
№ グループ名

24 キッズぼうさい 遊びや学びを通じて、子どもたちに防災に関心をもってもらえるよう活動しています。
学校や地域で行うイベントや保育園等で防災に関するゲームや講座を行います。

22 少林寺拳法愛知東浦道院 少林寺拳法を通して人づくりによる国づくりを行います。また、障がい者施設の車いす清掃作業も行っています。

災害・防災に関する団体

23 東浦防災ネット 災害の被害を軽減するための防災啓発活動と災害時での救援支援活動。養成講座支援活動、防災学習も行っています。

スポーツ・体操に関する団体

20 １(ﾜﾝ)・２(ﾂｰ)・３（ｽﾘｰ） 知的・身体・精神障がい者、高齢者の健康づくりレクリエーションや体操の指導・実践を行っています。

21 NPO法人アルフィン 幼児～児童といった子どもたちに体育、スポーツ、野外活動を提供しています。

18 じゅりーず エッセンシャルオイルの良さを伝えながら、地域や子育て中の方の生活がさらに楽しいものになるよう様々な講座を開催
し、コミュニティが作れる場を提供します‼

19 乃和の会 若年性認知症当事者による、認知症の方のための相談窓口を開催しています。
カフェでの接客、訪れた方々とのおしゃべり、野菜づくりなど、いきいきと活動しています。

16 星の種 人生をよりよく豊かにするために、自分の本来備わっている光を輝かせる体験、講座を開催します。

17 南医療生活協同組合　大府・東浦ブロック 困りごとがあるときに、支え合ったり助け合ったりすることだけでなく、いつまでも元気でいるために、自らが健康づく
りを実践することや、班・支部活動を進める、セーフティネットづくりを行います。

14 きんかんの会 人にとって、食べることは生きることの基本です。親から子へ、そして孫へと受け継がれていく、生きることの基本で
す。暮らしのカタチが多様化し、食生活が大きく変わっている今だからこそ、食のことを正しく知ってもらいたいです。

15 ブルサマ フードロスを減らし、生活にお困りの方に食糧をお届けします。

12 リトル-ハピネス-タイム 発達障害児の保護者への情報提供と講演会を主催していきます。

13 美といやしの森 いやしのマッサージ、ビューティーウォーキングレッスン等、健康に美しくなるための情報をお伝えします。みんなが自
分らしく過ごせるためのいやしとキレイをサポートします。

10 ボランティアサークルこころ屋 認知症の方、介護者の方の交流の場や外出の場を提供することで地域でのつながりづくりを行っています。毎月１回日曜
日にオレンジカフェ こころ屋を開催しています。

11 ひまわりの会 不登校の子どもをもつ親たちと教師たちが集まり、子どもの様子や自分の悩みを話し合うことにより、子どもが将来自立
できるように手助けをすることを目指しています。

8 オレンジパラソル 認知症の理解を深めると共に、認知症予防の啓発活動を行っています。

9 きらめき☆ふれんず 介護予防のための脳トレや音読・ゲーム・健康体操などを行っています。

6 認定NPO法人　絆 「困った時はおたがいさま」の心で、地域のたすけあい活動をしています。

7 サウンドテーブルテニス 「たんぽぽ」 サウンドテーブルテニスを視覚障がい者だけでなく、障がいの有無や老若男女を問わず、楽しみながら交流を図ることを
目指して活動しています。

点訳サークル　あいりす 点字の勉強をしながら、視覚障がい者の依頼により、本や資料を点訳をしています。

4 手話サークル　なかよしこよし 昼の部 夜の部 手話を学習すること、聴覚障がい者とともに活動することにより、聴覚障がいへの正しい理解と手話の普及に努めていま
す。

5 視覚障害者ガイドボランティア ほたるの会
視覚障がい者同士の親睦と助け合いの場を設け、さらに視覚障がい者の行動をサポートするガイドヘルパーとの共同の場
とすることで、双方の親睦を図り視覚障がい者の日常生活の向上を目指しています。

東浦町総合ボランティアセンター

福祉・健康に関する団体

1 東浦ラブちゃんの会 社会福祉法人中部盲導犬協会への活動支援、青少年健全育成のための活動。盲導犬募金、バルーンアートを通してたくさ
んの人や団体、施設との交流を深めながら活動をしています。

登　録　団　体　一　覧

な　な　い　ろ

2 東浦町介護者の会 介護の悩みを話し合ったり、勉強したり、リフレッシュのため体を動かすなど介護者の身体的精神的負担の軽減を図るこ
とを目指しています。
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50 サロン絆の会 東ヶ丘団地内での住民の居場所「サロン絆の会」を開催します。
いろんなグループのつながりを作り、活動をサポートします。

51 つばめのす ボードゲームを中心に、多世代交流をしています。来ていただいた人にとってのサードプレイス（第３の居場所）になっ
たら嬉しいです。どなたでもお待ちしています。

48 米田ふれあいサロン 葵ノ荘団地集会所で開催している集いの場です。お茶を飲みながらの談笑や趣味の発表、ゲーム遊び、季節ごとの行事
（花見、お楽しみ会など）、歌、カラオケ、体力維持体操などをしています。

49 たまごの会 食を通じて子どもから高齢者まで広く多世代が交流できる場「子ども食堂　はるたま」を開催します。

46 生路ふれあいサロン 生路コミュニティセンターで開催している集いの場です。花見やおこしものづくりなどの季節のイベントや体操、工作、
出前講座を行ったりしています。

47 学べる子ども食堂　ゆめたま
県営東浦住宅の小・中学生が放課後に少人数で集える場所として「学べる子ども食堂 ゆめたま」を開催しています。子ど
も達にとって、一緒に勉強してくれる大人もいる環境で、ゆっくりと自分をみつめ、一緒に夢をはぐくみ、育て合える場
所を運営します。

44 もりおかコミュニティ広場どんぐり 森岡コミュニティセンターで開催している集いの場です。子どもさんから高齢者の方まで気兼ねなく遊びに来ていただけ
るよう、楽しいサロンづくりを心がけています。

45 楽らくサロン 石浜中自治集会所で開催している集いの場です。高齢者の居場所づくり、ストレスの解消、健康維持のサポートを行って
います。また、保育園児と交流したり、新春芸能会にも出演しています。

42 いりゃぁせ高根の森 地域で暮らす誰もが寄れる場所として毎月第２火曜日の午後５時から８時までオープンしています。

43 NPO法人名古屋発明研究会 アイデア・発明に興味のある方に、商品化や権利の取得、コンクールの出展などの支援をしています。

40 東浦を元気にする会 地域交流や東浦を元気にする事業をします。イベント開催や職業・自立支援を行っていきます。

41 ラポール♥もりもり 安心して暮らせる森岡台をつくる活動をしています。ラジオ体操や集いの会にご参加ください。

38 子ども食堂みんなのいえ 多世代で人の区別することなく「あったらいいな」で地域みんなの笑顔・会話・つながりを生みむ共食という食育環境づ
くりをめざしています。

39 ダスキン東浦 講座等を通して、そうじ・片付けの重要性・必然性を感じてもらえるよう、地域や学校を通して社会貢献活動を行ってい
きます。

36 おだい市＆東浦セミナー実行委員会 「明るく夢の叶う東浦町」を目指して、東浦町を盛り上げる活動を行っています。

37 チームにじ いろいろな年齢層、職種の人たちと地域づくりを具体的な事業に結びつけるよう活動しています。

34 ママのリフレッシュサロン
産前産後ケア Shiny

妊娠中の方、産後ママ（産後２ヶ月～）を対象に体と心を整え、ママ自身を大切にし、子育てを楽しめる力をつけ、ママ
の自立をサポートする「産後ケア」の活動を行っています。出産したすべてのママたちへ必要な産後ケアを産後ケアのプ
ロ、産後指導士がいる私たちがお伝えします。

まちづくり・地域交流・地域貢献に関する団体

35 かかさの会 女性の力で、地域活性・観光振興・子育て支援を実現していくための活動をしています。

32 スマイル　リップル 親子のふれあいの場で体を動かしたり、遊んだりする中で、子どもの成長の核となるコミュニケーションの大切さを伝
え、また、その時間が楽しくなるようにしています。

33 KAKOスマイルフィットネス☆ １～６才までの未就園児・親子対象の体操クラブです。日ごろ練習している踊りやダンスを地域のイベントなどで披露さ
せていただきます。かわいい子どもたちの元気なダンスをお届けします。

30 東浦町子育てネットワーカー 子育ての悩みの相談、乳幼児の子どもを持つ親や子どもの仲間作りの支援をしています。毎月第１木曜日に子育てサロン
「ぷらっと」を開催しています。

31 子育て応援プロジェクト『ゆめいろ』 “子どもの成長に関する不安を取り除き、ママの笑顔を増やす”を目指し、東浦町で活動しています。

28 託児ボランティア　おひさま　　 会員相互の交流をはかりつつ、子育てをする親と子の成長のお手伝いをしています。各種講座やイベント時の託児 、毎月
第３木曜日に総合ボランティアセンター なないろで「おひさまひろば」を開催しています。

29 託児応援隊 ファミリーサポートセンターの援助会員による子育て支援として、講座時等の集団託児を行っています。

26 東中スクールサポーター 東浦中学校の教育活動を支えるための各種ボランティア活動をしています。

27 おもちゃのお医者さん 各種おもちゃの無料修理を町内の児童館、子育て支援センター等で定期的に活動しています。

子どもに関する団体

25 キャラメル♪
毎月１回開催の「わくわく広場」をはじめとして、地域の様々な場所に子どもを持つ親同士の交流の場をつくり、地域で
安心して楽しく子育て出来るようお手伝いをしています。



76 こもれび 絵本、紙芝居、朗読などを通じて、豊かで幸せな交流となるよう活動しています。図書館、藤江児童館の定期活動他保育
園や小学校で活動しています。

77 読み聞かせ　ピッピ 子どもたちの健やかな成長を育んでいくことを目的に絵本、大型紙芝居等の読み聞かせをしています。

文化・芸術に関する団体②　～読み聞かせ・本～

74 はなぎれ 本に興味のある会員が定期的に集まって図書館の本の修理をしています。

75 森岡台おはなし広場 幼児や小学生を対象に、保育園や小学校で紙芝居や絵本の読み聞かせをしています。高齢者施設等でも紙芝居、朗読をし
ています。

72 三味線「かりん」 童謡を中心に演奏し、三味線にあわせて歌っていただきます。
三味線の演奏を通して、多くのさまざまな方との交流を図ります。

73 東浦フォレストハーモニカ 会員相互の演奏技術の研鑚に努めると共に、福祉施設への訪問演奏や地域のイベントなどでハーモニカの演奏をします。

70 Peace＆Music 平和であることの大切さを、音楽（コーラス、吹奏楽など）を通して子どもたちにつないでいく活動を行います。また、
講演会（戦争体験や伝承など）、読み聞かせ、紙芝居なども行います。

71 ウクレレっ子 依頼があれば施設等で、ウクレレを弾き、みんなで楽しみます。
みなさまとお会いできる日を楽しみに、練習を重ねています♪

68 サウンドボックス クラシックギターの演奏を楽しんでいただいたり、伴奏で歌を歌うことも楽しんでいただけるよう活動しています。

69 さるすべり 町福祉センターでのうたごえサロン」や町内サロン・施設等でみなさんに歌を楽しんでいただきます。

66 東浦フィルハーモニー管弦楽団 東浦町でオーケストラを楽しんでいただき、活動を通じて地域に貢献していきます。

67 歌楽会ファンファン あいち健康の森公園交流センターでウクレレ演奏にあわせて歌う活動をしています。

64 昭和歌謡を楽しむ会 参加者が、元気で明るく豊かな生活の源を多くの人々と分かち合うことを目的に歌声の会を開催しています。年２回
（春・秋）、生バンドの演奏で昭和歌謡を大合唱してみませんか。

65 マリ奴とその仲間たち 老人施設及びサロンなどにて音楽活動を行い、一緒に歌うことでみなさんの楽しいひとときを作っています。

62 つなごういのち守る手合唱団 マ・モルテ 平和を守り、くらし、医療、福祉をよくしていきたいと、歌声を通して多くの人にアピールしていきたいです。

63 盆おどら～さのよいよい 盆踊りの指導ではなく、一年中レクリエーションとしていろいろな施設やイベントで盆踊りを一緒に楽しく踊る活動をし
ています。

60 琴わ会 唱歌、童謡に絵本や民話を組み合わせ、幅広い年齢層の方に楽しんでいただけるよう活動しています。

61 風糸 ハープ、尺八の演奏をみなさんに楽しんでいただけるよう活動しています。

58 東浦・ハッピークラブ 童謡・唱歌・演歌を中心にアコーディオン・ギターの演奏で利用者に楽しんでいただけるよう活動しています。

59 東浦メイプルハーモニカ 会員相互の演奏技術の研鑚に努めると共に、地域の施設などでハーモニカ演奏をし利用者に楽しんでいただけるよう活動
しています。

56 ホルンハート 施設や各種イベントなどで演奏活動をして、ホルンアンサンブルで楽しんでいただけるよう活動しています。

57 東浦音頭・小唄踊り保存会 イベント、盆踊り大会などへの参加や町内児童館での指導などで東浦音頭・小唄の踊りを伝承に努めています。盆踊りの
講習会も開催しています。

54 東浦吹奏楽団 施設や各種イベントなどで演奏活動をして、吹奏楽で楽しんでいただく活動をしています。

55 東浦オカリナアンサンブル 施設などでオカリナの演奏を楽しんでいただいています。

国際交流に関する団体

52 多文化共生ひがしうら 日本人と外国人がお互いに協力・協調のもとに、東浦町及び周辺地域の多文化共生社会の実現をめざしています。

文化・芸術に関する団体①　～音楽・踊り～

53 コスモス 皆で練習した踊りを施設の方たちに、見て楽しんでいただく活動をしています。



文化・芸術に関する団体③　～人形劇・写真・絵・工作～

78 でじ「カメの会」 デジタルカメラの技術を仲間とともに習得しながら、イベントなどを記録写真として撮影する活動をしています。

79 人形劇団　グレープ 脚本から人形のデザイン、製作を自分たちで考えて、人形劇を作成。幼児園や小学校、施設などで公演を行っています。

80 交通安全ぬいぐるみ人形劇 ちろりん村 ぬいぐるみ人形を使って、幼児・小学校低学年・高齢者向けの交通安全劇を行い、交通安全意識の高揚と事故防止を推進
しています。

81 人形劇団　ピーターパン 人形劇の製作及び公演活動を保育園、高齢者サロンなどで行っています。

82 人形劇団　小箱座 ご高齢の方からお子さんまで、より多くの笑顔に出会えるよう、みんなが楽しめる人形劇や手品、クイズを行っていま
す。

83 東浦つくろう・かこう会 東浦町民及びその近隣の子どもたちの絵の描き方、工作の方法を教えたり、講座を開催します。
絵が下手とか、苦手という方も大丈夫です。一緒に絵の描き方を学んでいきましょう。

文化・芸術に関する団体④　～文化伝承・保存・その他～

84 東浦ふるさとガイド協会 東浦の歴史や文化の魅力を伝え、その良さを知ってもらうための案内役となり、東浦町の発展へ寄与します。ガイドをし
たい方やガイドを希望の方に応じています。

85 東浦そば打ち同好会 そば作りを通して、地域の文化活動の振興と発展に寄与します。

86 押し花グループ　ミモザ 押し花の技術向上を目指して、会員相互に交流をしていくとともに、体験講座などを実施して、花の美しさ、押し花の楽
しさを知っていただけるよう活動しています。

87 東浦竹灯篭の会 竹を利用して竹灯篭を作成しています。町内の施設や神社などでのイベント時にキャンドルの灯りにてライトアップし、
幻想的な雰囲気をみなさんに楽しんでいただいています。

88 碁楽 若い世代から高齢世代までの会員が、国際的な囲碁人口の増加に呼応した囲碁の啓蒙活動をしています。囲碁教室も開催
しています。

89 大府ボードゲーム広場 ボードゲームを使用した多世代間の交流の場を作る活動をしています。世界中のボードゲームが遊べます！老若男女どな
たでも楽しんでいただけますので、イベント等の際にはお気軽に遊びに来てください！

90 藤の会 民族衣装である日本の着物と帯を、四季を通して楽しんでいただける会を目指し、活動しています。
ゆかた教室や着付け教室での活動、祭礼や福祉施設盆踊りで着付けを行っています。

91 東浦町商工会手づくりよろいの会 於大まつりをもり上げる為、甲冑や衣装を手づくりしています。愛知戦国甲冑隊の活動や近隣市町の行事にも参加し、地
域の交流、文化の振興と宣伝を行います。

92 盆栽　盆和会（通称：ボンボン会） 実は親しみやすい日本の伝統文化、「盆栽」の伝承、紹介を行います。また、盆栽展やワークショップも開催します。生
活の中に一鉢を！

自然・環境・動物・園芸に関する団体

93 園芸福祉コミュニテイ―知多 「植物と接し、仲間をつくり、みんなで幸せになろう」を基に地域の方々と花や野菜を育てながらの交流活動をしていま
す。

94 おしゃれ園芸クラブ 環境美化活動や地域の花と緑にふれあう場面から、人と人が交流し支えあう社会作りに努めています。

95 住みよい街にしよう会 町内の環境美化活動をしています。自分の住んでいる街を綺麗にしたい人も募集しています。

96 東浦里山フォレスター 東浦町自然環境学習の森を里山として再生するとともに、森林を適正に管理することで、住民が自然とふれあえる環境や
憩いの場の提供に努めています。

97 東浦里山支援隊水辺部会
東浦町自然環境学習の森を里山として再生するため、楽しみながら主に水辺エリアの保全活動をしています。里山の田ん
ぼを無農薬、無肥料の自然農法で稲作することにより水辺の生き物の多様性が良化しますので、お手伝いボランティアも
募集中です。

98 特定非営利活動法人　新青樹 若者にとって居心地のよい地域・魅力ある地域に貢献することをめざして、若者の居場所づくりを行っています。

99 東浦地域ねこの会 所有者のいない猫による環境問題を考え、TNR運動や地域猫活動の理解を促す啓蒙活動を行っています。

100 東浦サクラにゃんこ 野良猫のTNR+M活動の推進・協力・助言を行っています。

101 三丁公園わんずらぶ 三丁公園を散歩拠点とするメンバーで構成されています。三丁公園の清掃・美化活動、ペットマナーアップ、防災関連の
イベントが主な活動です。

102 三丁公園　花くらぶ 園内の花壇づくりを通じて、地域への思いやりや街への誇りを育てます。また、様々な人が様々な目的を持ち、誰もが関
われるしくみを作りながら、地域の居場所となるコミュニティガーデンを作ります。

103 アニマルシェ実行委員会 動物愛護や動物に関わる問題啓発や解決に向けたセミナーを行います。同時にマルシェやキッチンカーなどと一緒に、楽
しく関わることができるイベントとして行います。

104 丸池台植樹等プロジェクト 東ヶ丘丸池台における環境改善および美化を目的とした地域住民主体のボランティア活動団体です。
住宅隣接地、周辺地域への植樹等を通じ、環境美化の改善と保全を図ります。


