とういん市民活動支援センター登録団体 一覧
No

団体名

令和２年３月３１日現在
活動目的（ミッション）

代表者

会員数

主な活動分野

結成日

1

東員点訳友の会

視覚障がい者の生活・文化の向上に役立つための情報並びに図書の
中村 なるみ
点訳、点字の普及等を目的とする。

27 健康、医療、福祉の増進

平成3年1月1日

2

朗読ひばりの会

視覚障がい者及び高齢者の文化の向上と、福祉の増進及び未来を担
小塚 良子
う子どもたちの読書活動に寄与する。

13 子どもの健全育成

平成1年4月1日

3

わくわくボランティア

地道に地域福祉を支え、高齢者の快適な生活環境つくりに寄与。町内
池田 文夫
在住の高齢の一人暮らしの方に配食サービスを行う。

15 健康、医療、福祉の増進

平成4年4月1日

4

東員町はつねの会

高齢者の心身の健康づくりに寄与する事、及び幼児・児童の心の育成
西本 智子
に寄与する事を目的とする。

11 健康、医療、福祉の増進

平成6年4月1日

5

子の会

今から13年前民生児童委員ＯＢ有志で結成したボランティア団体。民
生委員で培ったボランティア精神で、地域の高齢者や、子ども、障がい 藤田 法潤
者を対象に皆さんの役に立つようなボランティア活動を行う。

11 社会教育の推進

6

ＮＰＯ法人生ごみリサイクル思考の会

ごみゼロ社会の実現に寄与すること。

平山 茂司

7

ガールスカウト三重県第１２団

自ら考え行動することをモットーとし、社会に役立つ女性を目指す。

馬場 路子

8

東員町シニアクラブ連合会

「笑顔あふれる楽しい東員町シニアクラブ連合会」
①新たな仲間に呼びかけ多くの方に入っていただく。
②いつまでも元気で過ごせるように、積極的に健康活動に取り組む。
③いきいきとした生活を目指し、趣味、文化活動に取り組む。
④奉仕活動、世代交流を通じて、充実した生活を送る。
⑤行政や社協と連携し、それぞれの事業へ積極的に協力する。

伊藤 正

9

紫陽花倶楽部

中部公園を町の魅力ある公園にしたいとの思いから、人工の池「水景
苑」の周りに紫陽花を植え、育成、管理をしています。地域の住民だけ 伊藤 公一
でなく、この公園を訪れる人々にも美しい花を楽しんでいただく。

112 環境の保全

41 子どもの健全育成

2,137 健康、医療、福祉の増進

9 まちづくりの推進

平成16年7月1日

平成11年10月1日

昭和37年4月1日

平成20年4月1日

10 東員グラウンドゴルフクラブ

グラウンドゴルフを通じて会員相互の親睦を図ると共に健康増進に寄
与する。

11 長深文庫

子どもたちに絵本や児童書をたくさん読んでもらうことで親子のコミュニ
伊藤 環奈
ケーションをはかってもらう。

24 子どもの健全育成

昭和56年8月1日

非行や犯罪のない住みやすい町づくりのための支援活動をしていま
す。
・ミュージックベルの出張演奏・子育て支援のサポート活動。

丹羽 千賀子

11 子どもの健全育成

平成16年4月1日

13 社会福祉法人いずみ

障がいを持つ方々が住み慣れた町で生活できるように、また地域の
方々に障がいについて理解してもらえるようにサポートをしていく。

佐藤 秀子

11 健康、医療、福祉の増進

14 東員町ユニカールクラブ

①技術の向上
②健康維持
③会員間の交流

清藤 邦彦

20 興

平成18年4月1日

15 東員町障がい児（者）を守る会

町内の障がいのある者に対する基本的人権を守るための活動を行い、 （会長）
もって福祉の増進を図ることを目的とする。
林 孝夫

80 健康、医療、福祉の増進

昭和48年5月1日

16 東員健康づくりいきいき隊

「自分の健康は自分で楽しく作ろう。元気一番いきいき隊」を合言葉に
活動する。

12 健康、医療、福祉の増進

平成18年4月1日

17 北勢線の魅力を探る会

北勢線沿線の魅力を掘り起こし、多くの方が北勢線に乗って、この桑員
地域を訪れ、その良さに触れ、何度もこの地を訪れてくださることを促 近藤 順子
すことにより、桑員地域の活性化に寄与することを目的とします。

13 まちづくりの推進

平成15年6月1日

18 桑員バリアフリーの会

誰もが安全で自由に行動し、安心して快適に暮らせるやさしさの感じら
れる地域社会をめざしたバリアフリーのまちづくりに貢献していくことを 近藤 順子
目的とする。

12

員弁地区更生保護女性会東員支部
すずらんの会

22

文化、芸術、スポーツの振

平成20年1月1日

130 興

石垣 巽

近田 稔

文化、芸術、スポーツの振

三

9 健康、医療、福祉の増進

平成7年4月1日

平成3年7月1日

平成14年9月1日

19 劇団員弁川

高齢者の人達が一人でも多く参集できる会場へ出向いて、私たちの公
演を楽しみながら、来場した人達と交流を深める。合唱などを行い心身 川村 光男
の健康保持等にも貢献する。

10 興

20 東員陶寿会

髙柳 喜茂

20 興

中村 君子

10 興

平成22年4月1日

昭和56年4月1日

文化、芸術、スポーツの振

文化、芸術、スポーツの振

文化、芸術、スポーツの振

平成11年4月1日

平成1年4月1日

21 東員ペタンククラブ

ペタンクを通じ、健康増進を図る。

22 東員町障がい児者親の会

地域の方の障がい児者への理解と豊かな環境を作ることを目的として
います。会員の親睦と相互理解を深めるため、施設見学会、親子行
内田 雅代
事、バス旅行を行っています。

33 健康、医療、福祉の増進

23 手話サークルひばりの会

聴覚障害者の方たちと手話の基本から日常会話ができるように学び、
赤地 邦子
手話の習得を目標としています。

22 情報化社会の発展

平成6年4月1日

24 東員花卉くらぶ

東員町の「緑と花のあるまちづくり」の一環として、花の苗づくりや公共
施設への花の植え付け・育成管理を行い、町の美化に努め町民の
方々や仲間のコミュニティ作りに取り組む。

一色 と志子

15 まちづくりの推進

平成1年4月1日

25 ボランティアサークルわかば

地域行事への積極的参加し、地域福祉への理解に務める。

中川 潔

26 絵てがみカトレア

8 健康、医療、福祉の増進

平成3年4月1日

ひとり暮らしの高齢者世帯の方に絵手紙を作成し、描くことで自分たち
上原 君代
も楽しみ、届け先の方にも喜んでもらう。

7 健康、医療、福祉の増進

平成18年12月1日

27 東員町母子寡婦福祉会

町内に在住するひとり親家庭、寡婦相互の親睦ならびに福利厚生の助
長と、東員町における地域福祉の推進を担う団体として、関係機関との 永井 良美
連携促進を図ることを目的とする。

13 健康、医療、福祉の増進

昭和36年4月1日

28 バンビ

東員町で安心して子育てができる環境を作るために、多くの方と一緒
に各種事業に取り組む中から一人ひとりの繋がり支えあいながら楽しく 石崎 恵美
暮らすことができるまちづくりに資することを目的とする。

8 健康、医療、福祉の増進

平成10年10月1日

29 ＮＰＯ福祉ネットどんぐり

認知症&介護予防を目的にした活動を通じて、各々の地域の福祉に貢
服部 綾水
献できるグループを目指す。

7 健康、医療、福祉の増進

平成21年1月1日

30 東員パソコンクラブ

パソコン（タブレット、スマホ）及びインターネットを、便利に楽しく利用で
きるようになることを目標にしている。最新のIT技術も取り入れていつま
大島 潔
でも元気でわくわく楽しくをモットーに会員の多様な生涯学習継続の場
の実現を図る。

31 双葉会 太極拳

健康づくり、仲間づくりにより、健康寿命を延ばし社会に貢献する。

32 写遊人

定年後、自宅に籠り出かけることの少なくなった方々を戸外活動にお誘
小池 利隆
いして、楽しい充実した時間を過ごせるようお手伝いしたい。

14 興

平成22年4月1日

33 いずみの将来を考える会

社会福祉法人いずみが運営する施設に通所する利用者の将来の幸せ
を考え、地域社会で、より豊かな生活を過ごせるための諸事業を法人 浦田 規央
施設とともに、企画立案しながら支援することを目的としている。

50 健康、医療、福祉の増進

平成23年5月1日

34 桑員まちのファンクラブ

市民活動に関心のある人たちのゆるやかなつながりをつくることで、そ
川戸 由起
れぞれの人たちのざまざまな可能性を広げていく機会をつくること。

59 ＮＰＯ支援

平成15年4月1日

35 防災ネットとういん

災害ボランティアの普及・啓発・センター運営。
防災ボランティアの普及・啓発。
防災教育の推進。

川島 浩

36 東員ウォーキングクラブ

ウォーキングを通じ健康増進とまちの新たな魅力発見に資する。

中村 藤一

37 楽絵筆 【再】

美しいものを見て美しいと感じる心を養う。無心になって遊べる。色をぬ
るのが楽しい。野外で描くときはたくさん歩く。観察力が身につく。友達 加藤 八重子
の輪が広がる。

22

南部芙美子
立花 敏子

29 情報化社会の発展

平成23年3月1日

41 健康、医療、福祉の増進

平成23年3月1日

文化、芸術、スポーツの振

7 災害救援活動

58 健康、医療、福祉の増進

文化、芸術、スポーツの振

25 興

平成23年4月1日

平成23年4月1日

平成17年4月1日

38 コーラス「カナリヤ」

大きな声を出し、楽しく皆さんと一緒に歌うことは心のビタミンになり、健
半田 和子
康になって医療になるべくお世話にならないようにを目的としている。

39 東員太極拳

健康寿命を延ばすこと。呼吸法（腹式呼吸）により内面から丈夫な体作
り。
新井 泰子
筋肉を鍛えることで肩こり、腰痛予防、骨折や転倒予防、車椅子の生
活にならない健康維持をめざす。

シニア世代を中心に吹き矢を通じて『健康維持増進』と『融和と強調』を
40 楽吹塾（日本吹き矢連盟楽吹東員支部） 図ると共に、明るく元気に暮らせる地域コミュニティ創りを目的として活 伊藤 誠
動。

文化、芸術、スポーツの振

26 興

平成24年10月1日

9 健康、医療、福祉の増進

平成24年11月1日

28 健康、医療、福祉の増進

平成25年2月1日

41 美々会

諸々のイベントを通じて茶道の普及活動。敷居の高いお抹茶(茶道)を
少しでも気軽に誰にでも味わっていただく場を提供します。障がい者施 波多野真由美
設、老人ホーム慰問、お茶会を行い茶道の良さを知ってもらう。

24 興

42 東員障がい児者友の会

障がいの有無に関係なく、誰もが楽しく交流を図りながら、一人ひとり
の想いに寄り添い、繋がりあうことで、それぞれのペースにあった日頃 門脇 廣
の暮らしや将来の夢が実現されるまちづくりに寄与する。

25 健康、医療、福祉の増進

43 東員アンサンブルオーケストラ

管弦楽演奏を通じて地域音楽文化の発展に寄与する。

伊藤 孝昭

16 興

平成18年4月1日

44 東員ストレッチ練功

関節にストレッチ。手をかけながら正しい骨格を作り筋力をつけること
により、健康を維持する。

新井 泰子

14 健康、医療、福祉の増進

平成26年4月1日

45 憩いのひろば

町内外全ての方がいつでも自由に参加できるサロン、高齢者が毎日好
きなひ・時間に立ち寄り、気軽に話し合える憩いの場とし、元気で活き 瀧澤 徳重
活きとした生活を送れるシニアを増やす。

11 まちづくりの推進

平成27年3月1日

46 オカリナ合奏グループ「カンターレ」

オカリナ（楽器）の合奏を楽しみ、ボランティア演奏などで成果を発表す
伊藤 正
る。

9興

47 とういん無線通信ボランティア

個人的に無線技術の興味によって行う自己訓練、通信および技術的研
究を常日頃から行い、通信技術維持に努める。非常時にその能力を活
瀧澤 徳重
動につなげ、チームワーク育成のため1回/年グループの移動運用をす
る。

5 社会の発展 災害救援活

48 歌の出前とマジック ひまわり

歌うことで心に栄養を与え、仲間を募ってみんなで一緒に唱歌童謡、流
半田 和子
行歌を歌うことで元気になる。

6 健康、医療、福祉の増進

平成13年4月1日

49 いなべ市レクリエーション協会

地域住民の余暇生活の充実とレクリエーションの総合的な普及振興を
木下 裕美子
図り、健康と福祉の向上に寄与すること。

8 健康、医療、福祉の増進

平成10年4月1日

50 いのちの言葉プロジェクト

「いのちの灯り」を灯して、今の大切さ重さを伝えています。また人形劇
の上演や「ありがとうステッカー」を配布しながら、被害者や加害者にな 鷲見 三重子
らないように社会のルールを守ろうと伝えている。

10 人権擁護

平成25年3月1日

51 傾聴うさぎの会

老人介護施設などを訪問し、お話を聴かせていただくことを目的に活
動。

11 健康、医療、福祉の増進

平成29年2月1日

52 しゃくやく俳句会

俳句を作ることから、潤いのある生活を目指すとともに、自然を大切に
する気持ちを持ち続ける。また子供達にも俳句に親しむきっかけづくり 国枝 隆生
となることを目的に活動する。

11 興

53 民謡寿会

日本の文化である民謡を、三味線、尺八、太鼓、鉦の伴奏で唄い、皆
様方に楽しんでもらいたいと願い活動をしています。

14 興

54 環境学習サークルみえ（東員）

４種類の環境学習開催で、地球温暖化防止や省エネルギーそして環境
国枝 隆生
循環社会づくりを子ども達に伝えていく。

55 東員自然の会

・地域の野生生物の保護、観察、生育、再生、環境づくり、自然環境の
調査保全創成を目的とする活動
大谷 勝治
・行政、個人、法人などとの情報交流を図り、情報の共有や連帯により
豊かな地域「東員」の自然再生に貢献することを目的とする。

56 笹尾老人クラブ睦会

会員相互の親睦を図ると共に、健全にして豊かな生活の建設をはかる
田中 博直
ことを目的とする。

22

廣田 比富美

吉田 東四郎

文化、芸術、スポーツの振

文化、芸術、スポーツの振

文化、芸術、スポーツの振

平成25年4月1日

平成25年12月1日

平成25年4月1日

まちづくりの推進 情報化
平成28年2月1日

動

文化、芸術、スポーツの振

文化、芸術、スポーツの振

9 子どもの健全育成

18 環境の保全

121 健康、医療、福祉の増進

平成25年1月1日

平成14年1月1日

平成13年12月1日

平成29年4月1日

明治38年6月1日

57 YYフラ＆ウクレレグループ

フラやウクレレを通じて、皆が笑顔になれることや健康、仲間作りを目
的として活動。

58 手づくり大好きジュニアクラブとういん

編物、手芸作品など昔ながらの伝統あるものや、新しく取り入れたもの
を作る。子ども（小中学生）を対象に手づくりの楽しさ、完成の達成感を 川松 由喜子
味わってもらうことを目的に活動。

5 子どもの健全育成

平成29年7月1日

59 東員町観光振興会もっとあっぷとういん

東員町の地域振興。猪名部ジンジャーエールなどの特産品を開発し、
東員町をアピールする。

3 まちづくりの推進

平成29年4月1日

60 歌であいましょう

歌を通じた「仲間づくり、健康づくり」に役立つ活動をめざす。
四季折々の季節に寄り添った歌を歌うことで、気持ちの開放感に浸ると
共に地域仲間との連帯感を醸成する。活動内容には脳の活性化や誤 山邉 正悟
嚥等の防止に役立つ、手や指の軽い運動をはじめ効果的なメニューを
盛り込むなど、参加した意義の向上も合わせて図る。

61

井上 楠旺子

戸田 雅章

東員町での暮らしや将来について地域住民と共に考え、地域が持って
STUND UP TOIN ～なつかしい未来のた
いる力や魅力を発掘し、人と人とのつながりを大切にした魅力に溢れ 水谷 祐哉
めに～
た町を目指した活動をしていきます。

62 ＮＰＯ法人かけはし桑愛

桑名地域及び近隣地域の住民に対し、まちづくりの研究や活動に関す
る事業を行い、地域住民と行政のかけはしとなり地域や社会の多様な 平野 勲
ニーズに応えるまちづくりに寄与することを目的とする。

63 東員町をより良くする町民の会

東員町の町政、町議会の動きをわかりやすくするとともに、さらに住み
やすい町づくりの提言を行う。

64 ＪａＪａＪａ ＤＡＮＣＥ

文化、芸術、スポーツの振

52 興

文化、芸術、スポーツの振

68 興

4 健康、医療、福祉の増進

平成10年11月1日

平成29年10月1日

平成30年1月1日

13 まちづくりの推進

平成28年8月1日

9 まちづくりの推進

平成30年4月1日

ダンス経験のない方から、活動の中でステップアップしてくれているメン
バーまで、身体を動かして感情を表現する楽しさを知ること、ダンスの
パワーアップ、人前で表現する楽しさを知ること、運動不足解消、お仕 Ｙｕｉ
事後のリフレッシュなど、様々なことを体感できる場でいられることを、
JaJaJa DANCEの活動目的としている。

33 子どもの健全育成

明治38年7月5日

65 いなべ自然楽校

①地域資源を有効活用して物づくり（創造）を楽しむ。②潜在的な人的
資源を発掘・伸長する。③未来に繋がる人づくりをめざす。④コミュニ
ティを生み出し、地域を活性化し地域おこしへとつなげる。

49 まちづくりの推進

66 青春アートｉｎ

青春のあの頃に帰って「歌声喫茶」（アコースティックの集い）でギター
やオカリナ、ピアノ等の生演奏と共にフォークソングを中心に皆で楽しく
村上 文男
歌ったり、他サークルとの交流を通じいつまでも若々しく元気で過ごす
ことを目的に活動。

4興

・地域の暮らしの中にある先人の知恵の研究と調査をすることにより、
異世代間の交流を図り、次世代につなぐための情報の共有化を目指
す。
・大社祭のパンフレットの作成。

6 まちづくりの推進

67

生活哲学学会
三重サテライト 「蔵・らぼ」

68

フィ・フラ・オ・レイアロハ 東員カヒキナ教
仲間と一緒に踊る楽しみと健康の為活動している。
室

早川 進治

出口 省吾

南部 浩江

近田 明子

文化、芸術、スポーツの振

文化、芸術、スポーツの振

16 興

０１８／５

平成29年2月1日

平成29年12月1日

平成24年4月1日

69 東員町世話やき人 はっぴいラボ

地域のキズナ・お互い様というよき慣習が希薄になってきた今日、少し
奥手な最近の若者気質を慮り、そんな若者の背中をそっと押す一人で 南部 浩江
も多くの方に「幸せを発見」していただく、お節介な活動を行う。

4 まちづくりの推進

70 ☆ＳａＬｕＤ☆（サルー／乾杯）

地元老人会やデイサービス等で定期的にボランティア演奏会を開催
し、一緒に歌うことで脳を刺激し、心を元気にすることを目的とする。

近田 稔

7 健康、医療、福祉の増進

平成30年7月1日

71 木曜クラブ

健康維持。コミュニケーション

松下 祝勇

16 健康、医療、福祉の増進

平成30年7月1日

72 絵てがみ

絵手紙を通して友達になり、楽しく書く時間を過ごす

中村 志づ子

5興

平成22年4月1日

73 内田流 日舞

日舞で体を動かすことにより、いつまでも健康でいきいきと地域で暮ら
していくために活動しています。

種村 みのり

5 健康、医療、福祉の増進

令和2年10月1日

74 東員俳句会

俳句の勉強と共に、仲間作りや情報交換

二宮 由美

75 みらいへのいっぽ

多世代交流、地域コミュニティづくり、子どもの居場所づくり
「孤食を防ぐ」「食育」「コミュニケーションの場所」

笹岡 余史子

22

文化、芸術、スポーツの振

11 社会教育の推進

4 子どもの健全育成

平成28年10月1日

昭和51年3月1日

令和2年12月1日

