オーシャンプラザから利根川を望む

東庄町ボランティア連絡協議会
事務局：東庄町社会福祉協議会

平成３０年度ボランティア団体名簿
NO

団

体

名

東庄町ボランティア連絡協議会
代

表

者 会員

活

動

内

容

1

東和田和楽会

山田

穎司

22

環境美化等

2

東今泉泉寿会

青栁

斐子

12

環境美化等

3

粟野山方老人クラブ

鎌形

元治

14

環境美化等

4

西長寿会

高木

文雄

20

環境美化等

5

船場シニアクラブ

實川源太郎

12

環境美化等

6

西替地寿会

鈴木

貞男

11

環境美化等

7

東替地シニアクラブ

海宝

成義

16

環境美化等

8

竜神台アミーガ

古河ハルミ

33

環境美化等

9

小座老人クラブ

宮崎

武男

21

環境美化等

10 羽計台﨔の会

小林

良則

38

環境美化等

11 房総の会

堀江登美子

31

行事支援等

12 東庄ライオンズクラブ

大網

正敏

14

環境美化等

13 お茶の間教室

西山スヤ子

21

食事サービス等

14 花園流真秀会

山本

君子

11

舞踊等

15 七花会

吉田

公子

14

環境美化等

16 秀の会

吉田

公子

20

食事サービス等

17 おはなしボランティアたんぽぽの会

林

澄枝

12

読み聞かせ

18 杉の子サークル育成会

鈴木

映美

30

行事支援等

19 石出桜の会

岩田

弘

17

環境美化等

20 東庄町商工会女性部

鎌形

節子

43

環境美化等

21 東庄町民生児童委員協議会

小林

恒一

31

食事サービス等

22 今郡ふれあいクラブ

宮口

功

8

環境美化等

23 さわやかねっこの会

岩根

優子

24

行事支援等

24 ひばりの会

鈴木

政雄

6

環境美化等

25 パイオニアＧ

山崎ひろみ

4

朗読等

26 さくら会

山野辺芳枝

19

食事サービス等

27 東庄町ひとり親家庭福祉推進員協議会

池永

光代

15

行事支援等

28 すみれの会

飯田

和子

24

食事サービス等

29 東庄女性の会

飯田

和子

33

食事サービス等

30 神代子どもの安全を守る会

宮崎

忠恭

28

防犯パトロール等

31 タブの木会

事務局：石川

17

防犯パトロール等

32 劇団 かざぐるま

渡邊

金治

12

演劇等

33 レインボーグループ

菅谷

幸世

19

食事サービス等

34 白ゆりの会

高岡

和子

15

傾聴

35 芝桜の会

宮内ふさ子

40

環境美化等

36 千葉県生涯大学校東庄町校友会

菅谷

寛

48

環境美化等

37 よつ葉の会

城之内典子

17

食事サービス等

38 赤十字防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ東庄町地区協議会

進士

輝子

39

防災ボランティア

39 東庄町観光ガイドの会

高安

豊

17

観光ガイド

と う わ だ わらくかい

ひがしいまいずみせんじゅかい

①東和田和楽会

② 東 今 泉 泉寿会

和楽会は、昭和 41 年５月に結成、現会員
は 22 人です。みんな長年の付き合いの中で

泉寿会は、昭和 38 年８月に結成され、活
気ある活動を進めていたことを懐かしく思い

育ってきた仲間なので、この土地の営みを大
切にしながら高齢者として楽しく元気のでる
会活動やボランティアを進めています。
・定例会と親睦会、忘年会や宿泊旅行等
・神社や墓地、六地蔵等の管理支援

出します。現会員は 12 人になってしまいま
したが、身近な人と地元の中で少人数であっ
ても誘い合って楽しく無理なくやり続けるこ
とは、高齢者である私達みんなの元気づくり
になるのだと信じ進めています。

・ふれあい公園の清掃、花壇の除草
・グランドゴルフで健康づくり ほか

・定例会と親睦会
・寺や墓地の清掃と除草

【問合せ】山田穎司
あ わ の やまかたろうじん

ほか

【問合せ】青栁斐子
にしちょうじゅかい

③粟野山方老人クラブ

④西 長 寿 会

当クラブは、昭和 38 年３月に結成され、

当会は、昭和 38 年７月に結成され、現在

現在は 14 人で活動しています。会員仲間は
長年付き合い、互いに助け合って今日まで過
ごしてきたので、これからも地域の行事や営
みを大切にしながら無理をしないで人との出
逢いを楽しめる会活動として進めています。
・定例会と親睦会
・墓地や地域の掃除や除草
・町組織関係行事への参加 ほか

の会員は 20 人です。会員長年付き合ってい
る地元仲間ですので、この地域の営みを大切
にしながら、仲良く元気のでる会活動やボラ
ンティア等を進めています。
・定例会と親睦会、忘年会や研修旅行、般若
心経等
・神明神社や八幡神社（八幡大神）の掃除、
行事支援協力
・町組織関係行事への参加

【問合せ】鎌形元治

【問合せ】高木文雄

ふなば

に し か え ち ことぶきかい

⑤船場シニアクラブ

⑥西替地 寿 会

夏目地区には、椿の海干拓の頃の役場跡地
に八幡神社が祀られており、この地の人々は

当寿会の結成は、昭和 38 年４月、現会員
は 11 人です。

昔からこの神社の祭礼や管理等を行い、大事
にしてきた歴史があります。
当クラブは、昭和 41 年４月に結成、現会
員は 12 人ですが、ここで育った私達はこう
したこの地の営み等を大切にしながら、高齢

この会員のみんなが、長年この地で付き合
い互いに助け合って今日まで過ごしてきた仲
間なので、ここの行事や営みを大切にしなが
ら高齢者として楽しく元気のでる会活動やボ
ランティアを進めています。

者として楽しく元気のでる会活動やボランテ
ィア等を行っています。
・定例会と親睦会、八幡神社の整備美化 他

・定例会と親睦会
・八幡神社の整備美化協力
・墓地や地区の清掃、除草

【問合せ】實川源太郎
ひがしかえち

ほか

【問合せ】鈴木貞男
りゅうじんだい

⑦東替地シニアクラブ

⑧ 竜 神 台アミーガ

当クラブは、昭和 38 年６月に結成、現会
員は 16 人です。
私達が台の坂に赤い鳥居を立ててこの地の
ゴミゼロを願って５年、活動は今も続いてい
ます。ここで育った高齢者の私達は、町連合
会行事も楽しみながら、無理をしないでみん
なが元気がでる会活動を進めています。
・定例会と親睦会
・夏目の堰側通学路や台の坂等の美化

私達の会は東庄町シニアクラブ連合会の単
位クラブです。小規模な集まりですが会員の
健康増進お互いの助け合いを主活動としてお
りボランティア活動としては「ゴミゼロ運
動」等への参加や会員の募金を社協へ寄付を
する程度ですが、私達竜神台地区には大勢の
高齢者がおられ今後お互いにサポートしあう
地区にするための活動を微力ながら進めてい
かなければならないと思っています。是非皆

・墓地の整備美化協力 ほか

様のお力添えをお願い致します。

【問合せ】海宝成義

【問合せ】古河ハルミ

お

ざ ろうじん

はばかりだいけやき

かい

⑨小座老人クラブ

⑩羽計台 﨔 の会

当クラブは、昭和 38 年４月に結成、現会員
は 21 人です。

グランドゴルフ愛好者の集うサークルで
す。主な活動はパークゴルフ練習、春、秋の研
修行、随時カラオケ、ボーリング等を楽しんで
います。
会費：1,000 円／年
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ練習：3 回/週（火、金、土曜日）
練習：県民の森、さくら公園（東庄病院跡地）
グランドゴルフ、パークゴルフ大会に出場
ボランティア活動：春、初夏、秋
石出桜公園草刈り清掃活動に取り組む

小座地区は小さく集落がまとまっているの
で、地区の行事や営みを大切にしながら会活
動やボランティア活動を進め、仲間づくりと
健康づくりを楽しみながらやっています。
・定例会と親睦会、観音経
・観音様の竹切りや除草
観音様の参拝者接待協力
・墓地や地区の除草など
【問合せ】宮崎武男
ふ

さ

かい

【問合せ】小林良則
とうのしょう

⑪房総の会

⑫ 東 庄 ライオンズクラブ

現在ボランティア登録会員は 31 名、地域
に根ざした活動を心がけ取り組んでいます。
主な活動は、福祉施設への作業支援や介護
予防サポーター（いきいきサロンの補助）、
地区ボランティア行事への協力等です。
これまでの経験や特技を生かしながら、声
を掛け合い、和気藹々と協力し合って活動し
ています。

昭和 43 年に結成し、昨年 50 周年を迎えま
した。
会員は正会員・家族会員合わせて 19 名で
活動しています。
献血や河川清掃、ふれあいまつりへの参加
等地域に根ざした奉仕活動を実施していま
す。
《活 動 日》第１・３ 木曜日
《活動場所》鯉屋旅館

【問合せ】堀江登美子
※2019 年 5 月まで

【問合せ】山下秀文

ちゃ

ま きょうしつ

はなぞのりゅう ま ひでかい

⑬お茶の間 教 室

⑭花 園 流 真秀会

ボランティアの給食サービスを始めて約 30
平成７年結成、ボランティア活動会員は、
年になります。はじめは自分達で作って配っ 現在 11 名です。介護施設やグループホーム
ていたので大変でしたが、今は民生委員の方
が配って下さるので助かります。
クリーン作戦や料理教室、町民バスでの研
修会、パターゴルフやボーリング、年に１度
はバザーをやったり、無理をしないをモット

での日本舞踊の慰問活動を主としています。
敬老の日がある９月と 12 月のクリスマス
行事に集中的に延べ 12～3 回程、利用者さん
と一緒に楽しい時間を共有できるよう努めて
います。他には、町公民館玄関前の花植え手

ーに、皆で月に１度は顔を合わせておしゃべ
り出来るように計画を立てています。

入れや、町の行事参加があります。

【問合せ】西山スヤ子
しちはなかい

⑮七花会

【問合せ】山本君子
ひで

かい

⑯秀の会

七花会は、平成７年度と８年度の東庄町連

秀の会は、平成７年度と８年度の東庄町連

合婦人会役員経験者で結成しました。
町内の環境美化を目標にして、国保東庄病
院と保健福祉総合センター前の花壇、東庄町
児童館の花壇、下総橘駅前のコンテナの植栽
と管理を行っています。

合婦人会役員経験者で結成しました。
主に年１回の食事サービスと、町社会福祉
協議会主催のひとり暮らし高齢者日帰り研修
会のお手伝いをしています。
食事サービスは、一番の年長さんですが、
利用者の皆様の喜んでいただけることを励み
に頑張って作っています。

【問合せ】吉田公子

【問合せ】吉田公子

とうのしょうまち す ぎ

こ

いくせいかい

かい

⑰おはなしボランティアたんぽぽの会

⑱東庄町杉の子サークル(育成会)

平成４年、町図書館主催「子供の本教室」
で林優子先生に学び、翌年「たんぽぽの会」

「子どもと大人の架け橋」それが杉の子サー
クルです！現在は中学生～大学生の会員 14 名

を結成しました。
12 名の会員は「絵と言葉は心を育む宝であ
る」を念頭に、町公民館「おはなし会」や保
健福祉総合センター、幼稚園での絵本の読み
聞かせ活動を通して、子供達が絵本の楽しさ

と育成会員 16 名の合計 30 名で活動していて、
主に町内イベントや子ども会行事への協力、
レク指導などを行っています。年１回移動研
修やキャンプを実施し、スキルを磨き、会員同
士の親睦を深めています。

を知り心豊かな子に育つことを願い私達も研
鑽を積み親睦を深めながら活動していきたい
と思います。

《対 象》小学 6 年生の 12 月～
《活動日》不定期（主にイベント時）
《会 費》年 1,000 円

【問合せ】林
い し で さくら

澄枝

【問合せ】町公民館事務局℡８６－１２２１

かい

とうのしょうまちしょうこうかい じ ょ せ い ぶ

⑲石出 桜 の会

⑳ 東 庄 町 商 工 会 女性部

旧東庄病院跡地の 45 本の桜の木は、幹も
太く枝は悠々と広がり、今年も広場いっぱい
に花を咲かせました。たくさんの人たちが集
い、この桜花を楽しんでいるのを見ている
と、私たち会員 17 人もいい気持ちになり、
花が可愛くて仕方なくなります。そして、15
年前に若木を植えてこの活動をスタートさせ
た先輩に感動し、花を守る苦戦を楽しむ心意
気でいます。いい仕事です。

商工会女性部は、商工会の内部組織として
設立され、ご商売をやっている女性を中心
に、現在部員は 43 名で活動しています。
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動としては、ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸにおいて
年２回の花植えを実施。ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞやﾊﾟﾝｼﾞｰ
の苗を植えて公園を花いっぱいにしていま
す。その他は、つつじまつりやふれあいまつ
りに模擬店を出店しています。今後とも地域
に貢献できる活動を行っていきたいです。

【問合せ】岩田

弘

【問合せ】東庄町商工会

℡８６－３６００

とうのしょうまちみんせい い い ん じ ど う いいんきょう ぎ か い

㉑ 東 庄 町 民 生 委員児童 委 員 協 議会

いまごおり

㉒今 郡 ふれあいクラブ

民生委員法に規定された民間の奉仕者で、
地域の様々な相談・支援活動をしています。

平成 15 年結成、現在は会員 8 名、60 代か
ら 70 代が月に１回、第１日曜日に今郡青年

東庄町では現在、民生委員・児童委員 31
名（うち主任児童委員２名）が厚生労働大臣
から委嘱されています。
地区社協主催の「いきいきサロン」や、町
社協で実施している食事サービスの弁当配達

館で活動しています。
敷地内の花壇の手入れ、つつじの手入れ、
場内清掃を行っています。
具体的には、花の植え替えと草取り、つつ
じの刈込み作業です。作業後はお茶会をして

など、関係機関と連携しながら地域福祉の向
上に努めております。

楽しんでいます。

【問合せ】町健康福祉課

℡８０－３３００

【問合せ】事務局社協

℡８６－４７１４

かい

かい

㉓さわやかねっこの会

㉔ひばりの会

町内に住む高齢者や障害のある方のボラン

私達ひばりの会は 6 人で活動しています。

ティア要請に応えたい、と思っている人たち
の優しさを、仲間みんなと支え合いながら実
行化していこうよ、と平成 14 年に立ち上げ
た会です。仲間 24 人、さわやかです。
一人ではできないこともみんなの知恵と力
とで、優しさを形にしていけるのはうれしい
ことです。年末には、手作りプレゼントする
のも楽しみです。

主に町の美化を目的として大友の坂を中心
にゴミ拾いを定期的に行っています。
なかなかゴミの量が減らず「どうしたらゴ
ミが少なくなるか」を考えながら活動してい
ます。
これから東庄町がゴミの無い美しく住みや
すい町になる様に皆で活動していきたいと思
っています。

【問合せ】岩根優子

【問合せ】鈴木正雄

グループ

㉕パイオニア Ｇ

かい

㉖さくら会

現在の会員数は女性４名です。８月、12 月
さくら会は年に２回の食事サービスのボラ
を除き毎月２日間程、午後２時頃に東庄デイ ンティアをしています。メニューに合わせて
サービスセンターにて、手持ちの物や図書館
から借りてきた、民話等の本の朗読や紙芝居
などを行って、高齢者との交流を図っていま
す。
現状は人数が少ない為、活動の幅は拡げら

自分達で材料の買い出しをして、当日は皆で
たのしくお弁当作りをしています。
《活 動 日》年２回 11 月、３月（現在）
《活動場所》保健福祉総合センター調理室
《会
費》なし

れないところです。

※さくら会で一緒にお弁当作りしませんか

【問合せ】山崎ひろみ
とうのしょうまち

おや か て い ふ く し すいしんいんきょう ぎ か い

㉗ 東 庄 町 ひとり親家庭福祉 推 進 員 協 議会

平成 16 年 12 月に会結成。東庄町からの委
嘱により 15 名で構成されています。ひとり
親家庭に対する相談や指導など、ひとり親家
庭等の福祉の向上に努めるため活動していま
す。夏季見舞品の配付や夏休み日帰りﾚｸﾘｪｰｼ
ｮﾝ、新春ふれあい交流会など事業協力と、環
境美化活動を行っています。信頼される推進
員を目指して、ひとり親家庭等と推進員が和
気あいあいと楽しく交流しています。

【問合せ】事務局社協

℡８６－４７１４

【問合せ】山野辺芳枝
かい

㉘すみれの会

平成 15・16 年度の東庄町連合婦人会の役
員の皆様と一緒にはじめた会です。
活動は、年２回（６月、10 月）に食事サー
ビスをして、社会福祉協議会のボランティア
に協力しています。

【問合せ】飯田和子

とうのしょうじょせい

かい

㉙ 東 庄 女性の会

じんだい こ

あんぜん

まも

かい

㉚神代子どもの安全を守る会

平成 18 年に新しく会員を募集しはじめた
会です。

ボランティアへの活動に参加ください！
《登下校時の見守り》登下校時に合わせた自

活動は年２回（９月、２月）の食事サービ
ス、年２回（９月、２月）の高齢者料理教
室、消費者問題・健康・環境等の研修会に参
加し、自分達の向上心を目標にしています。
子育て支援、介護予防サポーター等のボラ

分自身の散歩や犬の散歩をしながらの見守
り。庭先・玄関先・道路での見守り、児童への
声かけなど。
《付き添い》登下校時の児童に付き添って歩
く（地区内など距離は自由）

ンティア活動に参加しています。

《パトロール》(子どもの安全に関する情報の
提供を含む）車などで見回る（登下校時以外で
も可、通勤時に通る道でも結構です）
《募集!!》「110 番の家」を受けてくれる方
【問合せ】神代小学校 ℡８６－４８１１

【問合せ】飯田和子
きかい

げきだん

㉛タブの木会

㉜劇団「かざぐるま」

タブの木会は、石出小学校の子どもたちが
登下校する際に、自宅近くで見守ったり、学校
まで一緒に歩いて安全を守ったりする活動を
しています。
自分たちのできることに無理なく取り組む
という方針で、できることをできる範囲でや
りながら、地域に少しでも貢献できればと考
えています。皆さんも、地域の子どもたちを一
緒に見守りましょう。

安来節を楽しむ者、手品、ハーモニカやア
コーディオン、大正琴から人形劇等々、特技
を山積みして、平成 19 年にスタートしまし
た。
町内外の福祉施設はもちろん、文化行事等
からも声がかかり、楽しみながら活動してい
ます。しかし、福祉訪問が多く、劇団丸ごと
公演がないうちに団員が高年齢になってしま
いました。若手の入団を募集しています。

【問合せ】石出小学校

℡８６－１０１４

【問合せ】渡邊金治

しら

かい

㉝レインボーグループ

㉞白ゆりの会

平成 22 年結成、20 名で出発。主な活動と
しては食事サービスです。年１回７月に私達

白ゆりの会は、傾聴ボランティア団体で、
平成 22 年結成、会員は 15 名です。町内の高

は担当します。届く弁当が楽しみと思ってい
ただける食事づくりを皆で作りあげる味わい
はとても大きいです。二つ目は、東庄ふれあ
いまつりにおけるフリーマーケットに参加。
不用品になった物等を集め、その売上金を少

齢者福祉施設での傾聴活動が主です。
・活動日と場所
《毎週土曜日》特老竜神苑、老健深深、
特老藹藹、東庄デイサービスセンター
《第２木曜日》特老ささがわ

しでもお役に立てればと全額寄付させていた
だいています。

《奇数月第３日曜日》たちばなｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪ
《会費》年 1,000 円

【問合せ】菅谷幸世
しばざくら

かい

㉟芝 桜 の会

平成 25 年７月“無理をしないで、楽しん
で”をモットーに、東庄町ふれあいセンター
内に、前者が植えて下さった芝桜を増やし、
皆様に見て頂き、憩いの場になればと発足し
て、町内外の御支援のもと、５年が過ぎまし
た。（約 2,000 坪の芝桜に♡ハートマーク）
作業は、木・日曜日午前中の２時間ほどで
す。作業後は、お茶をしています。いつで
も、だれでも御参加をお待ちしています。
【問合せ】宮内ふさ子

【問合せ】髙岡和子
ち

ば

け

ん しょうがい だ い が っ こ う とうのしょうまち こ う ゆ う か い

㊱千葉県生涯大学校東庄町校友会

本会は、東庄町に居住する千葉県生涯大学
校の OB と本校に在籍する会員 48 名で組織さ
れています。
文化・教育・保健・体育の場を通じて会員
相互の親睦と積極的に地域活動・ボランティ
ア活動に参加することにより、高齢期の生活
を生がいのあるものにすることを目的に活動
しています。毎年行われている、町内一斉ク
リーン作戦に参加しています。
【問合せ】菅谷

寛

ば

かい

せきじゅうじ ぼうさい

とうのしょうまち ち く き ょ う ぎ か い

㊲よつ葉の会

㊳赤十字防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 東 庄 町 地区協議会

平成 29 年結成、会員 17 名（男性 7 名、女
性 10 名）食事サービスの 12 月を担当してい

赤十字防災ボランティアは、日本赤十字社
千葉県支部に登録しているボランティア団体

ます。
保健福祉総合センターの調理室で 8 時～11
時、三角巾、エプロン、マスク姿で、男性も
ワイワイ楽しく張り切って参加しています。
すべて手作り、高齢者の口にあうよう栄養

で、現在 39 名の方が活動しています。
毎年、保健福祉総合センターに於いて、説
明会を開催しております。
災害時に、ボランティアセンターの立ち上
げ及び運営を行うための体制の整備を目的と

を考えて、おいしい弁当作りに心がけていま
す。

し、平素は救急法の講習会や、防災訓練等に
も参加しております。

【問合せ】城之内典子
とうのしょうまちかんこう

【問合せ】健康福祉課

℡７９－０９１０

かい

㊴ 東 庄 町 観光ガイドの会

当会は平成 19 年に発足し、会員 10 名余で
活動中です。毎週月・木曜は休館日です。時
間は 10 時～15 時までで、12 時～13 時は昼食
時間です。諏訪神社境内観光会館に事務所を
置き、主に天保水滸伝に関する案内、東氏千
葉氏等に関する案内も行っております。お気
軽にお立寄り下さい。只今会員を募集中で
す。加入条件はありません。是非遊びに来て
下さい。お待ちしております。
【問合せ】観光会館

℡080-8757-4750

内容現在
発
行

平成 30 年 10 月
平成 31 年１月
東庄町ボランティア連絡協議会
【事務局】東庄町社会福祉協議会
千葉県香取郡東庄町石出 2692-4
℡ 0478-86-4714 Fax 0478-86-4188

