
団体名 活動目的（概要）

1 一樹会
情報をそのままでは読む事の出来ない方の為の音訳、録音図書作成及び対面音訳、勉強会、講演会、ボランティ
ア活動

2 朗読サークル　かたりべ 高齢者施設への朗読ボランティア

3 五朗会 音訳スキルアップのための勉強会。障害者の為の音訳

4 音訳ボランティア鈴の会 視覚に障害のある方で、墨字で書かれた物をそのままでは読めない方に音声でお伝えする活動。

5 ＳＯＳ江東
ＳＯＳ江東は江東区の住民が主体となって活動する防災ボランティアグループです。｢自助」｢共助｣｢公助」の部分
の自助と共助を担い防災福祉のまちづくりを行うことを目的とします。

6
車椅子点検整備
ボランティアの会

江東区社会福祉協議会が保有している区民向け無料貸出前の点検整備清掃作業や区内高齢者施設へ出向き整
備・清掃作業を行っています。

7 おもちゃ病院江東 おもちゃを無料修理するおもちゃ病院の開催

8 アインシュタインクラブ
発達障害児を持つ親と支援者が、親睦を深め地域社会に理解を求め、孤立せずに豊かな生活をしていくことを目
的として、運動教室・茶話会・研修会・講座などを開催。

9 和船友の会
本会は、櫓・櫂による和船の操船技術、並びに和船の維持・管理方法を後進に継承し、本会の活動を通じて会員
の親睦と地域社会の活性化に資する事を目的とする。

10 あっぷる環境
３Ｒ（リユース、リディース、リサイクル）を地域のかたがたに広めるため、使用済み切手で栞を作り、包装紙やＰＲ
用チラシを利用したカードを作り、使い終わったから瓶に絵を描いて、再利用するトールペイントなどを楽しみ活動
をしています。

11 家なき猫
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の推進活動と、保護猫の里親募集活動を通じて、地域の猫問題を減少させ、
人と猫が共生出来る良い環境を目指して地域社会に貢献する。

12 LOS　BORRACHOS フラメンコ（踊り・ギター・唄）による慰問活動

13 朗読の会　マザーグース 高齢者施設での朗読会。定例研修会。児童館、きっずクラブ、保育園、病院などでのおはなし会、よみきかせ。

14 朗読の会　そら
講師による朗読の勉強会に参加し、技術を高める。
高齢者・幼・児童施設での「おはなし会」を企画し活動する。

15 朗読サークル　「ロンド」
目的：ボランティアを通じて、地域社会に貢献する。
活動：高齢者施設等でのお話会ボランティア、勉強会

16 朗読サークル　かざぐるま 朗読の学習を続けながら図書館、デイサービスのお話会に参加

17
東京都障害者セーリング
連盟

障害者と共にスポーツとしてのセーリングの振興と普及を目的に活動。障害者専用ヨットを使用し体験乗船会を含
め、障害者スポーツ普及活動を夢の島マリーナで定期的に行っている。

18 悠悠ボランティア
福祉、環境、ＩＴ、余暇　サークルのボランティアを通し、勉強会を開催、個人の技術向上と地域社会貢献活動を目
指します。

19 麦の花 江東区に在住する聴覚障害者のより豊かな生活を支援するため、手話の出来るボランティアとして活動。

20 みみずグループ
公園内清掃で集めた枯れ葉を使い、昔ながらの堆肥を作り、その堆肥で土の改善をして菜園及び花作り、土から
学ぶ身近な環境作りを地域イベントで呼びかけております。

21 マイテジーナ 月2回のマジック練習と老人ホーム、学童クラブなどへのボランティア活動

22 民謡ライブ　和音会 民謡ライブを演じる（尺八、三味線、太鼓で生演奏）。

23 微笑友達会 音楽と舞踊を通して日中友好・文化交流事業の促進、区内の老人福祉施設の慰問活動を行う。

24 ホタルの碁 囲碁教室

25 ベネボール江東
本会は、区の福祉等の活動の支援及び会員相互の親睦と心身・健康の増進及び生きがいのある生活の向上を図
ることを目的とする。



26 深川ハーモニカサークル
ハーモニカの演奏研修活動による会員相互の親睦、健康維持と諸活動により社会性の一層の向上を図る。会員４
クラスに分け月２回の活動と各種地域行事への参加、グループ個人での施設慰問などの随時実施。

27
NPO法人
ネイチャーリーダー江東

江東区内及びその周辺地域での観察会、こうとうくのポケットエコスペースの保全、昆虫、鳥、植物、干潟の調査。

28
櫻川流江戸芸かっぽれ亀
戸道場

伝統芸の粋なおどりを広める為のおどりおけいこ

29 なんぼら江東
なんぼら江東は難病患者、障害者、高齢者を支援する市民ボランティアグループです。難病団体の支援やパソコン
教室の支援を行っています。

30 ざぜん草
子どもたちの読書のきっかけづくり、豊かな情操の育成に役立つ事を願い、子ども好きなメンバーで図書館・幼稚
園・きっずクラブ・区内イベント等で昔話・絵本の読み聞かせ・子どもと共に拡大布芝居作りをしています。

31
東京都ビューティーケア赤
十字奉仕団

高齢者施設・福祉施設等で、ハンドケア・フェイシャルケア・ネイルカラー等を行うボランティアです。入所者の方々
の心を和らげ、生き生きとより豊かに過ごせるように励ますことを目的としています。

32 点訳「しんせい」 視覚障害者のための点訳・サポート

33 おはなしポピー
地域の子育てを応援するボランティアサークルです。地域の子供達を対象として、リズム遊びや絵本の読み聞か
せ、手あそび、工作、パネルシアター等を行っています。また、お年寄りのデイケアへ行き、紙芝居、朗読、手あそ
び等を行っています。

34
チーム　ピース　チャレン
ジャー江東区支部

インド・バングラディッシュ・ネパールの自立支援活動、インド給食支援プロジェクト、インド職業訓練所自立支援

35
第五福竜丸ボランティアの
会

第五福竜丸展示館でのガイドを中心として、展示館での諸行事・企画展などへの協力。学習会、研修会の企画と
実施。

36 銭太鼓同好会 島根県の伝統芸能や踊りの演芸を見ていただく。

37 手話ダンスサークル　愛 手話ダンスを通じて聴覚障害者との親睦と健康向上を図り、各種ボランティア活動を行うことを目的とする。

38
手話ダンス江東
はなぐるま

手話ダンスを通じて聴覚障害者との親睦と健康向上を図り、各種ボランティア活動を行うことを目的とする。

39 手話サークル江東
会員相互の交流と研鑽をはかり、円滑なサークル運営の確立と発展を目指し、ろう者及び地域社会の福祉向上を
目的とする。ろう問題の学習、ろう団体への協力、会員相互親睦。

40 フラ「シャクナゲ会」 フラダンス練習およびボランティア活動

41 さろん・ど・下町 演芸披露、パクパク人形作り

42
園芸福祉グループ
さくら・さくらの会

園芸福祉士として、特別養護老人ホーム・福祉作業所の方とのコラブ（ハーブ育成等）花壇作り実施。第五福竜丸
展示館花壇作り（夢の島公園内）。震災避難者しののめ会ボランティア支援。

43 サークル　ニイハオ 日本語の無料教室。日本の文化習慣を知って貰う

44 折紙サークル 伝承折り紙指導、老人福祉施設、児童館、展示、ボランティアまつり等イベント活動

45 音声ガイド江東シネマアイ 音声ガイドの研究及び制作・発表。音声ガイド付映画を通して視覚障害者の福祉向上をはかる。

46 着ぐるみーズ 着ぐるみを着て、手話歌、踊りをして、障害者・高齢者などと交流を図る。

47
木場プレーパークぼうけん
隊

地域の子供達の外遊びの充実を体験。異年齢やさまざまな人と関わる事の出来る場作り。

48 きらく会 江東ホームへのボランティア、あそか園の奉仕

49
グッドウィル・ガーデナーク
ラブ

高齢者や障害のある方々と自然（草花）に癒されて日常生活をより一層楽しく過ごすお手伝いなどをする

50 邦和佳会 特養ホームデイサービス　踊りとなつかしのメロディー合唱



51 K.Wave'12
ウクレレの演奏の習得と歌を通して会員相互の親睦を図りかつ健康で明るく豊かな社会生活を送るための活動を
することを目的とする。

52 傾聴の会・江東 傾聴ボランティアを行う。傾聴ボランティア活動の普及。

53 健康ふれあい江東
健康麻雀の精神を遵守し会員相互の親睦を深めかつ、地域社会に貢献することを目的とする。この目的を達成す
るため「賭けない飲まない吸わない」の健康麻雀の精神を遵守し健康に配慮し楽しくふれあい麻雀を行う。

54 琴夢会 お琴の演奏を通してお年寄りや身体の不自由な方々に気分転換や心が和んでいただけたら幸いです。

55 子供バレエ 老人ホームとデイサービス専門に、慰問をしています。

56 江東エコリーダーの会 環境系

57 江東絵本同好会 手作り絵本・カード・文章の勉強、絵の勉強

58 江東親子イキカレネット 親子イキイキカレンダーの毎月の発行

59 江東音訳サービス
聴覚障害者及び本を扱うのに不自由な方のための音訳活動。図書館依頼の録音図書作成と個人依頼の音訳。情
報テープ、CD、デイジー作成(区役所、障害者福祉センター、江東区視覚障害者福祉協会等依頼）

60
江東区点字サークル
木曜会

点訳

61 江東区要約筆記者の会
要約筆記の啓蒙と地域福祉向上を目的に聴力にハンディを持つ人、高齢で聞こえにくくなった人の情報保障をめ
ざす。会員相互の研修を積み、要約筆記を必要とする個人・団体に協力。

62
江東手話ダンスサークル
夢

福祉施設訪問、交流。地域の祭りなどへの参加。手話ダンス講習、指導。

63 江東スダレの会 演芸の実演、参加者に体験指導。南京玉すだれ、銭太鼓ほか

64 江東田んぼクラブ 「田んぼの学校」の運営及びそれに付帯する活動、研修。

65
こうとうビオトープネット
ワーク

区内ポケットエコスペースの維持管理や生きもの調査等を実施することで区民の自然保護意識とみどりのボラン
ティア参加を啓発する。

66 江東ボラコー会 ボランティア相談

67 コスモス 皆と一緒声を出し健康に笑顔で見守る。

68 子育てサロンすくすく 子育て親育ち支援

69
東京ユニバーサルデザイ
ン・コミュニケーターズ

広く一般市民を対象にして、年齢・能力、及び、特性の違いにかかわらず誰もが使いやすく安心で安全な環境作
り、社会へのユニバーサルデザインの理念の普及促進、学校教育の支援などを行うことにより社会貢献に寄与す
る。

70 朗読の会　きくいただき 朗読を通じて、地域の子どもや高齢者との交流を広げ、より生きやすい生き甲斐のある社会作りに貢献する。

71
特定非営利活動法人　外
国語ボランティア・コートー
ク

訪日、在住の外国人で困っている方にお手伝いをする。

72 スポーツ推進部・さざんか
老人クラブ会員は、誕生会が唯一の場ではないでしょうか。そこで誕生会がない月に、地域の主体的に行う高齢者
の見守りと、それに社会的孤立に伴う孤独死を防ぎ、住み慣れた地域で、安心して暮らせる場と併せて健康維持と
体力向上を目指す支援を提供する。

73 江東コカリナクラブ 会員同志の演奏の向上とアンサンブルを楽しむ。演奏活動（ボランティア活動を含む）をする。

74 江東メイクセラピー和
メイクセラピー（化粧療法）お顔のクレンジング、リンパマッサージ、ナチュラルメイク、ハンドマッサージ、マニュキュ
ア施行。

75 江東子どもの本研究会 お話しや子供に関する本の勉強会やお話し会を通して広く子供達に本の楽しさを伝えている。



76 （特）こうとう親子センター
子育ちと子育てに関わる人々を支援し、子育て家庭と子どもたちを地域社会全体で支える社会の実現に寄与す
る。子育ち・子育て支援。人材育成。情報発信、啓発など。

77 冬木ＵＤパト隊
江東区内の安心・安全を守るためと、会員の親睦をはかり、健康作りのための活動（登校見守り、ラジオ体操、太
極拳）

78
NPO法人　関東シニアライ
フアドバイザー協会・江東
部会

シニアの自助・自立を支援する事を目的に事業を計画し実施しているNPO法人です。①ふれあい、いきいきサロン
「とまり木こうとう」②井戸端カフェ「しゃべり場」・・認知症対策③その他ミニコンサート他。

79
のびるの会（江東の不登
校・登校拒否を考える会）

不登校の子どもを持つ親を中心に、関心のある人などが語り合い、子どもの理解を深めることを目的に、月１回の
定例会と年数回の学習会

80 雲雀の会 オカリナの素朴で澄んだ音色を奏で、演奏交流会やボランティア活動、老人養護施設を訪問している。

81
輝くママのコミュニティ
「himawari」

子育て中のママ、親子のための学習、交流会、講座、食育、スポーツを通して、孤立、産後うつの防止、コミュニ
ケーション作りを目的に活動しています。また、江東区に初めて引っ越してきた家族や外国の方も気軽にママのコ
ミュニティ、江東区とのつながりのきっかけの場となるよう活動しています。

82
塩浜福祉会館
なごみの会

①介護予防に関する勉強会・情報交換②福祉会館内でのレクリエーションの実践③深川南部地区長寿サポートセ
ンターなどでのレクリエーションの提供

83
ジャンボ・インターナショナ
ル

国際交流・アウトドアイベント

84 ベルマロン(銭太鼓・民謡） 保育園や地域のイベント、敬老会などでの銭太鼓、民謡発表

85 江東手工芸協会
子供からお年寄りの方々まで手作りの楽しさ、、喜びを普及する為無料講習会を行っている。チャリティー手作り
ショップを開き募金活動も行っている。

86 ひまわりSARUE
音楽をバックに呼吸を意識しながらストレッチ指導、体をあたため、緩んだ後にフルート演奏やセミプロの歌を聴い
ていただいてフルート伴奏などで合唱していただきます。

87 ハッピーハンド 子どもたちが心豊かに仲良く仲良く使える手芸作品を作り子育て施設へお届けする。

88
こども卓球教室指導者くら
ぶ

児童館及び放課後こども卓球教室（江東げんきっず、江東きっずくらぶ）。福祉会館及びふれあいセンターにて「認
知症予防エクササイズ」

89 朗読グループ「　座・深川」 小学校、グランチャ東雲における読み聞かせボランティア。寺院での「お寺語り」など

90
江東区ハニービー・プロ
ジェクト

養蜂事業を通じて地域の活性化、都市の生態系回復に寄与する。

91 江東ねこの会
江東区の「飼い主のいない猫」の様々な問題に三者協働（住民、行政（保健所）、ボランティア）で活動して共生出
来る町を目指す。

92 江東健康麻雀倶楽部
「健康麻雀」を通じて、会員相互の親睦を深め、かつ、地域社会に貢献することを目的とする。毎週水・土曜日に開
催。

93 親子NaNaの会 地域の方々と共に子育てができるよう環境作りをする。季節の行事や、親子の会を開催する。

94 朗読サークル　みやこどり 朗読の学習をし、平野児童館のお話し会やボランティアまつり等に参加

95 みどりネット　Koto 花とみどりの活動・コミュニティーガーデン活動の推進

96
特定非営利活動法人
ねこ辰

法及び条例の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の、地域における適正飼養の推進活動に努め、加えて東京都の
推進する猫の室内飼いを広く実現させ、まちづくりの推進を図り、人と猫の共生社会の実現を図る。

97 くちなしの花の会
身近な素材を活用して子どもの発達に合わせた遊具を作り、地域の子育て施設や災害被災地に提供し、作り方や
遊び方を広め交流を図る。

98 てぃあらアンサンブル江東
アンサンブルの練習を主目的とし、練習を通して会員相互の交流と親睦を図り、また演奏活動を通して地域社会に
貢献することを目的とする。

平成３０年１０月１日現在


