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令和元年９月末現在 

高齢者サロン・寿会・地域コミュニティ 

つぶらボランティア          サロン木田 

 

 

 

 

二ツ寺サロン なごみ         サロン・いこい・しのだ 

 

 

 

 

富塚サロン              サロン・しのだ 

 

 

 

 

いきいきサロン安松          伊福サロン・ひだまり 

 

 

 

 

森山サロン              下之森元気クラブ 

 

 

 

 

金岩サロンのぞみ           遠島老人クラブ 

 

 

 

 

美和地区花長寿会           金岩寿会 

 

 

 

  

 登録団体の紹介（順不同） 

市民活動センターで 

紹介します 

美和木田地区の高齢者を対象に外に出る機会と

して場所を設けて、茶話会、歌、ゲーム、手品、

多分野で楽しむ。 

秋竹地区高齢者を対象に気軽に集える場所と

機会を設け、茶話会・歌・軽い体操などを行い、

仲間作り・地域の助け合いを育む。 

篠田地区、近隣住民の交流・親睦を図り、閉じ

こもりのない地域を作る。また災害時の助け合

いにつなげていく。 

60 歳以上の方、独居生活の生きがい支援活動。 

近隣住民の交流・親睦を図り、閉じこもりのな

い地域を作る。また災害時の助け合いにつなげ

ていく。 

近隣住民の交流・親睦を図り、災害時の助け合

いにつなげていく。血圧測定・茶話会・パソコ

ン操作・軽体操・イベントなど。 

近所の高齢の方を中心に外に出る機会としての

場所を設け、近所のつながりを深め、楽しい活

動を目指す。 

地域のシルバー世代の皆さまが福祉制度に一層理解

を深めて下さることやサロンの場が楽しい生きがい

作りの集まりとなる工夫を重ねていきたい。 

人と人とのつながりを大切に誰もが孤立せず笑顔で生活できるよう

に地域の仲間と共に軽い体操、歌、レクリエーション、茶話会を楽し

み健康に暮らし、スタッフ全員で良い会をつくり上げていきたい。 

生きがい、健康づくりに関する活動。地域の社

会貢献に関する事。 

会員相互の福利親睦を目的とし、広く老人の福

祉に寄与する。遠島地区満 60 歳以上。 

地域の高齢者を主体に地域住民の交流、親睦を図り、

生きがいと健康づくりに関する事業を行い、繋がり

ある地域を作ることを目的に開催します。 

友愛、清掃、環境、学童見守り、健康保全。金

岩地区居住 60 歳以上。 

関係機関と連携を密にして、会員間の親睦を図り、健康と

福祉の増進に努め、地域社会の融和と発展を図り、若年世

代の善道に寄与できるよう各自の教養の向上を目指す。 



18 

高齢者サロン・寿会・地域コミュニティのつづき 

沖之島地区コミュニティ推進協議会   金岩地区コミュニティ協議会 

 

 

 

 

花長地区コミュニティ協議会      伊福地区コミュニティ推進協議会 

 

 

 

 

甚目寺コミュニティ協議会        

 

 

 

 

 

健康・福祉 

あま市ラジオ体操連盟         甚目寺観音ラジオ体操の会 

 

 

 

  

高齢者支援パールの会         NPO法人ライフサポートみわ 

 

 

 

  

手話・あま              特定非営利活動法人リバイブ 

 

 

 

  

整膚 和               特定非営利活動法人ゆったりホーム海部はすの里 

 

 

 

  

毎朝6時半より甚目寺観音の境内にてラジオ

体操を開催。子どもから高齢者まで、どなた

でも気軽に参加できます。 

ラジオ体操を通じて、市民の健康増進・体力

向上に寄与し、さらに体操愛好者の相互の親

睦を目指しています。 

iPad を使った認知症予防講座「脳トレーニン

グ」に参加されるシニアの方々の中から講座

の担い手を育成しています。 

デイサービスのいろいろなお手伝いをして

います。誕生日会、散歩介助、誕生日プレゼ

ントの手作り小物の制作をしています。 

爆笑すること！自己決定をすること！をモッ

トーに、主に精神科へ通院している方を対象

に就労支援を行っています。 

手話を勉強することで、聴覚障がい者の支援

を行う。また彼らの生活の不便さを学び、共

に幸せに暮らせるように活動しています。 

心の病気で通院中の方に昼間の居場所と生産

活動の機会を提供し、地域社会で孤立しない

よう支援しています。 

健康的なまちにしていきたいと、市民講座や

地域のサロンで、自分の指で出来るセルフ整

膚の健康法を行っています。 

夏祭り、クリーン活動、防犯パトロール、防災

セミナー等で交流や連携を深め、支え合える地

域づくりを進めています。 

主な活動は、防犯パトロール、納涼祭り、秋祭

り、年末ふれあい広場、ゴミゼロ運動等、自治

会と協働で地域活動を推進しています。 

住みよい地域づくりのため、住民の自主的な活

動を通じ、連帯意識を育てて、明るく健康的な

まちづくりを図っています。 

地区で活動する団体、住む人々が連携し、祭

り・防災行事や美化運動等を通して地区の活性

化、課題を解決しています。 

住民の自主的なコミュニティ活動を通じ、新し

い連帯感を育てて「住みよい地域社会」と「甚

目寺の魅力」づくりを目的としています。 
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健康・福祉 

手話グループ美和           桂 手仕事の会･ピーチクチク パーチクチク 

 

 

 

  

あま市アレルギーの会         あまちゃんの会 

 

 

 

  

特定非営利活動法人いち・たす・いち    ジョイジョイサロン 

 

 

 

  

秋竹ラジオ体操クラブ         スポーツ健康団体BODYVATION 

 

 

 

 

 

子ども・子育て  

NPO法人 ママ・ぷらす        あま市母子寡婦福祉会 

 

 

 

  

自然派ママの会＠あま市        ボーイスカウトあま第１団スカウト育成会 

 

 

 

  

美和おはなしグループ グーチョキパー 子どもと本をつなぐ会 

 

 

 

   

あま市の高齢者の心身の健康を作り、交流会

を保ち、レクリエーションや健康チェック・

相談を行っています。 

障がい者を含む一般市民に、余暇・文化活動

援助の必要な方にイベント・文化教室を実施

しています。 

住みよい地域づくりのため、住民の自主的な

活動を通じ、連帯意識を育て、明るく健康な

まちづくりを図っています。 

毎週金 10時から 12 時まで「すみれの里」にて

手話学習をしてます。子連れ参加も大歓迎です。

手話に興味のある方、どうぞご参加ください。 

高齢者の介護予防・認知予防のサロン、あま市民

病院の受付案内、子ども（保育園児）たちとさつ

まいも掘りの交流など活動を行っています。 

アレルギー疾患のある子どもを持つ親同士

の交流・情報交換を目的として活動していま

す。 

あま市の子どもからシニアまでの未来貢献、

身体の動作の必要を伝え指導する。 

藤島神社境内において毎朝ラジオ体操を行

うことで、健康意識を高めるとともに、地域

住民の親睦を深めています。 

ひとり親家庭の親子のサポート、親子参加型

イベントの企画、ネットワーク作り、中学生

向け学習支援の運営も行なっています。 

女性が子育てを優先しながらも、自分らしさを楽しめる生活を

送れるよう子育てライフの多様化、また子育て後の自立実現の

ためお互いに支え合う場づくりを推進しています。 

ボーイスカウトの理念に基づき、健全な青少

年の育成に努めています、屋外を中心に自主

的に活動しています。 

子どもの健やかな成長を望み、できる限り自

然に近いところで子育てする為に、優しい気

持ちを持って働きかけをしています。 

読書（読み聞かせ）ボランティアとして、子

どもたちに「おはなしの世界の楽しさ・本を

読む楽しみ」を伝えています。 

絵本、紙芝居を通して夢や想像力を養い、親

しんでもらえるよう、地域の子ども文化の向

上を目指しています。 
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子ども・子育てのつづき 

ぶっくっく。             サントス・positivo 

 

 

 

  

人形劇団 ゆめぽけっと        もこもこの会 

 

 

 

  

ボーイスカウトあま第3団       TｒｅｅＲｉｎｇ+ 

 

 

 

  

ミルキーねっと            甚目寺南おやじの会 

 

 

 

 

にこりPARK             語りの会 おはなしペロリ 

 

 

 

 

  

親子や身体障がい者を対象に、サッカーを通じて親子のスキンシッ

プ、身体作り、子どもの健全な育成を図る。身体障がい者の方に、

サッカーをする喜び、身体を動かす喜びを伝えています。 

絵本の読み聞かせの他、紙芝居、手あそび、

体操などを行っています。 

乳幼児を持つ親子を対象に「おはなし会」を開催し

ています。絵本とわらべ歌を親子で楽しむ活動。（あ

ま市美和図書館にて火 10 時半から） 

あま市内の幼児、親子及び老人施設に人形劇

の公演、及び人形制作の講習会などを行って

います。 

活動を通して学び、成長する教育の場を提供、あま市及びあま市周辺地

域にて活動しています。〈理念〉尊重共存（人を思いやる心、感謝する

心、寄り添う心、謙虚な心、共に生きようとする心、学び続ける心） 

あま市地域の青少年少女に対しスカウト運

動を通じて、人間性の向上を図っています。 

甚目寺南地区の、学校および PTA と連携し、学校教

育に対する理解を深め、協力し、親睦を図り、子ども

たちの心身の健康と安全を願い活動をしています。 

あま市やその周辺の子育てをしている人々を対象に子育て支援とお

互いにネットワークを構築する機会を拡充することを目的として、

企画運営をしています。主に平日午前中（家族向け企画は土曜日） 

子どもに耳からおはなしを聞く楽しさを体験

してもらう。 

地域住民及び親子の笑顔・ココロとカラダの

健康を守り、子どもの健全な育成を図ること

を目的としています。 
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文化・レクリエーション 

あま市ものしり検定実行委員会     あま市レクリエーション指導者クラブ 

 

 

 

  

美和パソコンフォーラム        あまの神社仏閣へ行こう! 

 

 

 

  

あま市市民活動団体 LOVELY iPad CLUB    あま市郷土史研究会 

 

 

 

  

あま市レクリエーション協会        

 

 

 

 

 

芸術 

音楽ネットこすも           美和写真クラブ 

 

 

 

 

ボラ・エコー             大正琴 琴吉会 

 

 

 

 

劇団 若草              てづくりチャリティーコンサート実行委員会 

 

 

 

  

幼児から高齢者まで豊かな住みよい、元気に

なるまちづくりを目指していろいろな事に挑

戦して楽しく活動しています。 

市の歴史文化を伝え広めています。学校へ出

向き「ものしり検定」の出前授業を実施し、

誇るべき郷土を伝えています。 

あま市の神社仏閣に関する情報の整理と市内外への発信

を通して、市の歴史的財産への認知度の向上、理解の深

化を促すことで、地域に愛着を持ち、活性化を目指す。 

パソコンなど IT 機器を通じ、ともに学び、

楽しみ、地域の IT 発展に寄与、講習会、研

修会の開催、会報の発行をしています。 

生涯学習の一環として、郷土の歴史、文化財

の研修、それに関連した地方の文化財などの

研修をしています。 

シニア世代がＩＴに触れる機会を作り、繋がりの輪を

広げ、同時に情報化社会に対する支援をし、次に繋げ

るための育成と社会貢献を目的としています。 

市民の余暇生活の充実を図るため、レク総合的な普及振興を図

るための活動および他団体支援、市民の心身の健全な発達と明

るく豊かな市民生活の形成に資することを目的としています。 

写真の好きな老若男女が自由に写真を撮り、展

示会を数多く行い、技術の向上に励んでいます。 

あま市を中心とした地域の皆さんと音楽を楽しみ、安心し

て暮らせるまちづくりを目指しています。公共施設などで

音楽の生演奏と夢コンサートを行っています。 

介護施設などへ大正琴の演奏を中心に活動をし

ています。懐かしい童謡や演歌など大正琴と合

わせて歌っています。 

コーラスボランティア団体です。すみれの里に

て活動、要請があれば他の市町村へ出張しま

す。 

甚目寺観音で毎月 12 日に開催されている朝市

が土日祝日の場合に、「てづくりチャリティ・

コンサート」を実施。 

良質なエンターティメントを主体とし、歌謡シ

ョーなどを通してボランティア公演を行って

います。 
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芸術のつづき 

甚目寺説教源氏節もくもく座      男声合唱団フロイデ 

 

 

 

 

音楽ボランティア ハイビスカス    女声合唱団 虹のかけはし 

 

 

 

 

風土マルシェふれあいコンサート実行委員会   コーラスはるか 

 

 

 

 

 

スポーツ 

あまチェアエクサクラブ        としえＰＡＰＫ 

 

 

 

 

あまスポーツクラブ      

 

 

 

 

  

明治末期に衰退した、江戸幕末期に誕生し日本全国で大人気を博

した大衆芸能「説教源氏節」、甚目寺西今宿の「甚目寺説教源氏

節」として伝統芸能を再創造し伝承する活動をしています。 

 

合唱により地域との文化交流のかけはしになる

ことを目指すと共に音楽を通じてつながりを深

めています。 

老人福祉施設等で三味線・尺八などのミニコン

サートを行い、音楽を通じて福祉の増進を広げ

ています。（月１回程度） 

高齢者・児童の福祉施設、集まりの場に歌を届

ける。あま市にてボランティア及び練習。随時

活動。 

甚目寺観音にて毎月 1 日に開催の風土マルシェにて、土日祝日の場合に 10

時～14 時、ふれあいコンサートを行う。音楽・スポーツを通じて仲間作り

の輪を広げるとともに地域の発展に役立つことを目的としています。 

「真の体力」をつけることの大切さ、自ら「体力メン

テナンス」することを広めるための啓蒙活動、広報活

動、各団体との連携活動を行っています。 

椅子１つで体力・筋力・有酸素運動と脳トレも

加え、トータルな運動で健康寿命を延ばす目的

で活動しています。 

あらゆる年代の市民がスポーツ・レクレーショ

ンに親しむことを目的としたイベントやスポ

ーツ講座を開催しています。 

合唱を通じて団員相互の親睦と音楽技術の向上を図ると共

に、地域への音楽文化の貢献を目的として活動しています。

あま・津島地域の発表会及び慰問ボランティア活動。 
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環境 

ねこネットあま            あま市有機農業ネットワーク 

 

 

 

 

あま市５３０運動推進連絡会      二ツ寺ゴミゼロ 

 

 

 

 

 

防災・防犯 

あま市防災ネット           沖之島自主防災会 

 

 

 

 

すみれの会              自主防犯パトロール「あんずの会」 

 

 

 

 

海部東部消防ボランティア       秋竹防災リーダー会 

 

 

 

 

篠田安心安全の会 

 

 

 

 

 

  

有機農業の情報提供と啓発活動を通し市民（消

費者、流通、福祉、医療）の健全な食育を図る

ことを目的としています。 

ＴＮＲ活動（飼い主のいない猫を一時保護し、不妊または避妊去

勢手術を施し、元に戻すこと)と猫の新しい飼い主捜しのための譲

渡会を定期的に行い、物品支援・寄附金を随時受付しています。 

毎月第三日曜日活動。区内の通学路、主要道路

に捨てられたゴミ、不法投棄ゴミを処理、防止

啓発活動も実施しています。 

4 月 29 日あま市５３０運動の日、市内の全域

で実施。学校、地域等の清掃活動団体の支援を

行っています。 

年一回の総合防災訓練、消火栓、可搬ポンプの

取り扱い訓練、人工呼吸、AED の救急講話を実

施しています。 

大きな地震や台風など災害が来た時のために

どんな備えが必要か？子どもから高齢者まで

防災の知識を広めています。 

七宝地区の犯罪の抑止を目的に地域を見守り、

安心して生活できる街づくりのために回転灯を

点灯させて巡回しています。 

あま市美和全域地内を回転灯を回してパトロ

ールしています。午後 4 時から火・金と午後 8

時から火木に走り、月 16 回廻っています。 

災害時による応急活動、防災・減災普及活動、

七宝地区秋竹の自主防災活動をしています。 

あま市及び大治町内における消防・防災の広報

活動及び訓練活動をおこなっています。 

主に篠田地区において災害に強い街づくりを目的と

しています。市民活動センターにて月 1回（第二日

曜日）定例情報交換会を開催しています。 
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まちづくり 

NPO法人ほっとネット・みわ      あま市サクサク盛り上げ隊 

 

 

 

 

美和花火会              あま市さくらまつり実行委員会 

 

 

 

 

桃十日まつりプレイベント実行委員会  風土マルシェ実行委員会 

 

 

 

 

おまつの方生誕地保存会        甚目寺activation実行委員会 

 

 

 

 

 

その他 

あま市国際交流協会          Ｐｉｃｃｏｌｏ 

 

 

 

 

自分史活用推進協議会名古屋支部    大人の研究所 オトラボ 

 

 

 

 

わくわく あま            NPO法人 ORR社会貢献センター 

 

 

 

 

市内情報発信事業、あまえん坊による広報支援

活動、あま市でご縁をつなぎながら「がんば

れ！」の輪を広める活動をしています。 

あま市市民活動センターの運営、七宝産業会館指定管理事業、コミュニ

ティカフェの「あまテラスカフェ」運営。他にも小学生親子を対象に食

育講座「小麦っこクラブ」、「子育て講座」開催。 

甚目寺観音のさくらの時期に、コンサート及び

商工会コーナーなどの催しを行い、観光事業に

努めています。 

地域を盛り上げるために、手筒花火を打ち上げ

ています。ヤケドを恐れず、熱い思いで活動し

ています。 

甚目寺観音にて毎月 1 日に行われる風土マルシ

ェの開催。あま市や甚目寺の活性化を図ること

を目的としています。 

8 月甚目寺観音の桃十日まつりの前に、芸能ス

テージを行うことで、地域の芸能文化の発展を

図っています。 

甚目寺地区の活性化を目的とし、コミュニティ

創出事業、地域連携事業等。毎月一回第３土曜

日 10：00～漆部神社にて活動。 

前田利家公正室おまつの方生誕地に関する貴重な歴史情報の整理と地区内外へ

の発信を通して、あま市の歴史的財産への認知度を向上、その理解の深化によ

ってまちに誇りと愛着を持ち、地域の活性化やまちづくり推進をしています。 

パンの販売（あま市美和文化会館、「図書館ま

つり」など）、パン作り教室、アレルギー対応

のパンなどパンを通しての食育活動をしていま

す。 

国際交流・多文化共生及び国際理解教育に関する事業を通じて

国際理解を深め、市民と多様な文化背景を持つ地域の外国人が

共に安心して暮らせるまちづくりを目指しています。 

ミドル世代の「コミュニケーションの場」、「生き方を考え

る場」を提供、セミナーや研修会などを通じて、会員相互の

親睦を図り、地域社会に貢献する活動をしています。 

回想法を使った自分史づくりセミナーを開催

し、シニアの介護予防、認知症予防につながる

活動をしています。 

地域の子育てをしている親を中心に地域事業者、地域市民に対

して、オレンジリボン運動啓発に関する事業をおこない、地域

と共に児童虐待に関わる問題の改善や解決を図っています。 

あま市民への紙ひこうき作成、たび遊歴の発

信・参加を促がす活動のほかにも、水彩画、英

会話の学習をしています。 


