
令和4年5月13日 現在

ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会 伊勢田　照子
高齢者福祉全般、障害児・者福祉全般、子ども・青少年福祉全
般、交通安全・防犯(交通安全活動・指導、防犯活動、見回り
など)、募金・寄付活動への協力

21 21

ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会富浦支部 前川　鎮男 高齢者福祉全般、社協活動への協力 40

2 びわっこランチサービス 酒井　静江 食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ) 11

3 びわダイニング 平嶋　勝子 食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ) 7

4 ちょうほうや富浦 前川　鎮男 高齢者福祉全般、環境美化活動 6

5 ステーションそら 岡﨑　政子
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手、趣味活
動の指導(生け花、芸能、手芸など)

13

6 お針箱 石井　政代
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、趣味活動の指導(生け
花、芸能、手芸など)、収集(使用済み切手・書き損じはがき・
ベルマークなど)

9 86

ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会富山支部 川名　庄平
食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手、交流活動
(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、交通安全・防犯(交通安全活動・
指導、防犯活動、見回りなど)

14

2 市部ボランティアチーム 伊藤　重功
相談・話し相手、環境美化活動、収集(使用済み切手・書き損
じはがき・ベルマークなど)

31

3 ふれあいﾗﾝﾁｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ富山 川﨑　たかの
食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ)、訪問活動(友愛訪問､見守り
ﾈｯﾄﾜｰｸ活動等)

44

4 絵本読み聞かせボランティアグループあひるの会 和田　美知子 上演・演奏活動(演劇、絵画、音楽等) 10

5 市部みんなのたまり場 吉澤　博 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 7

6 茶の間 福原雅代 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 6

7 だんらんカフェ 前田　敬公 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 9

8 みならく出口 小芝圭子 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 13

9 いのばた 川名　庄平 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 5

10 さろん平久里 羽山　厚子 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 5

11 山田のかかしサロン 鈴木　豊
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、交通安全・防犯(交通安
全活動・指導、防犯活動、見回りなど)、防災・災害援助(危険
個所の点検活動・災害時における救援・援助活動)

5 149

ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会三芳支部 原田　茂行
交通安全・防犯(交通安全活動・指導、防犯活動、見回りな
ど)、社協活動への協力

39

2 オレンジの会 野村　愛子 食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ) 7

3 もみじ会 齋藤　節子 食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ) 10

4 れんげの会 原田　茂行 交通安全・防犯(交通安全活動・指導、防犯活動、見回りなど) 29

5 みよちゃん家 真田　隆久
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、児童健全育成(非行防止
活動、遊び場設置、子供会、子供文庫、教育学習指導等)

14 99
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ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会白浜支部 木曽　修
高齢者福祉全般、障害児・者福祉全般、子ども・青少年福祉全
般

8

2 ボランティアあすなろ会 白浜支部 木曽　修 高齢者福祉全般、環境美化活動 10

3 マリンシェフ 井﨑成子 食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ) 10

4 根本の生活環境を守る会 小谷　弘夫
防災・災害援助(危険個所の点検活動・災害時における救援・
援助活動)

42

5 やあばっしぇ 大和田　慎一 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 7 77

ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会千倉支部 佐藤　尚子
高齢者福祉全般、食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ)、相談・話
し相手、上演・演奏活動(演劇、芸能、音楽など)

10

2 声の広報　つくし会 佐藤　尚子
手話、朗読、点訳(手話通訳・要約筆記、朗読・録音ｻｰﾋﾞｽ、点
字点訳ｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手

5

3 おれんじの会 髙木　光路 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手 10

4 ランチサービスちくら 松永　吟子 食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ) 22

5 豆の会 青木　德雄
上演・演奏活動(演劇、芸能、音楽など)、趣味活動の指導(生け
花、芸能、手芸など)、訪問活動(友愛訪問､見守りﾈｯﾄﾜｰｸ活動
等)

15

6 ファミリー会 安藤　はる江 環境美化活動 6

7 ひまわり会 栗原　榮子
上演・演奏活動(演劇、芸能、音楽など)、相談・話し相手、収
集(使用済み切手・書き損じはがき・ベルマークなど)

11

8 わたげ会 込山　美恵子
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手、趣味活
動の指導(生け花、芸能、手芸など)

9

9 花の会 花島　光子 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手 11

10 寺庭ボランティア 込山　美恵子 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手 6

11 白子ひとやすみ 藤井　芳彦
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、訪問活動(友愛訪問､見守
りﾈｯﾄﾜｰｸ活動等)、相談・話し相手

16

12 千葉ボラサポート 星　孝芳
子ども・青少年福祉全般、趣味活動の指導(書道、絵画、手芸
等)、上演・演奏活動(演劇、絵画、音楽等)、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
指導

7

13 Flower Seed 星　孝芳 子ども・青少年福祉全般、交流活動 16 144

白浜地区

千倉地区



ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会丸山支部 實方　堯年
高齢者福祉全般、障害児・者福祉全般、子ども・青少年福祉全
般、交通安全・防犯(交通安全活動・指導、防犯活動、見回り
など)、募金・寄付活動への協力

7

2 配食ボランティア　恵みの会 佐久間　里子
食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ)、訪問活動(友愛訪問､見守り
ﾈｯﾄﾜｰｸ活動等)

12

3 配食ボランティア　和みの会 庄田　美樹子 食事ｻｰﾋﾞｽ(会食､給食、配食ｻｰﾋﾞｽ) 17

4 加茂道路愛好会 亀田　明男 環境美化活動 32

5 人形劇団ころころ 平井　惠美子 上演・演奏活動(演劇、絵画、音楽等) 11

6 丸山地区ボランティア 實方　堯年
高齢者福祉全般、防災・災害援助(危険個所の点検活動・災害
時における救援・援助活動)

54

7 未来夢クラブ 苅草　昭一 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 8

8 おたがい茶間カフェ 平井　惠美子
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手訪問活動
(友愛訪問､見守りﾈｯﾄﾜｰｸ活動等)

17

9 おかげ茶間サロン 渡邊　千里
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手、訪問活
動(友愛訪問､見守りﾈｯﾄﾜｰｸ活動等)

14 172

ＮＯ． 団　体　名 代表者名 活動内容 会員数

1 南房総市ボランティア連絡協議会和田支部 石井　敦子
高齢者福祉全般、障害児・者福祉全般、子ども・青少年福祉全
般

12

2 和田地区小域ボランティア 石井　敦子 高齢者福祉全般、環境美化活動 13

3 なみはらっこくらぶ 宮川　藤代
趣味活動の指導(生け花、芸能、手芸など)、募金・寄付活動へ
の協力

9

4 花の里ボランティア 鈴木　イネ子 相談・話し相手、訪問活動(友愛訪問､見守りﾈｯﾄﾜｰｸ活動等) 7

5 北三原植栽ボランティア 羽山　光枝 環境美化活動 20

6 ふれあい喫茶「なごみ」 仲岡　美奈子 相談・話し相手、交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 20

7 防犯パトロール隊クーちゃん 和田　安行 交通安全・防犯(交通安全活動・指導、防犯活動、見回りなど) 17

8 真浦ふれあいサロン 石井　民子
交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、趣味活動の指導(生け
花、芸能、手芸など)

5

9 きらきらクラ部 安田　清子 交流活動(ふれあいｻﾛﾝ、ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)、相談・話し相手 10 113
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