
団体名 活動目的（概要）

1 あっぷる環境
身近な環境問題や文化活動を通して地域活動をする。 
３Ｒ（リユース、リディース、リサイクル）を地域に広める。

2 いいね森下
芸術や音楽などのイベント、情報発信や清掃活動を通じて、地域社会に人々の新しい「つながり」を構築し、街の発
展及び振興に寄与することを目的とする。

3 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。また、東京都動物愛護センターから子猫、乳飲み子を
引き取り殺処分ゼロを目指す。

4
（特非）
いのちのネットワーク江東

飼い主のいない猫の赴任・去勢手術の実施・給仕・保護・譲渡活動・広報活動・区民相談。

5 ウクレレサークル　LaLa
ウクレレの演奏、歌、ダンスを参加者が一緒に楽しむことを主眼に練習、活動を行う。会員の心身の健康を図ると
共に、地域のイベントへの参加、ボランティア活動にも積極的に参加する。

6
園芸福祉団体　さくら・さくら
の会

ガーデンコーディネーターとして2020年オリンピック大会準備のためお台場の「おもてなし花壇」2区画のデザイン、
メンテナス、花壇づくり及び第五福竜丸展示館のリニューアル、中花壇デザイン、植栽及びメンテナンス。宮城県震
災支援活動中。

7 おもちゃ病院江東 おもちゃを無償で修理するボランティア。

8 折り紙サークル 会員が健康で豊かな社会生活を送る為、折り紙を習い、またその他の社会活動を行なう。

9 音声ガイド江東シネマアイ
映画音声ガイドの研究及び製作 。
音声ガイド付き映画の上映会を通して視覚障碍者の福祉向上を計る。

10 音訳グループ　一樹会 地域社会に貢献することを目的とし、その為に学習活動を行い教養を高め、かつ会員相互の親睦を深める。

11 音訳ボランティア鈴の会
視覚障害者および墨字資料をそのままでは利用できない方々のために音訳技術を活用して奉仕することを目的と
する。

12
（特非）関東シニアライフ
アドバイザー協会・江東部会

①孤独対策：ふれあいサロン「とまり木こうとう」②認知症対策：井戸端カフェ「しゃべり場」③経済お助け対策：手作
りサロン「和み」④身心共のUP対策ふれあいサロン

13 木場プレーパークぼうけん隊
木場プレーパークの開催。冒険遊びの運営を通じ、親と子供がともに遊び、時間を共有する場を創ることによって、
こどもの育ちを援助することを目的とした活動を行う。

14 きらく会 中高年、障害者の健康維持。

15 くちなしの花の会 手作り遊具を作成し、区内の児童福祉施設や災害地域の児童施設へ提供。

16
車椅子点検整備
ボランティアの会

車いすの安全点検・整備。

17 K.Wave'12
ウクレレの演奏の習得とハワイアン、歌謡曲、唱歌等を歌い会員相互の親睦を図り地域社会との交流としてボラン
ティア演奏をする。

18 傾聴の会・江東
傾聴ボランティア活動。 
研修会、勉強会、情報交換。

19 江東エコリーダーの会
「みどりのカーテン」啓蒙・設置活動 。
夏・秋、親子で干潟観察会(新砂干潟の観察とクリーンアップ） 
手漕ぎゴムボートで運河体験による歴史・水辺の環境・生き物の環境保全など。

20 （特非）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。

21 江東音訳サービス
視覚障害者及び本をそのまま読むことに不自由な方のための音訳活動 。
・図書館依頼の録音図書製作と個人依頼の音訳 。
・情報テープ、CD、デイジー製作(区役所、障害者福祉センター、江東区視覚障害者福祉協会、社協等依頼）。

22
江東区点字サークル　木曜
会

視覚障害者へのよりよい点訳を提供することを目的として活動。

23
（特非）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。

24 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。

25 江東コカリナクラブ
デイケア等ボランティア活動や練習（演奏上達のために）、行事（コカリナフェスティバル、亀戸赤ちゃん広場、歌う
会等）参加。
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26 （特非）江東国際交流協会
我が国を訪問し、または滞在する外国人に対して、語学学習、日本の生活文化、伝統産業や地域行事の紹介等の
生活支援と交流・文化広報に関する事業を行う。また、コミュニケーション・ツールとして外国語のスキルを持ってそ
れを必要とする人々に対して通訳、翻訳などのサービスを提供する。

27 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。

28
江東・失語症のある方のコ
ミュニケーションを豊かにす
る会（KAC）

１．失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の実現 （区議会へ働きかけ） 
２．失語症が多くの方に理解されるための啓発 （KACだよりの発行・配布） 
３．ボランティア活動（「すずめの会」定例会で支援ボランティア）

29 江東手工芸協会
手工芸全般を通し、各人の人格、教養、技術を尊び社会教育の発展に寄与するを目的とし江東区内において幅広
い活動を行っている。

30 江東手話ダンスサークル夢 区内の高齢者施設で演芸披露と講習、区民まつり、子どもまつりで地域と交流。

31 江東スダレの会 老人施設、その他で演芸を実践する。

32 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。

33 江東ねこの会
飼い主のいない猫（ノラ猫）の問題に三者協働（住民、行政（保健所）、ボランティア）で取り組みTNR活動で地域猫
対策を推進して、「人と猫が共生出来る町」を目指す。

34
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。

35 江東ボラコー会 ボランティア希望の方の相談やアドバイス。ボラセン業務支援（ボラセン窓口、東雲訪問等）。

36 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
ア施行される方と会話しながら行わせて頂いています。

37 コスモス 皆と一緒に声を出し、コミュニケーションが取れ健康に笑顔で見守る。

38 （特非）子育てサロンすくすく 子育て親育ち支援。

39
子育て支援サークル
たんぽぽキッズ

親子のコミュニケーションやママ友交流が出来る子育て支援。

40 子供バレエ 老人関係施設慰問。

41 五朗会 音訳スキルアップのための勉強会。障害者の為の音訳活動。

42 ザ・ウィッシュボンと仲間たち
なつかしい思い出の曲（昭和歌謡、フォーク、ポップス等）をギター演奏と歌で区内高齢者施設などで、コンサートを
行う。

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
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。

45 さろん・ど・下町 腹話術技術向上。

46 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とイベントのボランティア活動。
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。

47 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。

48 手話サークル江東
１．手話の習得及び聴覚障害者問題の学習。２．聴覚障碍者団体が行う事業への参加、協力。３．手話通訳並びに
ボランティア活動。４．会員相互の交流並び親睦。５．その他役員会委で必要と認めた事業。

49 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。

50 手話ダンスサークル　愛 手話ダンスを通し親睦と健康向上を図り、ボランティア活動を行うことを目的とする。
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51 銭太鼓同好会 演芸ボランティア活動。

52 太極拳仁和
太極拳を通じて心身の健康と親睦を図る為に、誰でも参加できる練習会を開催し、健康的な生活を維持することに
貢献する。

53
第五福竜丸展示館
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。

54 でぃぐらぶ 障害児・者や支援者の認知と地位の向上、地域連携。

55 点訳　しんせい 視覚障害者からの点訳依頼の対応及び小中学校からの点字学習などの支援。

56
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。

57
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。

58 東京東地区郵便局長会
目的：災害時のお手伝い 
主な活動内容：年１回　そなエリアや本所防災館での体験学習、数名が防災士資格取得講座受講 、各地域におけ
る清掃ボランティア

59
（特非）東京ユニバーサル
デザイン・コミュニケーターズ

ユニバーサルデザインに関する調査、まちあるき、研修。

60
（特非）
ネイチャーリーダー江東

自然環境の創出、保全。自然観察会などの環境教育。生物調査。政策提言。

61 （特非）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、人と愛護動物である猫との共生社会の実現を図る。

62
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

63 ハッピー・ハンド 施設に届ける手芸品作り（フェルトでおもちゃ）。

64 雲雀の会 施設を訪問しオカリナ演奏を聞いて頂く。

65 ひまわりSARUE
施設の車いすや坐位の方々が無理なくできるストレッチ指導（音楽に乗って）その後フルート、オカリナ、サックス演
奏。セミプロの歌を聴いて頂いたり楽器伴奏で合唱、参加型パフォーマンスです。

66 深川ハーモニカサークル
サークルはA・B・C・アンサンブルの４クラスに分かれ月２回クラス別指導を受け日々研鑽に励んでいます。サーク
ル会員による各種イベントへの参加、グループ・個人有志による施設慰問などに出かけています。

67 冬木ＵＤパト隊
週４回早朝木場公園往復パトロール・冬木武田堀ガーデン水やり。毎日登校見守り（ストップさん）ボランティア５
名。週２回夜８時～９時冬木町内全域５名パトロール。

68 ベルマロン(銭太鼓・民謡） 銭太鼓及び民謡の発表。

69 ホタルの碁 小学校、児童案への囲碁出前講座。お祭り広場での青空囲碁教室。

70 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）。

71 麦の花
聴覚障害者のより豊かな生活を支援するために手話の出来るボランティアとしてお手伝いします。見守り、訪問（手
話でおしゃべり）、外出、車椅子介助、障害者センター事業補助員など。

72 朗読サークル　かざぐるま 朗読を学び図書館での赤ちゃんや幼児のお話会、デイサービスでの紙芝居や歌などのお楽しみ会。

73 朗読サークル　かたりべ 高齢者施設での朗読ボランティア。

74 朗読サークル　みやこどり 会員がすこやかに豊かな社会生活を送るために朗読を学習しボランティア活動をする。

75 朗読サークル　ロンド 朗読の勉強会で技術向上をしながら区内施設でお話し会を開催しています。
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76 朗読の会　そら 朗読の勉強会。朗読などによる高齢者、乳幼児施設でのお話し会。

77 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。きっずクラブ、病院などでのおはなし会。

78
ロス　ボラーチョス
（LOS　BORRACHOS）

フラメンコ（踊り・ギター・唄）による慰問活動。

79 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。

令和４年８月３０日現在


