
No 団体名 活動目的（ミッション） 活動内容 代表者 会員数 会費 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
図書の点訳、点字の普及等を目的とする。

毎週火曜日10：00～12:00 パソコン点訳勉強会。
毎週金曜日10:00～12:00　東員町ふれあいセンターにて例会。
月一回　日曜日 13:30～16:00  いなべ市北勢福祉センターにて
例会。点訳実績　年間622冊。点訳指導、特殊な点訳、点字教室
開催。啓発イベントに参加。

中村　なるみ 24 200円/月
健康、医療、福祉
の増進

1991/1

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。未来
を担う子どもたちの読書活動に寄与する。

定例会：毎月第2・3木曜日/勉強会：読み聞かせ本決定後に練
習、勉強/録音テープ制作（広報とういん（毎月発行）/社会福祉
協議会だより（年4回） /図書館にて読み聞かせ：毎月第2・4土曜
日/子育て支援：子育て支援ｾﾝﾀｰ月１回　/朝の読書：東員町内
小学校で開催。/訪問読み聞かせ：東員町内の保育園・幼稚園・
小学校で開催。

小塚　良子 14 1000円/月
子どもの健全育
成
福祉の増進

1989/4

3 わくわくボランティア
町内在住の高齢の一人暮らしの方や高齢者に喜んでもらいた
いと配食サービスを行っている。

毎週金曜日に町内在住の一人暮らしの方や高齢者に配食サー
ビスを実施。
年間約50回程度40人に手づくり弁当を配達している。

池田　文夫 18 2000円/年
健康、医療、福祉
の増進

1992/4

4 東員町はつねの会
高齢者の心身の健康づくりの一環に寄与する事、及び幼児・
児童の心の育成に寄与する事を目的とする。

定期的に学習会を開催し学校・子育て支援センター・高齢者福
祉施設を主として訪問、紙芝居を中心に、訪問先に応じてレク
レーションを計画、実施。

吉田　幸子 8 -
健康、医療、福祉
の増進

1994/4

5 子の会
２００８年に民生委員OB有志で結成し、障がい者や高齢者を対
象にボランティア活動を実施。

いずみ作業所、ふれあいセンターの草取り及び花植え。/布ぞう
り作り、こけ玉作りの講習。/紙芝居、英語で遊ぶ、を実施。

藤田　法潤 6 1000円/年 社会教育の推進 2008/1

6
特定非営利活動法人
生ごみリサイクル思考の会

生ごみ堆肥化を核として推進し、ごみ減量に取り組む。

生ごみ堆肥化事業：一般家庭では堆肥化の一次処理、堆肥舎
で完成させている。　　協力家庭は約308世帯　令和3年4月～東
員町給食センターの残渣も堆肥化
ごみ減量啓発活動：エコクッキング教室等を開催。

平山　茂司
個人84
法人  6

個人1200円
法人10000

円/年
環境の保全 2004/7

7
一般社団法人
ガールスカウト三重県第１２
団

少女と若い女性の可能性を最大限に伸ばすこと。

基本第1・第3日曜日に東員町文化センターを拠点に活動をして
います。①4/29　入団式　②田植え体験　③ウオーターバッジ
SDGsについて④ 災害について学ぼう。お月見会、キャンプ、野
外活動。他にも、イオン東員でのPRイベントや赤い羽根募金な
どの社会貢献活動を行っています。

馬場　路子 43 2000円/月
子どもの健全育
成

1999/10

8 東員町シニアクラブ連合会 いつまでも元気でいるために楽しくクラブ活動を行う

活動促進事業：シニアクラブ活動の活発化事業・健康づくり・生
きがいづくり事業（ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会、文化作品展、福祉・芸能大
会等）・若手高齢者組織化事業：地域の担い手づくり（ｼﾆｱカレッ
ジ、ｼﾆｱいきいきｻｰｸﾙ）　・体制強化事業：県老人ｸﾗﾌﾞ事業への
参加、交通安全、振込詐欺対策、奉仕作業　・会員交流事業

伊藤　正 1,944 180円/年
健康、医療、福祉
の増進

1962/4

9 紫陽花倶楽部
中部公園の池の周りに紫陽花を植え、魅力ある公園にする。
地域の住民の方だけでなく、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。

活動日 ： 2月～11月　第1、3木曜日　8時～10時
作　業 ： 2月～3月施肥、3月～11月草取り、7月～9月剪定
イベント ： 6月　挿し木体験　　9月　植え付け体験

伊藤　公一 6 － まちづくりの推進 2008/4

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。

毎週木曜日9:00～11:00に多目的グランドで練習を行う。
クラブ大会（年3回）開催、町民大会（新春・春・秋）。

石垣　巽 98 2500円/年
文化、芸術、ス
ポーツの振興

1995/4

11 長深文庫
絵本で親子のコミュニケーションをはかり様々な価値観を共有
しています。

毎週日曜日9：00～10：00に長深公民館の図書館で文庫本の貸
し出しを行う。

伊藤　環奈 23 500円/年
子どもの健全育
成

1981/8

12 すずらんの会
近隣の市町（東員町含）のイベント、学校・幼稚園・支援セン
ター・介護施設・老人会・ボランティアとの交流・行事でミュー
ジックベルの出張演奏をします。

毎月第2火曜日13:30～定例会、毎月第1木曜日10:00～12:00
ミュージックベル練習。東員町内幼稚園や子育て支援センター、
学童保育所等でミュージックベルの出張演奏

丹羽　千賀子 11 1000円/年
子どもの健全育
成
福祉の増進

2004/4
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13 社会福祉法人いずみ
障がいのある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。

障がいのある方々の活動補助や外出活動に同行して一緒に楽
しむ/いずみ文化祭（年1回）・クラブ活動（年6回）でのお手伝い/
令和3年度は12月に展覧会（文化センター）・TOINあーちでの活
動補助（散歩、缶つぶしやゴムのバリ取りの補助）/月に10回程
度・創作や音楽のレクリエーション活動の補助/月に1回程度

山本　憲治 12 -
健康、医療、福祉
の増進

1991/7

14 東員町ユニカールクラブ
①会員全体の健康維持および交流を図る。
②他団体との交流を図り、視野を広げる。

毎月第1・3月曜日、午前 9:30～11:30東員町体育館にて練習＆
試合。対外（県内外）試合への参加。

向　博司 14 1500円/年
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2006/4

15
東員町
障がい児（者）を守る会

障がいのある人もない人も、ともに明るく希望を持って暮らして
いける社会の実現のために活動をしています。

いずみ作業所やサポートハウス「ふらっと」などと連携して障が
い児（者）の学習活動、地域生活の支援を行っています。例年、
保護者交流会（学習会）、ふれあいの会（バス旅行）など開催。

三林　孝夫 50 －
健康、医療、福祉
の増進

1973/5

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。

毎月第2金曜日に東員町保健福祉センターで定例会。わくわく
フェスタ、大台町、いなべ医療介護フェスなど他団体と交流。フレ
イルサポーターとして活動実施中。東員町の民話と史跡を巡る
いきいきウォーキングを企画し対象コースと民話史跡を明示した
MAPを作成。

近田　稔 11 1000円/年
健康、医療、福祉
の増進

2006/4

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。

毎年、北勢線沿線ウォークを企画して開催。いなべの八十八ヶ
所めぐり。第32回北勢線の魅力を探る「六把野井水と自噴井」
※コース撮影動画をYouTubeで紹介。CS秋冬オープンわくわくま
ち発見など

近藤　順子 13 － まちづくりの推進 2003/6

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
献していくことを目的とする。

毎月第3月曜日に定例会。小学校でユニバーサルデザイン（Ｕ
Ｄ）出前講座（講義と車いす、アイマスク体験）開催。ＵＤ啓発事
業（とういんわくわくフェスタ参加等）やＵＤ学習会参加。

近藤　順子 9 1000円/年
健康、医療、福祉
の増進

2002/9

19 東員陶寿会
陶芸を通して東員町の文化発展に貢献すると共に会員の健康
維持をはかり豊かな生活を送ることを目的とします。

毎月第2木･金曜日・第4木曜日　9:00～16:00 総合文化センター
で作品作り。各種陶芸展出品。小学生の陶芸教室の開催。東海
伝統工芸展（入賞）

髙柳　喜茂 21 1500円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

1989/4

20
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、親子行事、バス旅行を行う。

会員(地域の方の障がい児者）の親睦と相互理解を深めるため
施設見学、親子行事、バス旅行と学習会を行い、社会福祉法人
いずみの諸行事に協力し、この会の目的を構成するために必要
な活動を行う。

内田　雅代 27 2000円/年
健康、医療、福祉
の増進

1981/4

21 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、手話の習得を目標としています。災害時や街中で困っ
ていた時に少しでも役に立ちたいと思い活動。

毎週水曜日 9:30～12:00 笹尾コミュニティセンターにて勉強会等
を実施。

赤地　邦子 26
入会時
1000円

情報化社会の発
展

1994/4

22 絵てがみカトレア
描くことで高齢者の私たちも楽しみ、届け先の方にも喜んでも
らうように取り組む。

毎月第3水曜日13：30～15：30、ふれあいセンターにて、わくわく
ボランティアの弁当に添える絵手紙を作成。

上原　君代 6 葉書代実費
健康、医療、福祉
の増進

2006/12

23 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、関係機関との連携促進を図ることを目的とする。

シングルペアレントふれあい交流会、母子・寡婦交流会など実
施。三重県母子寡婦福祉連合会事業への参加。

永井　良美 12 500円/年
健康、医療、福祉
の増進

1961/4

24 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。

毎月第１火曜日に定例会開催。「行政等からの依頼による託児」
「子育て支援ネットの活動」「離乳食教室の託児」

石崎　恵美 8 100円/月
健康、医療、福祉
の増進

1998/10

25 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
福祉に貢献できるグループを目指す。

歌声喫茶（月１回）、フォーク酒場（11月）、介護予防講座 服部　綾水 7 -
健康、医療、福祉
の増進

2009/1
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26 東員パソコンクラブ

パソコン及びインターネットをどなたでも、便利に楽しく、毎日の
生活の中で利用できるようになることを目標にしております。最
近のIT技術も取り入れていつま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っていきま
す。

毎月1回水曜日・土曜日13：00～15：00　ふれあいセンターにて
活動（①月一回ふれあいパソコンカフェ➁毎月例会）パソコン持
参で、利用技術習得や作品作りを実施。小学生プログラミングを
行う。パソコン、タブレット、スマホの活用スキル向上。東員文化
祭に作品を出展。

大島　潔 23
300円/

例会参加毎
情報化社会の発
展

2011/3

27 太極拳　双葉会
心身の健康を維持し、健康寿命を延ばすことと仲間と楽しく、
社会に貢献できることを目的として活動しています。

毎月第1・3木曜日9：00～12：00　第2・4火曜日13：00～17：00
東員町商工会館で太極拳を行う。春・秋は中部公園でも行いま
す。

作山　秀一 45 500円/月
健康、医療、福祉
の増進

2011/3

28 写遊人

１撮影会などの戸外活動により健康維持を図る（健康管理）２
参加者同士のコミュニケーションの発展（孤立化防止と自己啓
発）３趣味人として撮影を通じて世帯間を超えた情報交換を行
う（新旧情報交換）４写真作品を鑑賞で美意識が向上し視神経
の活性化を図る（頭脳の明晰化と活性化）５　写真展やギャラ
リーに積極的に出品する（やる気と意欲の向上）６　町の文化
活動への積極的参加により活動を推進する（町の活性化と文
化貢献）

毎月第1土曜日　写真撮影勉強会。定期に郊外で撮影勉強会を
開催。東員町、桑名市等のギャラリー4施設で年4～5回作品展
を開催。
写真ギャラリーを運営し、年間を通じて作品（60～70点）展示。

小池　利隆 12 200円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2010/4

29 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。

いずみ、あーち、くろがねもーち周辺の草取り、花植え。バーベ
キュー大会開催。 わくわくフェスタ,商工祭,いずみ文化祭等の行
事に参加。グループホーム勉強会、施設見学会。

浦田　規央 80
賛助会員
3000円/年

健康、医療、福祉
の増進

2011/5

30 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。

市民活動応援☆きらきら基金の応援事業、助成事業等への参
画・募金活動への協力、アピール。各種交流会への参加。

川戸　由起 52 -
ＮＰＯ支援
まちづくりの推進

2003/4

31 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。

ウォーキングの年間計画をたてて実施しているがコロナ禍は中
止。

中村　藤一 15 1000円/年
健康、医療、福祉
の増進

2011/4

32 楽絵筆
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。友達の輪が広がる。

第1・4水曜日・木曜日・金曜日9：00～13：00。北勢町阿下喜ギャ
ラリーマリア、東員町文化センター美術工芸室、野外（公園な
ど）。室内にて、2～3カ所モチーフ（画題）を設定して、鉛筆で下
描きして、構図を確認して彩色する。春、秋などは野外にも行く。

加藤　八重子 31 1000円/回
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2005/4

33 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。
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。

毎月第2・4火曜日9:00～10:10東員町総合文化センター1階第２
研修室（和室）で太極拳の講習。

新井　泰子 8 1200円/月
健康、医療、福祉
の増進

2012/11

34
楽吹塾（日本吹き矢連盟
楽吹東員支部）

吹き矢を通じて「健康増進・維持」と「スポーツとしての楽しみ」
を併せ、シニア世代を中心に明るく楽しく過ごせることを目的と
して活動

一年を通して商工会館2階において月2回（火曜日13:00～17:00）
練習。

伊藤　誠 29 1500円/月
健康、医療、福祉
の増進

2013/2

35 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。

普及啓発活動（月1回お点前の指導）/各種イベントに参加（お茶
会、花寄せ、薄茶、TOINあーちにておやつ作りの手伝い、陶芸
体験（陶寿会）、いずみ文化祭、ポスター展に出品）

波多野真由美 25 1000円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2013/4

36 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。

月1回の座談会の開催（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会、イモ堀交流会、いちご
狩り等）三重県障がい者交流リクレーション教室や大会に参加。

渡辺聡太郎 22 1200円/年
健康、医療、福祉
の増進

2013/12
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37
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。
練習：管楽器　毎週水曜日/練習場所：東員町総合文化センター
又は笹尾コミュニティーセンター
団内演奏会と交流会。各種ｲﾍﾞﾝﾄに参加。

伊藤　孝昭 17
大人1000円
学生500円/

月

文化、芸術、ス
ポーツの振興

2006/4

38 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。

活動日：毎月第２・４火曜日 10:15～11:30
場所：総合文化センター１階第２研修室（和室）

新井　泰子 9 1200円/月
健康、医療、福祉
の増進

2014/4

39 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
が毎日好きな日・時間に立ち寄り、気軽に話し合える憩いの場
とし、元気で活き活きとした生活を送れるシニアを増やす。

開催日：月、水、金曜日10:00～12:00
サロン・おもちゃ病院・産直野菜販売

瀧澤　徳重 5 - まちづくりの推進 2015/3

40
オカリナ合奏グループ
「カンターレ」

オカリナの合奏を楽しみ、成果を出前演奏などで披露する。
毎週木曜日ふれあいセンターにて練習。高齢者施設、シニアク
ラブ、カフェなどでボランティア演奏。その他イベント等に参加。

伊藤　正 7 2500円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2013/4

41
とういん無線通信ボランティ
ア

個人の趣味を生かし、自宅または移動運用しながら、自己の
無線局設置、オペレータの技術・技能維持しながら、災害時に
生かせる対応保技をする。

国内外と無線交信を通じ、東員町のP・Rに努め、イベント等に移
動運用し、仲間を募る。

瀧澤　徳重 5 -

まちづくりの推進
情報化社会の発
展  災害救援活
動

2016/2

42 いのちの言葉プロジェクト
いのちの大切さを伝えること。
（人形劇・灯り展・講演）

いのちの大切さを伝える講演や人形劇・灯り展を開催している。 鷲見　三重子 23 1000円/年 人権擁護 2013/3

43 傾聴うさぎの会
個人宅や老人介護施設などを訪問し、高齢者の方や介護され
ている方のお話を聴かせていただくことを目的に活動。

第3火曜日デイサービス訪問、第4木曜日勉強会・報告会の開
催。町内の個人宅訪問や町内外介護施設訪問。

廣田　比富美 10 1000円/年
健康、医療、福祉
の増進

2017/2

44 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
きっかけづくりとなることを目的に活動する。

月1回の「句会」にて俳句のレベルアップと会員の親睦を図る。
春と秋の吟行会で自然と親しむ。「伊吹嶺」他句会と合同で、伊
賀上野吟行を行う。

国枝　隆生 10 500円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2013/1

45 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。

年３回笹尾在住会員の誕生会を開催。毎回２～３曲を披露して
いる。毎回出席者８０名前後。いなべ市芸術文化協会・いなべ市
教育委員会共催２１団体の舞台発表。東員町文化協会主催、春
の文協祭、芸能祭出演。

吉田　東四郎 14 1000円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2002/1

46 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
・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。

コロナ対策のため年1～2回程度の全会員による情報交換、自
然観察会、学習会の開催（会員以外の参加を認める）/東員町
内のホタルマップに反映させる活動。/水性生物を含む自生生
物の生息環境保全と生態調査及び種の保存。/子どもたちが自
然に親しみ、学ぶための活動支援（年5回）/自然環境調査と情
報の発信。/全国の保護団体研究者との交流

大谷　勝治 19 500円/年 環境の保全 2017/4

47 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
をはかることを目的とする。

理事会：毎月第1月曜日に定例会開催。
ふれあい友愛事業、誕生会、桜まつり、夏まつり、カラオケ大
会、バス旅行など実施。

田中　博直 78 3000円/年
健康、医療、福祉
の増進

1979

48 YYフラ＆ウクレレグループ
生涯学習として仲間と共に学び合いながら、練習の成果を地
域のイベントや障がい者・高齢者施設などで発表し楽しい時間
を共有することを目的とする。

東員町内及び北勢地域のイベントや老健や障がい者施設、シニ
アクラブなどへ出かけてのボランティア活動。コロナ禍では、
LINEを用いて練習成果を発表し合うなど、メンバー間の交流を
中心として活動。

井上　楠旺子 50
3500円/月

～
文化、芸術、ス
ポーツの振興

1998/11
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49
手づくり大好き
ジュニアクラブとういん

子ども（小中学生）を対象に手づくりの楽しさ、大切さを感じても
らう。編物、手芸作品など昔ながらの手づくりの良さ、大切さを
伝えることを目的に活動。

夏休み子ども体験教室を開催し、「手作りの織り機」でポケット
ポーチ、ヘアゴムを編む。「手作りの織り機」を家庭で活用しても
らうためプレゼント。

川松　由喜子 5 -
子どもの健全育
成

2017/7

50
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。

東員町内イベント(こども歌舞伎、マルシェ、商工祭、コスモス祭
りなど）で「猪名部ジジャーエール」を販売。

戸田　雅章 5 まちづくりの推進 2017/4

51 歌であいましょう
歌や話題（軽運動等含む）を提供し、心身の健康や仲間作りな
どに役立つ活動を目指します。

毎月第3土曜日、東員町ふれあいセンターにて歌の会を開催し
ています。新旧織り交ぜた、四季折々の歌及び話題等を提供
し、リクエスト曲も積極的に募っています。歌を歌うことは、脳の
活性化や誤嚥防止等にも効果があるといわれますが、時節の話
題及び軽い運動を盛り込むなどして、活動意義の向上を目指し
ます。

山邉　正悟 77 100円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2017/10

52
STUND UP TOIN
 ～なつかしい未来のために
～

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
した魅力に溢れた町を目指した活動をしていきます。

イベントやカフェなど要請があれば参加
いなべ市で「暮らしの保健室」を開いている

水谷　祐哉 4 -
健康、医療、福祉
の増進

2018/1

53
特定非営利活動法人
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。

資源物回収事業/地域の賑わい創出事業/地産に関する事業
（クルクル朝市の開催）/新たな公共の場作り促進事業（サロン
＆はる開催）/よろず相談事業/環境に配慮した生活の実践を図
る事業

津坂　勝哉 13 6000円/年 まちづくりの推進 2016/8

54 町民の会
町民目線での様々な課題解決に向けた提言や取り組みを行
う。/町政・議会の見える化/町民の声が届く町づくり

「町づくりビデオ勉強会」、「議会基本条例勉強会」の実施/町民
の会の会報発行/とういん市民活動支援センター「ポスター展」
参加

早川　進治 10 1000円/年 まちづくりの推進 2018/4

55 ＪａＪａＪａ　ＤＡＮＣＥ

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。

金曜日17:30〜20:30（３クラス）東員町ネオポリス内施設でレッス
ンを行う。ジャズヒップホップというダンスのスタイルを中心に、年
中さんから大人の方まで、ダンスレッスンを通して楽しく活動。元
気なあいさつができるように、そして仲間と協力しながら目標に
向かえるよう、日々の活動を進めている。地元の祭やイベントに
多数出演。

Ｙｕｉ 31 有

子どもの健全育
成
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2013

56 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。

人工林の除伐・間伐作業。不用木の伐倒。間伐材を使った物づ
くり。  会員研修（風呂イス、笛、つるかごづくり等、里山学習、自
然観察、岩石鉱物採集、木工旋盤講習）/野外活動場所づくり/
子ども対象木工教室/小学校森林学習授業/他団体との交流
等。

出口　省吾 49 5000円/年 まちづくりの推進 2018/5

57 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。

「アコースティックの集い」をカフェレスト「くろがねも～ち」、笹尾
コミュニティセンターで開催。

村上　文男 3 -
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2017/2

58
生活哲学学会三重　「蔵・ら
ぼ」

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。

大社祭の聞き取りと資料（写真等）集め/大社祭のパンフレット作
成  認知症カフェにて、防災用食品のローリングストックと新聞紙
で作るスリッパ作り/しめ縄つくり（青田刈り体験、紙垂つくり等）/
とういん市民活動支援センターポスター展に参加/空き家対策セ
ミナーの企画

南部　浩江 5 - まちづくりの推進 2017/12

59
フィ・フラ・オ・レイアロハ
東員カヒキナ教室

仲間と一緒に踊る楽しみと健康の為に親睦を図る。
幼稚園、保育園、老人会のみなさんと踊って楽しむ体験教室を
行っている・毎月第1・2・3の月曜日の10：00～11：15　ふれあい
センター/ひばりホールのリハーサル室にてフラダンスの練習

小林　廣美 13 3500円/月

子どもの健全育
成文化、芸術、ス
ポーツの振興
福祉の増進

2012/4
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60
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。

毎月１回の定例会の開催/マルシェdeカフェ、コスモス祭りdeカ
フェの実施/婚活イベント開催/とういん市民活動支援センターポ
スター展に参加

南部　浩江 4 100円/月 まちづくりの推進 2016/10

61
☆ＳａＬｕＤ☆
（サルー／乾杯）

地域老人会やデイサービス等で定期的に演奏会を開催し、一
緒に歌うことで脳を刺激し、心を元気にするボランティア演奏活
動を行うことを目的とする。

東員町ふれあいセンターデイサービス、シニアクラブの地域カ
フェ等で、年間10回程度、定期演奏会を開催。
演奏練習は毎週火曜午後1時～5時、ふれあいセンター研修室。

近田　稔 7 1000円/月
健康、医療、福祉
の増進

2018/7

62 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。

毎月2回（曜日不定）13：30～15：30、ふれあいセンターにて、内
田るり茂さんから日舞を習っている。芸能祭で発表もしている。

種村　みのり 5 2000円/月
健康、医療、福祉
の増進

2020/10

63 東員俳句会 俳句の勉強と共に、仲間作りや情報交換
毎月第2水曜日PM1時～3時まで、ふれあいセンターにて、俳句
の勉強会開催。一人1句を選句して、批評し、感想を述べ合い指
導者から講評を得る。添削もあり。

山川喜久子 9 3000円/年 社会教育の推進 1976/3

64 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」

月1回第4日曜日に、子ども食堂開催。食事・居場所の提供。多
世代交流・地域コミュニティ・子どもの居場所をつくるために活動
しています。六把野コミュニティセンターで、こども食堂（なかよし
食堂）を開催しています。

笹岡　余史子 8 1000円/年
子どもの健全育
成

2020/12

65 中上Locks（ロックス）
会員相互の協力・協調のもとに、草刈り等の活動を通じて、主
に中上地区の自然環境保全に貢献することを目的とする。

員弁川堤防の法面草刈り・県道（桑名大安線）の法面草刈り
・空地の草刈りや樹木伐採等

廣田　久男 10 －
環境の保全
まちづくりの推進

2022/4

66 陶芸第一クラブ
東員町の文化発展に貢献しつつ、会員が粘土から作品を作り
上げる想像力推進と健康増進に寄与することを目的とします。

各会員が作りたい作品をイメージして、粘土を手びねりや型、ろ
くろ等で作り上げ、素焼きした後に釉薬で絵を描いたり、掛け本
焼して完成させます。毎月第二・第四月曜日午後1時～3時30分
東員町文化センター陶芸作業室にて開催。年3回陶芸作業室隣
のひばり窯で素焼・本焼を行います。

大山　旺 22 1300円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

1990/4

67 とういんネット販売代行部

東員町にお住まいの方による質の高い手作り作品を見かけ
る。作品を発表するだけでなく、フリマアプリを通して販売する
ことで作者の技術やアイデアに価値をつけ、社会的有用感を
実感していただく。

売りたい人の手作り作品をフリマアプリで販売代行します。
SNSで手作り作品を公開、発信して多くの方にご覧いただけるよ
うにします。手づくり作品を販売希望の方はご連絡ください。

伊藤　頌仁 3 －
まちづくりの推進
NPO支援

2022/6

68
出前寄席　とういん楽語（落
語）の会

地域のイベント、集会、老人会または福祉施設などにボラン
ティア参加して皆様に落語を楽しんでいただきたい。

「出前寄席」　地域のイベント、集会、老人会または福祉施設な
どに落語でボランティア参加し交流を行う。「とういん落研」月１
～２回落語の稽古。

笑美家きなこ 3 1000円/月
文化、芸術、ス
ポーツの振興

2022/10

69 OHANA

・パパ、ママの1人でほっとできる場所を作る。・子どもたちは大
人に見守ってもらいながらのびのび遊べる。・子育ての悩みを
大人にじっくり聞いてもらえる場をつくる。・毎日育児に追われ
ている人の心に余裕ができ、共感共有をして「また明日からも
がんばろう！」と明日の活力になれる場にする。

゛育児につかれた″゛1人になりたい″゛自分の時間がほしい″
などそんなパパやママのお子さんをお預かりしてパパママたち
は２時間好きなことをして過ごしてもらう。一時預かりだと不安と
いう方もみえるので少し離れたところでお預かりをして子どもが
遊ぶ様子が見えるところで自由時間を過ごしてもらう。保育士や
色んな世代の方と遊ぶ子どもの様子を見て学びになったり、そ
の場で質問できたり、子育て相談も出来る。みんなで子育て出
来る場所にする。

廣瀨　めぐみ 14 －

社会教育の推進
まちづくりの推進
男女共同参画社
会の形成の促進
子どもの健全育
成

2022/10

個人３３８７
法人６


