相差町1910 〒517-0032 0599-33-6024 11

13 傾聴ボランティア　白ゆり 施設や個人宅を訪問して傾聴活動を行います。 令和3年10月5日 藤原えり子 鳥羽市安楽島町1229-2 〒517-0021 0599-25-2639 1

給

食
14 ☆ 鳥羽市食生活改善推進連絡協議会 地域における食生活を通じた健康づくりの推進活動。 平成4年4月16日 谷本みつ子 鳥羽市大明東町2-5 〒517-0022

25-1146（健康福祉課健康係）
26-3215(自宅） 20

15 鳥羽マジック同好会 施設や地域の方々にマジックを披露し、楽しい一時を過ごして頂く事で交流を深める。 平成11年11月8日 上野美津子 鳥羽市岩倉町1144-47 〒517-0041　 25-2967 7

16 ☆ 鳥羽ガイドボランティアの会 鳥羽市各所の観光におけるガイドボランティア 平成12年12月1日 清水久行 鳥羽市鳥羽1-10-48 〒517-0022 25-1188(25-8255事務所) 15

17 鳥羽フオークダンス協会 施設訪問、フォ―クダンス指導による交流 昭和50年4月5日 中山光香 鳥羽市大明西町24-12 〒517-0023 25-5045 13

18 三つ島会 高齢者、障がい者への支援（廃品回収等） 平成9年5月1日 楠井文子 小浜町117 〒517-0015 25－4043 4

19 いちご（一期）の会 文化芸能を生かしたボランティア活動 平成15年4月1日 髙屋充子 鳥羽市鳥羽3-16-8 〒517-0011 26-3971 10

20 鳥羽古謡保存会 鳥羽の民謡などの踊りの伝承や、施設訪問活動 平成16年6月5日 藤本真理子 鳥羽市鳥羽3-15-12 〒517-0011 26-3374 29

21 フラ・オ・ナーモミ　ピリアロハ 施設訪問、フラダンスを通じての交流 平成16年9月1日 小久保三千代 鳥羽市池上町3-39 〒517-0012 090-2615-8514 20

22 久葵連 県内のイベントへの踊りを通じた参加、交流、福祉施設訪問 平成14年4月1日 野村卓司 鳥羽市大明東町2-5 〒517-0022 090-2575-3723 13

23 志州飛島太鼓 こども達の太鼓演舞を通しての施設訪問、地域活動活性化活動 平成21年6月1日 下村明美 鳥羽市小浜町205-31 〒517-0015 25-4711 20

24 鳥羽市民コーラスはまおぎ 合唱のための活動、地区イベントの参加、施設訪問ボランティア活動 平成3年5月1日 南川光代 鳥羽市白木町141 〒517-0043 25-4525 26

25 鳥羽市生活学校 廃食油によるリサイクル石鹸作り、環境改善活動 昭和44年4月1日 中村幸子 鳥羽市大明西町21-７ 〒517-0023 25-5913 14

26 ☆ P-smile　（鳥羽市民の森の未来を創る会） 鳥羽市民の森の遊具の手入れ、植栽、ヤギの散歩、清掃活動 平成18年6月23日 中野昌明 高丘町6-19 〒517-0022 25-6011 7

27 花いっぱい錦町通りの会 植栽、廃品回収等、街の美化活動 平成5年5月1日 鈴木いく子 鳥羽市鳥羽3丁目1-48 〒517-0011 25-2554 15

28 はなゆき 海上、海岸の清掃活動 平成17年4月1日 上田功 鳥羽市安楽島町1112-68 〒517-0021 26-5891 3

29 答志島旅館組合 答志島の環境美化、清掃活動 平成20年4月1日 中村泰久 鳥羽市答志町2137-3 〒517-0002 37-2065 10

30 NPO法人鳥羽リサイクルネットワーク 住民が住みよい環境でいるために市民が出す廃棄物の分別や環境維持を目的とした活動 平成18年10月23日 中村孝 鳥羽市大明東町2090-420 〒517-0022 25-9200 /090-7683-0139 23

31 季節料理　馳走 地域子ども食堂 令和2年6月1日 中川浩司 鳥羽市安楽島町350-1 〒517-0021 25-4320 1

32 とば地域子ども食堂ネットワーク 鳥羽市において子ども食堂を開設している方や、子ども食堂に関心のある方が交流し、
新規開設にむけての情報交換や運営に必要な研修を行い、相互に連携協力しています。

令和3年6月1日 濱口和美 鳥羽市大明東町2-5 〒517-0022 25-1188 10

33 相席キッチン
株式会社やまぶんと株式会社いやしの心の有志が介護施設で運営する多世代が”相席”する
地域食堂（≒こども食堂）の運営をボランティアで行います

令和2年10月28日 杉浦徹 鳥羽市松尾町321-1 〒517-0042 37-7190 3

34 ☆ 子育て応援！！ ０、１、２、３サークル 乳幼児の健全育成、育児相談、保護者の交流と相談の場 平成12年4月1日 山本道子 鳥羽市大明東町2-5 〒517-0022 090-7953-7066 11

35 鳥羽小学校スクールサポートボランティア 校内外の巡回や登下校指導の補助活動 平成14年4月1日 鳥羽市堅神町805-2. 〒517-0014 25-2120（鳥羽小） 26

36 鳥羽市国際交流協会 鳥羽市の特性を生かした国際交流活動を行い街のイメージアップに寄与する 平成6年4月1日 木田久主一 鳥羽市鳥羽３丁目１－１（市総務課） 〒517-00１１ 25-1105 40

37 ☆ 鳥羽おもちゃ病院 こどもの健全育成、リユース活動 平成23年4月1日 赤尾勉 鳥羽市高丘町5-29 〒517-002４ 25-5051 5

38 ☆ 鳥羽防災ボランティアほっと 鳥羽市の防災啓発、防災ボランティア活動 平成20年6月1日 奥田佐吉 鳥羽市大明東町2-5 〒517-0022 25-1188（鳥羽社協） 10

39 白滝さん どんぐり小屋の会 観光客の誘致・おもてなし、地域住民との交流の場や子どもたちに日本の文化、地域の文化を学ぶ教育の場づくり 平成25年3月30日 松本茂樹 鳥羽市船津町635-3 〒517-0045 090-3382-7079 13

40 鳥羽市観光協会 観光客の誘致、観光情報の発信、訪問客へのおもてなし、公共の施設にかかわること 平成28年5月10日 寺田　順三郎 鳥羽市大明東町1-7 〒517-0022 25-3019 6

41
日本赤十字社三重県点訳奉仕団
鳥羽点訳友の会ぽちぽち

小説、時刻表、ゴミカレンダーなどの点訳と配布。学校等からの依頼による
点字授業の開催。

平成23年4月1日 片岡紀子 鳥羽市河内町872-1 〒517-0044 25-1188 9

42 漁村と都市高齢者の結（ゆい）づくりチーム 都市部の高齢者で漁業に関心がある方と繁忙期の手助けをする離島の漁家を結びつける活動 平成28年2月8日 佐藤力生 鳥羽市答志町212 〒517-0002 070-1539-7704 4

43 ☆ T&Sファクトリー プラモデル作りをメインにテクニックや作る楽しさを発表する活動 平成31年3月31日 世古　透 鳥羽市鳥羽5丁目8-1 〒517-00１１ 090-2578-5954 18

44 ハートフルサポートかも 小学生の登下校の見守り 令和元年4月1日 東川楠靖 鳥羽市白木町124-1 〒517-0043 25-1188 6

45 パールライフ鳥羽　鳥羽市老人クラブ連合会 健康・友愛・奉仕活動 令和3年8月11日 小林千代太郎 鳥羽市浦村町186 〒517-0025 090-2610-6838 2233

46 KOKUSAI KIDS CLUB 英語の普及活動、ダンス、チャレンジ、英語のクラス。 平成19年4月1日 山本光子 鳥羽市大明東町17-11 〒517-0022 090-4113-4561 6

47 スマホ・パソコン等の相談窓口 スマホ・PC等の相談、内容によって可能な範囲での修理、ネット詐欺への対応助言、アプリサービス利用の手伝い等 令和3年10月19日 椎木　眞夏 鳥羽市安楽島町1045-16-6710 〒517-0021 090-4113-4294 2

48 鳥羽方言カルタ 鳥羽の方言を通じ郷土愛を深める活動 令和3年10月15日 小林千代太郎 鳥羽市浦村町186 〒517-0025 090-2610-6838 9

個人ボランティア 地域や福祉施設等で個人で活動するボランティア 随時登録 鳥羽市社会福祉協議会 鳥羽市大明東町2-5 〒517-0022 25-1188（鳥羽社協） 24

☆ 印は、鳥羽市ボランテｲア連絡協議会加入団体 ボランティアセンター登録団体数 ・・・・・・・48団体 総　　人　　数 3036 名
※ 印の人数は、昨年度報告の人数です。 鳥羽市ボランティア連絡協議会会員団体・・・・11団体 146 名

総人数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3036人　
個人ボランティア・・・・・・・・・・・・・・　24人
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＜注＞この人数については、のべ人数です
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