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は　じ　め　に

　「超高齢社会」を迎えつつある我が国において、地域の活力を維持・増進していくため
には、シニア世代の方々が地域や社会を支える一員として、それまでの長い人生の中で
培ってこられた能力や経験を発揮しながら一層活躍できる社会の実現が不可欠です。

　また、シニア世代の方々が地域社会の担い手として活躍することは、シニア世代の方々
にとって生きがいの創出にもつながります。

　そこで最近、定年退職されたシニア世代の方々が、自分の生きがいや生活の張りを求め
て、地域社会でさまざまな活動を始める「地域デビュー」という言葉が注目を集めていま
す。

　シニア世代の方々が、職業生活の第一線から退いて「第二の人生」をスタートさせる
と、これまでより「自由な時間」が増えることになります。現在の平均寿命から考える
と、６０歳で退職したあと自由に使える時間は約１１万時間と言われていますが、これは
なんと２２歳で就職してから定年退職するまでの労働時間に匹敵する時間です。

　新入社員から定年まで過ごした長い長い時間と同じ時間が、この先待っているのです。
これから始まるこの長い時間を、充実して過ごしていただくために「やることがあるこ
と」「行くところがあること」「会う人がいること」が重要になると考えます。その鍵と
なるのが「地域デビュー」です。

　そこで、鳴門市では、地域コミュニティ活動やボランティア活動は、地域社会を支え、
地域との交流のきっかけとなり、自分の居場所と生きがいを発見できる貴重な機会である
ととらえ、これから「地域で何か始めたい」という方々に対し、市民活動、ボランティ
ア、生涯学習などに関する情報提供のほか、各種講座やイベントの紹介、市内で活動して
いる各種団体・グループの紹介を行うなど、皆さんの「地域デビュー」を応援します。

＜大学卒業から６０歳で定年を迎えるまでの３８年間に働いた時間数＞

１２時間×２５０日×３８年＝１１万４，０００時間

＊１２時間は、労働時間に通勤時間等を足した時間。

＜定年後の自由時間数は＞

１４時間×３６５日×２２年＝１１万２，４２０時間

＊１４時間は１日２４時間から睡眠、食事、入浴等を引いた自由時間。

＊２２年は６０歳男性の平均余命。
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　１．「ボランティア・地域デビューのすすめ」

　　　　   中央地区自治振興会　会長

　　　　   新池川をきれいにする会　会長　　乾　　肇

　２．「ご恩返し（５音返し）の『第九』」

　　　　   音楽スタジオ「あじさいｅｌｅｇａｎｃｅ」

　　　　   音楽劇「バンドー少年物語」実行委員会

　　　　   うたの広場「ＮＫＢ」　事務局　　冨士　都美

　３．「シニアの社会参加の応援」

　　　　   特定非営利活動法人ジョブＯＢネットワーク　理事長　　仁尾　國雄

　「地域デビューのすすめ」では、鳴門市内で地域コミュニティ活動やボランティア活動を
していただいている方をご紹介します。
　ご活躍されているみなさんの「地域デビュー」のきっかけや活動を感じてみてください。

地域デビューのすすめ
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　しかし、ボランティアもしていたら自己満足です。
　町内会長からボランティアにデビューして、様々なことがありました。

　人が集まれば、人数分のアイデアが浮かんできます。その考えを楽しんでみませんか？

　「地域は問いません。渦潮ふれあい館にいつでもお越しください。」

ボランティア・地域デビューのすすめ

　　　　　　　　　新池川をきれいにする会　会長　　乾　　肇

　地域の行事には・・・
　　環境　　公園や地域の清掃

　みなさん、「地域デビュー」を考えてみてはいかがですか？

　自分たちが住んでいる地域には様々なものがあります。
　　１．公園（子どもや高齢者の憩いの場になります。）
　　２．神社（祭りが開催されます。）
　　３．道路にある花壇
　　４．地域の行事

　「ボランティア」とは、報酬をいただかずに、自身のかかわっている団体が何を欲しているか、
周りの人々が何をしてほしいかなど、頭のパズルを動かし、その中から自分ならこんなことができ
る、できないことは考えず、できることから何か楽しみを見出し、汗を流しながら、周りの環境美
化、人間関係を考え活動していくことだと考えています。

　　　　　　　　　中央地区自治振興会　会長

　自分が住んでいる地域の環境・福祉・文化・安全・健康、さまざまなことに、皆さんの知恵や経
験を生かして、少し汗を流してみてください。

　１０人集まれば、話は十話ではなく何十話にもなります。その中から楽しく面白い話で盛り上が
りませんか？

　みんなが子どもになって、地域での楽しみを見出していただき、地域の中で顔見知りの人間関係
を作り出していってほしいと思っています。今みなさんの持っている知恵や知識、技術を自分自身
のものでなく、ボランティアとしてぜひ生かしてください。

　私は、ある人から「あなたは他人からありがとうと言ってもらえることが出来ると思う。」、
「退職してから自分の趣味やしたいことだけをするのは自己表現、自己満足の世界だ。」、「他人
からありがとうの言葉が聞けることをしてほしい。」と言われました。その言葉に乗せられたこと
が、今に至っています。

　　福祉　　ふれあい交流会（高齢者福祉行事）
　　文化　　芸能大会、カラオケ
　　安全　　外灯の管理、交通安全、防災会
　　体育　　健康体操、健康器具を使っての体操、ウォーキング会
　　新池川をきれいにする会との協働事業
　　（EMダンゴ作り、EMダンゴ投入、新池川堤防の草刈、健康事業）

　　５．渦潮ふれあい館、集会所（公民館がある地域もあります。）
　　６．幼稚園、小学校、中学校（高等学校又は大学がある地域もあります。）
　　７．観光施設
　　８．その他

いぬい はじめ
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５年前に退職したとき、永年にわたり学校教育
に携わることができたことに感謝して、自分に与
えられた時間（いのち）を精一杯生きてご恩返し
ができたらと願っていました。

そんな折に、鳴門市板東公民館１０周年記念公
演として音楽劇の依嘱を受けて、「ヤー、トモタ
チ」『ドイツさん（原田一美著）』を制作・上演
しました。

鳴門で「第九」が演奏されるようになった史実
を充分に知らない市民も多く、より多くの人々の
理解と啓発を願って、音楽劇「バンドー少年物
語」実行委員会を発足し、様々な場で上演してい
ます。

　板東俘虜収容所の史実に基づく書物を朗読し、
ケーブルテレビの放映によって多くの人々の理解を
図ることをねらいとした「朗読カフェｉｎ第九の
杜」が、鳴門市の｢We Loveなるとまちづくり活動
応援補助金事業｣に採択され、本年度は第２回の開
催をめざしています。

時を同じくして、鳴門市の｢We Loveなるとま
ちづくり活動応援補助金事業｣が発足し、子どもた
ちが「第九（歓喜の歌）」と童謡などを独唱する
音楽祭を提案したところ採択されて、「Naruto
ジョイフル子ども音楽祭」実行委員会により開催
しています。

第３回から「とくしま文化の力によるまちづく
り支援事業」として継承され、子どもたちの音楽
性や感性の育成をめざすとともに、「第九」の担
い手を育てる場となっています。

～２０１８年に１００周年を迎える「第九」の市民熱の高揚を願って～

ご恩返し（５音返し）の「第九」 冨 士　都 美

　「Narutoジョイフル子ども音楽祭」がきっかけ
となり、鳴門市内外の公民館や量販店の４つの会場
で子どものための歌の教室が始まりました。開講１
年が過ぎた今、２歳から小学生の子どもたち約４０
名がうたの広場「NKB」として、「第九」の演奏
を中心としたステージを創りながら活動していま
す。

これらの一連の活動

は、音楽スタジオ「あ

じさいelegance」を

母体として運営してお

り、キョーエイ鳴門駅

前店で毎週火曜日に開

催している「第九と出

会う日」や「You～

You第九」で「第九」

の普及に努めながら、

「歓喜の歌が響くまち

鳴門」を夢見ています。

ふ じ さと み
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人ジョブＯＢネットワーク　仁尾　國雄

　退職者の地域デビューは進行形です。

　新しいシニアの参画をお待ちしています。仲間として活動しませんか！！

「シニアの社会参加を応援」

　シニア（中高年齢退職者）が長年培ってきた経験や技術、知識、人脈など、人財パワーを活用し
て地域社会への参加を応援しようと、平成18年12月ＮＰＯ法人を設立しました。「自立すれど孤
立せず」を法人のベーシックな考え方として、シニアの社会参加を応援しています。
　これまでにホームページ作成支援や会計ソフトの開発、マッチング支援活動などを実施していま
す。

　平成28年度ＷeLoveなるとまちづくり活動応援補助金事業に採択され、シニアの社会参加のキッ
カケの場として、「シニアの地域デビュー支援講座」を実施しています。
　「シニアの地域デビュー講座」では、学び・交流、そして皆さんの活動参加を募集しています。

　ＮＰＯ法人ジョブＯＢネットワークは、シニアのネットワークづくりをしながら、シニアの社会
参加を応援しています。

～シニアICT塾～
仲間を募集！

～おもちゃの病院～

ドクター・スタッフ募集！

～ドローン活用～
地域活性化のアイデア募集！

にお くにお
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活　動　団　体　等　紹　介

　活動団体等紹介では、鳴門市内で地域コミュニティ活動やボランティア活動をしている
団体をご紹介します。
　みなさんの「地域デビュー」のきっかけにぜひご利用ください。

市内にどんな団体があるのか

まず情報収集しよう！

～地域では、さまざまな団体が活動しています～

市内の活動団体を知るには・・・

地区自治振興会

ＮＰＯ法人
ボランティア団体

まちづくり団体

①地域デビュー手引書

③窓口での相談

②市民協働のまちづくり

ウェブサイト

地区自治振興会の行事予定や団体イベント情報を

掲載。さまざまな団体の活動の様子も紹介。

★市民協働推進課 市民活動相談担当★

NPO法人の設立・運営に関する相談及び

市民のみなさんの社会貢献活動に関する相

談、市民活動に関する情報提供などを実施。

★鳴門市ボランティアセンター★

鳴門市社会福祉協議会が運営しており、

ボランティア活動に関する相談や、「ボラン

ティア活動をしたい人」と「ボランティアを頼

みたい人」の橋渡しを実施。

また、ボランティア活動の支援や情報の

提供、ボランティア保険の取扱いを実施。

6



自分に合った活動やボランティア

を見つけよう！

地域のお祭りや行事に

参加してみたい
スポーツを始めたい

清掃活動や花づくりに

興味がある

まちの防災や安全に

関心がある

これまでの経験や

知識を活かしたい 一緒に活動できる

仲間がほしい

どんな活動に興味があるのか・・・

どんなことにチャレンジしたいのか・・・

具体的に考えてみよう！

何か見つけたら、

活動をはじめてみよう！

7



１．地区自治振興会

　毎年、１０月の第３日曜日に鳴門ウチノ海総合公園で開催されている「鳴門のまつり」というイベ
ントをご存知の方は、多いと思いますが、これは、鳴門市自治振興連合会が主催となって開催してお
ります。毎年、たくさんの皆さんにお越しいただき、にぎわっております。まだ、参加したことがな
い、という方は一度お越しいただけたらと思います。

　平成２３年３月、鳴門市に県下初となる自治基本条例が制定されましたが、市自治振興連合会も、
構成する１４地区自治振興会とともに、これまでの活動経験を生かした意見を出して、条例づくりに
関わりました。この条例には、「まちづくりの主役は市民」であること、その実現には、「市民参
画」と「市民と行政の協働」が大切であることなど、市民活動に取り組む私たちの思いが脈々と貫か
れています。

　今後も、１４地区が一丸となり、市民一人ひとりが「自分も地域のために」という気持ちで、積極
的にまちづくりに参画できるよう、「住民自治」の意識を育みながら、「市民が主役のまちづくり」
に向けた取組を行っていきたいと考えています。
　まちづくりの主役は地域のみなさん一人ひとりなのです。できることからで構いません、一緒に活
動してみませんか。

　地区自治振興会活動を通して

　など、皆さんの身近なところでも、自治振興会が実施している活動はいっぱいあります。

　また、地区内の既存団体や組織（町内会・自治会、婦人会、老人会等）の連絡調整役として、お互
いの横のつながりを深め、地区に暮らす住民であれば、だれでも気軽にコミュニティ活動に参加でき
るという仕組みになっています。

　平成８年５月には、各地区自治振興会の連携を深め、情報交換や連絡調整を行うと共に自主的な事
業を通じて、自治意識の高揚と住民相互の親睦を図り、住みよいまちづくりを目指すことを目的とし
て、全ての地区自治振興会で組織する「鳴門市自治振興連合会」が結成されました。

　私は、平成１９年度より桑島地区自治振興会の会長を務めており、現在は鳴門市自治振興連合会の
会長も務めさせていただいております。

  地区自治振興会とは、地域住民からなる地域コミュニティ組織の任意団体で、地域のまちづくりに
関し自主的・自律的な活動を行っている組織です。平成６年頃より、「自分たちの地域は自分たちで
つくりあげる」を合い言葉に、市内各地で結成されました。鳴門市には、現在１４の地区自治振興会
があります。

　地区自治振興会には各種団体の代表者や町内会長などで構成する運営委員会や専門部会が設けら
れ、より良い地域社会の創造に向けて地域の実情にあった自主的な活動を行っています。

　・地域の祭りの開催を通じた、伝統文化の継承や住民の交流促進
　・グラウンドゴルフ大会の開催など、住民の健康増進
　・防犯灯の管理や登下校時の安全パトロールの実施などの安全なまちづくり事業
　・一人暮らし高齢者の見守り活動
　・自主防災会等と連携した防災訓練の実施
　・地域の清掃活動や花いっぱい運動の実施など地域の生活環境整備

  例えば、

　　　　　　　　                     　　　　鳴門市自治振興連合会　会長
　　　　　　　　                     　　　　桑島地区自治振興会　　会長　　岩本　憲治

いわもと けんじ
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ひとことPR

団体名／代表者 岩本憲治

活動拠点

TEL FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-685-3373 会長　棟田 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-686-2298 会長　乾 FAX

E-mail HP

活動内容

　鳴門市内にある１４地区自治振興会が集まり、結成されています。
主な活動として、年１回の総会と毎月の会長会を開催。コミュニティ研修会、市長との懇
話会（意見交換会）の実施。そのほか、さまざまな活動との連携を行っています。
　毎年１０月の第３日曜日には、鳴門ウチノ海総合公園にて『鳴門のまつり』を開催。市
内外の多くの参加者でにぎわっています。
　また、各地区自治振興会の活動が円滑かつ効率よく実施できるよう、地区会長会議等
を通じて、情報の提供・意見交換等を行っています。

何事も力を合わせてやりとげよう

木津神地区自治振興会

木津元村集会所

連絡先
088-685-3373

自分たちの地域は自分たちでつくりあげる

鳴門市自治振興連合会

〒772-8501　鳴門市撫養町南浜字東浜170　鳴門市役所市民協働推進課内

連絡先
088-684-1189 088-684-1336

shiminkyodo@city.naruto.i-tokushima.jp
http://www.city.naruto.tokushima.j
p/contents/shiminkyodo/index.htm

《撫養町南浜（字蛭子前西の一部を除く）、斎田字西発、東発》

　中央地区自治振興会には、様々な行事があります。５月のふれあい交流会から始ま
り、館内にはカラオケ機器・健康器具がそろっています。囲碁ボール・ディスコン・グラン
ドゴルフなど、その日の意見で変わりますが体を動かす事業を実施しています。また、中
央地区芸能大会・年２回のカラオケ大会・ポン菓子会、自主防災会による炊き出し訓
練、１２月にイルミネーションの飾りつけを実施しています。
　「地区の人は皆顔見知りの人たちだ」との思いで、活動を進めていきます。
　毎週土曜日１０時より地区コミュニティを開催していますので、何でもご相談ください。
分からない場合は、行政への照会も行います。まずは、渦潮ふれあい館にお越しくださ
い。

《撫養町木津全域、南浜字蛭子前西の一部》

　生活環境整備事業、健康づくり事業、安全なまちづくり事業、地域交流事業を４本柱に
活動。
　地域の一斉資源ごみの回収作業、早朝・夜間のパトロール活動や、地域住民の交流
活動として廻り踊りやグランドゴルフ大会などを実施しています。
　夏には、花いっぱい運動としてハマボウまつりの接待所の開設、秋には、わんぱくこん
ぴら相撲大会を開催し、地域外の方とも交流をしています。

地区の人々は顔みしりの人たちだ

中央地区自治振興会

渦潮ふれあい館（旧南浜児童館）

連絡先
088-686-2298
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ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-686-9623 会長　村澤 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-686-5032 会長　田村 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-685-5230 会長　岩本 FAX

E-mail HP

活動内容

子供・高齢者が安心できるまちづくり

斎田地区自治振興会

斎田集会所・公民館

連絡先

《撫養町黒崎全域、瀬戸町明神字水汲谷、弐軒屋、楠谷》

　生活環境整備事業、安全なまちづくり事業、地域交流事業、健康づくり事業、高齢者思
いやり事業に分かれ活動。
　地域の一斉清掃を年３回開催。年間を通して、くろさき花広場を拠点とし、黒崎バイパ
ス両側花壇の手入れを行っています。
　安全パトロール隊は、年間を通じて、小学校児童の登下校時の見守りを続けていま
す。
　黒崎っ子花祭り、芸能祭、敬老会、球技大会を開催し、地域内交流を深めています。

安全・安心・美しく暮らしよい街造りを目指します

桑島地区自治振興会

桑島老人憩いの家

連絡先
088-685-5230

《撫養町斎田（字西発、東発を除く）》

　生活環境整備事業、高齢者への思いやり事業、安全なまちづくり事業、地域交流事
業、健康づくり事業に分けて活動。
　地域清掃奉仕活動を年３回実施。斎田黒崎バイパスの花壇の手入れや落葉の始末
等、汽車公園・うずしおふれあい公園の美化にも努めています。
　毎年、敬老会・一人暮らし高齢者の方への慰問活動も行っています。
　夏には夏祭りを開催、秋にはコスモス祭りの接待所を開設し、地域内で交流を深めて
います。

美しく安全なまち

黒崎地区自治振興会

黒崎集会所

連絡先

《撫養町大桑島、小桑島》

　生活環境整備事業、健康づくり事業、安全なまちづくり事業、地域交流事業を４本柱に
活動。地区社会福祉協議会、自主防災会、婦人会、老人会、小学校、幼稚園と連携、協
力をしています。
　年間を通して、児童の登下校時の見守り活動を行っています。
　健康づくり事業の中では、週２回グランドゴルフの練習を行っており、大会も開催してい
ます。
　平成２６年からＥＭ菌製造普及活動を通じて、環境美化に努めています。
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ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-685-0923 会長　笹木 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-686-0291 会長　大黒 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-685-0673 会長　藤村 FAX

E-mail HP

活動内容

《撫養町岡崎、弁財天、北浜、林崎、立岩》

　安全なまちづくり事業、地域交流事業、健康づくり事業、生活環境整備事業、高齢者へ
の思いやり事業に分けて活動。
　年間を通して、林崎小学校校区内の安全パトロールを実施。避難訓練や通学路の危
険個所の点検も行っています。
　毎年、公民館まつり、友好コスモスまつりを開催し、地域内の交流を深めています。
　年間を通して、早起きラジオ体操を実施、平成２４年からは、川東地区のグランドゴル
フ大会を開催しています。

みんなで進めよう　美しく住みよいまちづくり里浦

里浦地区自治振興会

里浦公民館

連絡先

安全で安心な潤いのある豊かなまちづくり

川東地区自治振興会

川東公民館

連絡先
088-685-0923（川東公民館）

《大津町全域》

　生活環境整備事業、健康づくり事業、安全なまちづくり事業、地域交流事業、交通安全
事業　、コミュニティ事業を実施。
　地区・子供消防隊への支援、EM活性液を活用した用水の水質浄化の取り組み、地区
自主防災組織への出前講座の開催を実施しております。
年間を通して、グランドゴルフ、囲碁ボールの練習を行い、それぞれ年１回町民大会を
開催しております。
　８月から基幹農道のコスモス栽培を始め、１０月１５日にコスモスまつりを開催し地域内
での交流を深めています。

《里浦町全域》
　
　生活環境整備事業・健康づくり事業・安全なまちづくり事業・地域交流事業を４本柱に
活動。
　「里浦地区いのちを守ろう集会」を開催。地域、小学校、ＰＴＡと連携しています。
年２回町内一斉清掃を実施、そのほか地区内の公園、集会所、避難場所等の除草・清
掃活動を行っています。
　町内ウォーキング大会の開催、平成２７年からは、囲碁ボールも始めました。大会等を
開催し、地域内交流を深めていきます。

町内イベントに参加・協力してこそ明るい地域

大津地区自治振興会

大津中央公民館、JA大津松茂本所

連絡先
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ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-687-0358 会長　友行 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-687-1528 会長　前川 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-688-1681 会長　益岡 FAX

E-mail HP

活動内容

元気な町づくり

鳴門東地区自治振興会

鳴門東コミュニティセンター

連絡先

《鳴門町高島、三ツ石》

　健康づくり事業、文化・地域交流事業、生活環境整備事業、福祉のまちづくり事業、安
全なまちづくり事業に分かれて活動。
　花いっぱい運動の実施（ハマボウ・ヒマワリまつり、コスモスまつりの開催）。
ウチノ海公園を活用し、ウォーキング大会、グランドゴルフ大会の開催やひなまつり、端
午の節句などのイベントを開催。
　地域内の交流事業として、左義長や昔遊びの伝承、夏まつりを開催し、多くの住民の
交流の場となっています。

瀬戸地区の安全は自分たちで守ろう！

瀬戸地区自治振興会

瀬戸公民館

連絡先

《鳴門町土佐泊浦》

　生活環境保全事業、地域交流事業、安全・安心まちづくり事業、社会貢献事業を４本
柱に活動。
　地域全体で、年に１回、早朝さわやか海岸清掃を行い、環境保全に取り組んでいま
す。
　毎年秋には、コミセンまつりを開催し、地域住民子どもから大人まで集まり、交流を深
めています。
　避難所、避難路の整備や避難訓練を行っています。

安全で、美しく、明るい住みよい町づくりを住民の手で

鳴門西地区自治振興会

鳴門公民館

連絡先
088-687-1528（鳴門公民館）

《瀬戸町全域（明神字水汲谷、弐軒屋、楠谷を除く）》

　生活環境整備事業、安全なまちづくり事業、高齢者健康づくり事業、地域交流事業を４
本柱に活動。
　年１回、「瀬戸地区コミュニティのつどい」を開催し、地域内での交流を行っています。
　年間を通して、子ども見守り隊による登下校時のパトロール、青色防犯パトロールを実
施、水難事故防止のパトロール、道路の危険個所の点検パトロールをそれぞれ年１回
行っています。
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ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-682-0442 会長　上原 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-689-0040 会長　小川 FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

地区名

活動拠点

TEL 088-689-2767 会長　廣田 FAX

E-mail HP

活動内容

《北灘町全域》

　播磨灘の沿線主に、４地区（櫛木・粟田・大浦三ヶ谷・折野）で形成されています。
　各地区での活動も活発に行われていますが、全域の活動では、毎年１０月に「北灘まつり」を２
部構成（文化・芸能展示とお祭広場）で開催し、地域住民の交流の場となっています。芸能の部・
展示の部・お祭り広場と地域住民が集まり、にぎわっています。夏には、ハマボウまつり接待所を
開設し、人と地域の交流が行われています。
　また、地区防災会と共催して、防災訓練や防災研修会を行っています。そして、町内ゴミゼロ一
斉清掃、各地区の河川清掃や除草作業等で防災にも繋がる環境美化活動にも取り組んでいま
す。

コウノトリの棲む町歴史ある町堀江地区

堀江地区自治振興会

堀江公民館

連絡先
088-689-0040（堀江公民館）

緑あふれる山並、美しい海辺の町北灘町

北灘地区自治振興会

北灘公民館

連絡先
088-682-0442（北灘公民館）

《大麻町桧、板東、萩原、津慈、川崎、三俣（字前野を除く）》
　
　大麻町板東地区の１８自治会で構成。独自活動の他に堀江地区自治振興会と共催して各種活
動を実施しています。
　活動の４本柱として「生活環境整備事業」「健康づくり事業」「安全なまちづくり事業」「地域住民
交流事業」を取り上げて、地域の連帯感を深め各種団体との連携を図りながら地域の活性化と発
展に努めています。
　主な行事として板東谷川堤防両岸の除草作業や桜の植樹・管理を行うほか、堀江地区自治振
興会と共催し、毎年夏にドイツ館で開催している「第九の里コンサート」のほか「大麻町文化展」や
「大麻町グラウンドゴルフ大会」を開催しています。
   また、各種地域NPO団体などにも助成を行うなどしており、特に市内で最初に有志が結成した
「板東ブルーパトロール隊」については、国より青色パトロール車の貸与を受けて隊員が地区内を
定期巡回し、児童・生徒の安全や不審者の発見などに努めており、平成２５年には県知事表彰を
受賞しました。

《大麻町姫田、大谷、池谷、高畑、松村、牛屋島、東馬詰、西馬詰、中馬詰、市場、
三俣字前野》

　環境部事業、体育部事業、安全部事業、福祉部事業、文化部事業、地域活性化交流事業に分
かれて活動。
　年１回グランドゴルフ大会を開催し、板東地区との合同での大会も開催しています。
　毎年１１月には、大麻町文化展を開催し、地域住民の皆さんの作品を展示しています。
　夏ごろからコスモス栽培を始め、秋には、コスモス祭りの接待所を開設しています。
　町内で開催されている「ホタル祭り」「ジングルベルマラソン」にも協力しています。

活気あふれる住みよい地域づくり

板東地区自治振興会

板東南ふれあいセンター（旧川崎幼稚園）

連絡先
bannanfureai@mc.pikara.ne.jp
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２．市内活動団体（ＮＰＯ・ボランティア団体等）

分野

　Ａ．福祉・健康・保健

　Ｂ．スポーツ

　Ｃ．文化・芸術

　Ｄ．まちづくり

　Ｅ．子どもの健全育成・社会教育

　Ｆ．環境・政策

　Ｇ．その他

市内のＮＰＯ法人

法  人　名 代表者 分野

1 ふれあい福祉の会山びこへるぷ 小谷　康恵 771-0367 鳴門市瀬戸町大島田字下畑55番地 A、E

2 地域交流の会コスモスはうす 豊岡　徹 779-0301 鳴門市大麻町姫田字久保の内26番地18 A、E

3 ＪＣＩ Teleworkers’ Network 猪子　和幸 779-0303 鳴門市大麻町池谷字丸池29番地の3 A、E

4 「ふくろうの森」 秋山　敬子 772-0011 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山49番地 C、E

5 賀川豊彦記念・鳴門友愛会 勘川　一三 779-0225 鳴門市大麻町桧字東山田50番地2 A、C、E、F、G

6 鳴門「第九」を歌う会 大塚　道子 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜24番地7 C、D、E、G

7 まちづくりサークル大麻 日下　正幸 779-0233 鳴門市大麻町板東字宝蔵103番地1 板東公民館内 D、F

8 ボランティア鳴門西 佐野　文稔 772-0051 鳴門市鳴門町高島字北86番地 A、D、E、F

9 ぽてとくらぶ 都築　一雄 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜156番地3号 A、D、G

10 ジョブＯＢネットワーク 仁尾　國雄 772-0032 鳴門市大津町吉永265番地14 D、G

11 快てきペンギン村 元木　照夫 771-0364 鳴門市瀬戸町北泊字北泊530番地7 D、G

12 山の薬剤師たち 瀬川　正昭 772-0002 鳴門市撫養町斎田字西発47番地10 A、D、E、F

13 あかり 島田　勲 771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱26番地5 A、E、F、G

14 子育て応援団レインボー 山口　壽子 772-0012 鳴門市撫養町小桑島字前浜23 キョーエイ鳴門駅前店4階 A、D、E

15 空き家バンクで福祉のまちづくりを考える会 太田　晴清 772-0031 鳴門市大津町木津野字内田7番地10 A、D、F、G

16 花見山心の手紙館 渡辺　浩幸 772-0053 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛234番地35 C、E、G

所　在　地

　鳴門市内で活動している各種団体やグループ等を活動分野ごとにご紹介します。
　掲載については、①ＮＰＯ法人（設立順）②ボランティア団体（あいうえお順）の順番でご
紹介します。
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市内のボランティア団体等

団　　体　　名 代表者 分野

1 うたの広場「NKB」 冨士　都美 771-0136 徳島市川内町平石古田92-20 C、E

2 大塚国際美術館ボランティア会 板東　理悦 772-0053 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1 鳴門公園内 C

3 音楽劇「バンドー少年物語」実行委員会 立本　利博 771-0136 徳島市川内町平石古田92-20 C、E

4 音楽スタジオ「あじさいｅｌｅｇａｎｃｅ」 松浦 弘・宮本 雅世子 771-0136 徳島市川内町平石古田92-20 C、E

5 一般社団法人 風の家 上坂　敏子 772-0051 鳴門市鳴門町高島字中島290 D

6 かぼちゃクラブ 戸田　浅夫 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜418 F

7 希麗会 英　　利数 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字馬越14 F

8 琴城流大正琴ボランティアクラブ 阿部　善信 772-0017 鳴門市撫養町立岩字四枚95 C

9 黒崎地区社会福祉協議会 くろさき花街道クラブ 秋岡　芳郎 772-0001 鳴門市撫養町黒崎字清水95 D、F

10 障害者支援施設　板東の丘 古川　飛鳥 779-0230 鳴門市大麻町板東字中谷8-4 板東の丘内 A、F、G

11 新池川をきれいにする会 乾　　　肇 772-0003 鳴門市撫養町南浜字権現99-2 A、B、D、F

12 瀬戸町防犯パトロール隊 尾形　丹士 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字馬越15-40 E、G

13 太極拳を楽しむ「パンダの会」 太田　晴清 772-0031 鳴門市大津町木津野字内田7-11 A、B

14 地域活性化団体 MOVE 乾　幸太郎 772-0052 鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山176 D、G

15 手づくり絵本クラブ くれよん 福池　桂子 772-0001 鳴門市撫養町黒崎字八幡114-9 E

16 童謡を歌う会「浜千鳥」 浅野　里江 772-0001 鳴門市撫養町黒崎字磯崎122-4 C

17 鳴門渦潮高等学校「インターアクト部」 大波多 千江子 772-0032 鳴門市大津町吉永595番地 鳴門渦潮高校内 E、F、G

18 なると観光ボランティアガイド会 野口　正裕 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜31-36 鳴門市観光協会内 G

19 「鳴門小唄」でいきいきなると 榊　八枝子 772-0001 鳴門市撫養町黒崎字磯崎123-24 C、D

20 鳴門市介護相談員　うずの風 豊田　宮子 772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170 長寿介護課内 A、G

21 鳴門市交通安全協会南浜分会ボランティア 柏原　　元 772-0003 鳴門市撫養町南浜字権現25 F、G

22 鳴門市消費者協会 戸田　浅夫 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜165-10　うずしお会館４階 G

23 鳴門市食生活改善推進協議会 長岡　和美 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜24-2　健康増進課内 A、E

24 鳴門市第一中学校「ボランティア部」 吉田　温子 772-0003 鳴門市撫養町南浜字浜田37-1 D、E、F

25 鳴門市ボランティア支援の会 山本　恵子 772-0016 鳴門市撫養町林崎字南殿町56-3 D、F

26 鳴門市民劇場 長崎　久子 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜31-13 C

27 鳴門市役所ボランティアクラブ 原　　浩祐 772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170 市民協働推進課内 F

28 なるとＤｅシネマ実行委員会 榊　八枝子 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜31-13 C

29 鳴門ビデオボランティア 豊田　三郎 772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170 秘書広報課内 G

30 板東地区 不法投棄監視パトロール隊 藤田　　昭 779-0230 鳴門市大麻町板東字東平草17 F

31 桧東ボランティアグループ あすなろ会 玉田　　寧 779-0225 鳴門市大麻町桧字東山田14-23 F

32 ボランティア川東 中谷　　宏 772-0016 鳴門市撫養町林崎字南殿町53 D、F

33 ボランティアグループ「潮」 青山　憲司 772-0053 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂14-2 自立訓練事業所なぎさ A、F

34 ボランティアグループ「ゆりかご」 有井　公代 772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170 子どもいきいき課内 E

35 友愛クラブ「ともしび」 太田　晴清 772-0031 鳴門市大津町木津野字内田7-11 A、D、E、G

36 友愛訪問員 小林　弘明 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜24-2　鳴門市社会福祉協議会内 Ａ

37 良縁サポートセンター　ハッピーなると 江本　富久栄 772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜24-2　鳴門市社会福祉協議会内 G

所　　在　　地
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ひとことPR

団体名／代表者 小谷　康恵

所在地

TEL FAX 088-612-8552 小谷　康恵

E-mail HP

活動内容

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

ひとことPR

団体名／代表者 豊岡　徹

所在地

TEL FAX

E-mail HP

活動内容

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

ひとことPR

団体名／代表者 猪子　和幸

所在地

TEL FAX 088-683-5101 猪子　和幸

E-mail HP

活動内容

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

ＩＣＴ（情報通信技術）とインターネット環境を活用することにより、各自の特性に応じた
「生きる力」と「働く力」を身につけ、「時間」と「場所」の制約から解放された、新しい「ラー
ニングスタイル」「ワーキングスタイル」「ライフスタイル」を創出し、　自力・継続・発展する
「ソーシャルビジネス」を実現する。
各種印刷物の製作、Webサイトの設計開発・制作・更新・運用補助、ＩＴ講習会の企画・運
営、パソコン要約筆記、テープリライト、動画字幕作成等。

●宅老事業・・・居場所作り
●子育て支援・・・冒険遊び場を中心に自然の中で遊ぶ（滑車すべりなど）
●高齢者支援・・・出前サービス、見守り、配食
●介護事業

テレワークを「次世代の最も理想的な就労形態として確立するために」

ＪＣＩ Teleworkers' Network

〒779-0303　鳴門市大麻町池谷字丸池２９－３

連絡先
088-683-5101

jcinoko@gray.plala.or.jp http://jci-tn.jp/

“その日お会いして、その日の気持ちに添える活動を目指して”
困った時はお互いさま。助けたり、助けられたりと少しでも地域の皆さんのお役に立てる
よう日々活動しています。

ふれあい助け合いの福祉社会の構築に努め、健康で安心して暮らしていくこと
ができる生きがいのある長寿社会を創りましょう

特定非営利活動法人地域交流の会コスモスはうす

〒779-0301　鳴門市大麻町姫田字久保の内２６番地１８

連絡先
088-686-0670

A．福祉・健康・保健

誰もが住み慣れた地域で最後まで暮らせるように

特定非営利活動法人ふれあい福祉の会山びこへるぷ

〒771-0367　鳴門市瀬戸町大島田字下畑５５番地

連絡先
088-612-8551
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ひとことPR

団体名／代表者 勘川　一三

所在地

TEL FAX 088-689-5050 堀　俊明

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 佐野　文稔

所在地

TEL FAX 088-687-1528

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 都築　一雄

所在地

TEL FAX 088-684-2651 都築　一雄

E-mail HP

活動内容

在宅の精神障がい者に対して活動の場を提供し、ハンガーの組み立て加工等の作業を
通して、職業能力を高め就労準備をするとともに、公園花壇管理等の社会参加活動に
より、社会性を身につけ、精神障がい者の社会復帰に寄与することを目的としていま
す。
１）保健、医療または福祉の増進を図る活動
２）職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
ハンガーの組み立て加工等の作業、俳句・俳画作成・句会等の創作活動により表現力
を養成、自分のストレスの対処法についてディスカッション
３）まちづくりの推進を図る活動

※まちづくり、その他に掲載

定款に謳っている事業
①花いっぱい運動
②美しいまちづくり
③ごみゼロ活動
④海をきれいにする活動
⑤高齢者の生活支援
⑥青少年の健全育成

※まちづくり、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

精神障がい者の就労支援をしています。恐れず可能性にチャレンジ！

特定非営利活動法人ぽてとくらぶ

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜１５６－３

連絡先
088-684-2651

potetoa@md.pikara.ne.jp

ＮＰＯ法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会は、鳴門市賀川豊彦記念館での行事支援と運営
協力を行っています。
また、賀川豊彦の推奨した「友愛・互助・平和」の精神を継承・顕彰するための諸活動を
行っています。

※文化・芸術、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策、その他に掲載

「自分達の町は自らの手で住みやすく」の思いで行動しています

特定非営利活動法人ボランティア鳴門西

〒772-0051　鳴門市鳴門町高島字北８６番地　鳴門公民館内

連絡先
088-687-1528

郷土の偉人　賀川豊彦の精神を顕彰

特定非営利活動法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会

〒779-0225　鳴門市大麻町桧字東山田５０－２  鳴門市賀川豊彦記念館内

連絡先
088-689-5050

info@kagawakan.com http://www.kagawakan.com/
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ひとことPR

団体名／代表者 瀬川　正昭

所在地

TEL FAX 088-679-4291 松野　一郎

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 島田　勲

所在地

TEL FAX 088-688-2246 島田　勲

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 山口　壽子

所在地

TEL FAX 088-678-7784

E-mail HP

活動内容

子育て応援団レインボーは、子育てのサポーターとして、次のような活動を行っていま
す。
・キョーエイ鳴門駅前店４階にこにこ広場や板東南ふれあいセンターにて、就学前まで
の親子で楽しめるあそび広場を開催しています。
・鳴門市で生まれた生後４ヶ月までのお子さんのいる家庭を訪問し、赤ちゃんや子育て
についてのサポートをしています。
・月１回、妊婦さんやその家族の方を対象に、生まれる前からの子育て支援をしていま
す。

※まちづくり、子どもの健全育成・社会教育に掲載

古民家を利用した「畳と障子と土壁」の落ち着きのあるデイサービスを運営しています。
機能訓練としては、特別な訓練はしていませんが、ご利用者それぞれにその人その人
の日常生活があります。その日常生活一つ一つが機能訓練と考えて、元気で生き生き
と住みなれた地域で暮らしができるように、少しだけお手伝いをしています。

※子どもの健全育成・社会教育、環境・政策、その他に掲載

“お腹の中から就学前まで”いっしょに子育てしませんか

特定非営利活動法人子育て応援団レインボー

〒772-0012 鳴門市撫養町小桑島字前浜２３　キョーエイ鳴門駅前店４階

連絡先
088-678-7784

info@rainbow-naruto.com http://www.rainbow-naruto.com/m/

当法人は、平成２１年に薬剤師が山間へき地の地域医療に携わるために設立しました。翌年、美
馬市木屋平に「こやだいら薬局」を開設し、その実践を行っています。平成２５年には、こやだいら
薬局の後方支援施設という位置づけで、鳴門市に「こやだいら／なると複合施設たなごころ」を開
設しました。この複合施設はサービス付き高齢者向け住宅を母体とし、介護事業（通所介護、訪
問介護）、障がい福祉事業（就労継続支援A型、基準該当生活介護、居宅介護）並びに児童福祉
事業（放課後等デイサービス）の全７事業を行っています。さらに、「こやだいら薬局なると店」を併
設し、福祉と医療の連携を図っています。「こやだいら／なると複合施設たなごころ」は、高齢者、
障がい者及び児童等が相補的に関わる小さなコミュニティを目指し、また、木屋平と鳴門における
地域循環システム（人、物、資金）の構築を視野に入れ活動しています。
わが国の社会保障制度は大きな転換期を迎えていますが、制度の補足的役割を担い社会的排
除者をつくらない取り組みを継続していきたいと考えています。

※まちづくり、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

“私たちがここにいる”いつまでも住みなれた地域で

特定非営利活動法人あかり

〒771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱２６番地５

連絡先
088-688-2246

isk111899@yahoo.co.jp

高齢者、障がい者及び児童等が相補的に関わるコミュニティ

特定非営利活動法人山の薬剤師たち

〒772-0002　鳴門市撫養町斎田字西発４７－１０

連絡先
088-679-4290

tanagokorokoyadairanaruto@gmail.com http://yamanoyakuzaishi.hp2.jp
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ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 古川　飛鳥

所在地

TEL FAX 088-689-2817

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 乾　　肇

所在地

TEL FAX 088-686-2298 乾　　肇

E-mail HP

活動内容

市街地を流れる川が、徳島県で一番汚染されているとの声がありました。
身近な川を自分たちで出来る行動でよみがえらせないか、新池川の水質をきれいにした
いとの思いで立ち上がりました。EMダンゴの新池川への投入、川普請事業（県・市・会）
を結び、植栽筏・河川の清掃・ゴミ拾い等に取り組んでいます。
27年度から新たにノルディック・ウォーク（体力向上事業）を始め、市民に慕われると思
われます健康事業に取り組んでいます。

※スポーツ、まちづくり、環境・政策に掲載

入所・通所合わせて５０名ほどの利用者が生活しています。毎月１０日は、山田リサイク
ルに参加し、ゴミの分別や施設周辺の道の清掃を行っています。また、日中活動では自
主生産で藍染やすず虫の飼育販売等も利用者と一緒に職員も行っています。各種ボラ
ンティアも受付していますので、お気軽にご連絡下さい。

※環境・政策、その他に掲載

身近な環境を考え過ごしやすい生活円を築こう

新池川をきれいにする会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字権現９９－２

連絡先
088-686-2298

福祉のまちづくりに関する
1.空き家情報の提供及びコーディネート事業
2.空き家活用に関するセミナーの開催
3.空き家の管理事業

※まちづくり、環境・政策、その他に掲載

利用者さんの笑顔とともに

障害者支援施設　板東の丘

〒779-0230　鳴門市大麻町板東字中谷８－４　板東の丘内

連絡先
088-689-2828

banoka@tv-naruto.ne.jp http://www.tv-naruto.ne.jp/banoka/

空き家を生かした福祉のまちづくりを推進します

特定非営利活動法人空き家バンクで福祉のまちづくりを考える会

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
090-4780-2967

19

mailto:banoka@tv-naruto.ne.jp
http://www.tv-naruto.ne.jp/banoka/


ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容

※スポーツに掲載

ひとことPR

団体名／代表者 豊田　宮子

所在地

TEL FAX 088-684-1321

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 長岡　和美

所在地

TEL FAX

E-mail HP

活動内容

１．地域の人たちへ正しい食情報を広め、各世代において、よりよい食習慣の実践を支
援するために、食育教室の開催や広報活動を行っています。
・おやこの食育教室　　・生涯骨太クッキング教室　　・生活習慣病予防教室
・健康徳島２１推進食生活改善教室　　・野菜摂取量アップ推進事業等
２．食を通じた健康づくりの担い手としての技術や資質の向上を図るため、研修会への
参加や自己学習を行っています。
・県、保健所等開催の研修会参加　　・市のヘルスメイトスキルアップ講座受講等

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

介護相談員は介護サービス利用者からの日常的な不満や疑問などの声を聴き、サービ
ス利用者とサービス提供者の間に立って、橋渡し役となり問題解決に向けた手助けを
行っています。鳴門市では、平成12年度より実施しており、平成27年度は、所定の研修
を修了した19名の介護相談員が、介護療養型医療施設を除く、市内全ての介護保険施
設8ヵ所と認知症対応型グループホーム7ヵ所を、二人一組で毎月2回訪問し、相談活動
を行っています。

※その他に掲載

「食べる事は生きる事」広げよう食育の輪

鳴門市食生活改善推進協議会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４－２　健康増進課内

連絡先
088-684-1232

1.太極拳を通しての介護予防ボランティア活動
・撫養支部　毎週水曜日　午前10：30～12：00　キョーエイ鳴門駅前店４階
・板東支部　毎週火曜日　午前10：30～12：00　板東公民館
・瀬戸支部　毎週月曜日　午前10：00～11：30　大元神社境内（雨天：瀬戸公民館）
2.認知症カフェも開設しています。（月１回）

介護相談員がいる安心（利用者さんの声を聴く）

鳴門市介護相談員　うずの風

〒772-8501　鳴門市撫養町南浜字東浜１７０　長寿介護課内

連絡先
088-684-1175

chojukaigo@city.naruto.i-tokushima.jp http://www.city.naruto.tokushima.jp/

高齢者の健康づくりと生きがいづくりをめざします

太極拳を楽しむ「パンダの会」

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
088-685-6177

http://narutopanda.com
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団体名／代表者 青山　憲司

所在地

TEL FAX 088-683-6363

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 小林　弘明

所在地

TEL FAX 088-686-4059

E-mail HP

活動内容
友愛訪問は、老人クラブによる自主的なボランティア活動です。日常的な声掛けを通じ
て、お互いを見守る活動です。

1.子どもたちの居場所（コミュニティはうすTSUDOI）における児童の健全育成活動
2.福祉のまちづくりの支援活動
3.ボランティア・NPO活動に関する相談活動

※まちづくり、子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

高齢者福祉の増進

友愛訪問員

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４－２　鳴門市社会福祉協議会内

連絡先
088-685-7170

office@narutoshi-shakyo.com
http://www.narutoshi-
shakyo.com/jigyo_dantai.html

自立訓練事業所「なぎさ」では、障がいを持たれた方の地域での自立に向けた支援を
行っています。その一環として、ボランティア活動（主に海岸清掃）を行っています。

※環境・政策に掲載

放課後に児童が楽しめる居場所です

友愛クラブ「ともしび」

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
088-685-6177

地域の一員として貢献しよう

ボランティアグループ「潮」

〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂１４－２　自立訓練事業所「なぎさ」

連絡先
088-687-0067

nagisa@i-keiai.org http://www.i-keiai.org/
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ひとことPR

団体名／代表者 乾　　肇

所在地

TEL FAX 088-686-2298 乾　　肇

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健に掲載

1.太極拳を通しての介護予防ボランティア活動
・撫養支部　毎週水曜日　午前10：30～12：00　キョーエイ鳴門駅前店４階
・板東支部　毎週火曜日　午前10：30～12：00　板東公民館
・瀬戸支部　毎週月曜日　午前10：00～11：30　大元神社境内（雨天：瀬戸公民館）
2.認知症カフェも開設しています。（月１回）

市街地を流れる川が、徳島県で一番汚染されているとの声がありました。
身近な川を自分たちで出来る行動でよみがえらせないか、新池川の水質をきれいにした
いとの思いで立ち上がりました。EMダンゴの新池川への投入、川普請事業（県・市・会）
を結び、植栽筏・河川の清掃・ゴミ拾い等に取り組んでいます。
27年度から新たにノルディック・ウォーク（体力向上事業）を始め、市民に慕われると思
われます健康事業に取り組んでいます。

※福祉・健康・保健、まちづくり、環境・政策に掲載

高齢者の健康づくりと生きがいづくりをめざします

太極拳を楽しむ「パンダの会」

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
088-685-6177

http://narutopanda.com

B．スポーツ

身近な環境を考え過ごしやすい生活円を築こう

新池川をきれいにする会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字権現９９－２

連絡先
088-686-2298
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ひとことPR

団体名／代表者 秋山　敬子

所在地

TEL FAX 088-685-0389

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 勘川　一三

所在地

TEL FAX 088-689-5050 堀　俊明

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 大塚　道子

所在地

TEL FAX 088-686-9994 浅野　司郎

E-mail HP

活動内容

※まちづくり、子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

※福祉・健康・保健、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策、その他に掲載

アジア初演の「なると第九」は、鳴門の宝！市民ぐるみで盛り上げよう

認定特定非営利活動法人鳴門「第九」を歌う会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４番地７　鳴門市文化会館内

連絡先
088-686-9999

kanki@naruto-9.com http://www.naruto-9.com/

●平成28年6月、第35回を迎える鳴門の第九　●毎年10月1日から1か月、演奏会の参
加申込受付（全国の申込は12月1日～10日）　●第8回目となる第九演奏会ソリストを全
国公募し、若手音楽家の登竜門としています。　●初心者は11月、経験者は1月から6月
まで半年間、素晴らしい指導者による合唱練習　●6月第1日曜日、本番を迎えます。
（全国からの参加者を含めて600名の合唱団）　●第九演奏会翌日の月曜日、大塚国際
美術館のご協力のもと、システィーナホールで“美術館でなるとの第九”を開催。美術と
音楽のコラボを楽しみます。　●鳴門「第九」を歌う会の有志による合唱団「コーラス９」
を結成、毎年演奏会を開催。　●その他　ドイチェスフェスト、第九の里コンサート、鳴門
市芸能祭等に出演しています。

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

郷土の偉人　賀川豊彦の精神を顕彰

特定非営利活動法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会

〒779-0225　鳴門市大麻町桧字東山田５０－２　鳴門市賀川豊彦記念館内

連絡先
088-689-5050

info@kagawakan.com http://www.kagawakan.com/

ＮＰＯ法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会は、鳴門市賀川豊彦記念館での行事支援と運営
協力を行っています。
また、賀川豊彦の推奨した「友愛・互助・平和」の精神を継承・顕彰するための諸活動を
行っています。

C．文化・芸術

市民の文化振興を目指す図書館活動

認定特定非営利活動法人「ふくろうの森」

〒772-0011　鳴門市撫養町大桑島字蛭子山４９番地　鳴門市立図書館内

連絡先
088-685-0389

naruto.fukurou@gmail.com http://group.naruto-mon.jp/fukurou/

①鳴門市立図書館を支援する活動
②赤ちゃんから高齢者・障がい者までを対象に読書支援や社会教育の推進を図る活動
③子どもに様々な経験や活動の場を与え健全育成を図る活動
をしています。
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ひとことPR

団体名／代表者 渡辺　浩幸

所在地

TEL FAX 088-687-3556

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 冨士　都美

所在地

TEL FAX 088-686-0394 朝田　美咲

E-mail HP

活動内容

２０１８年、鳴門市は「第九」初演１００周年を迎えます。
うたの広場「NKB」は一丸となって、皆様とともに素晴らしいその日を迎えられるよう、「第
九」の普及に努めて参ります。

練習場所と練習時間
➀キョーエイ鳴門駅前店　毎週火曜日（１５：５０～１６：５０ /１７：００～１８：００）
②応神集会所　毎週金曜日（１５：３０～１６：３０）
③板東公民館　毎週金曜日（１６：５０～１７：５０）

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

※子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

うたの広場「NKB」は、小さな「第九」大使です！

うたの広場「NKB」

徳島市川内町平石古田９２－２０

連絡先
080-1994-1950

utanohiroba.nkb@gmail.com
https://peraichi.com/landing_pages
/view/nkb

夢や希望を託す「手紙のタイムカプセル便」

特定非営利活動法人花見山心の手紙館

〒772-0053  鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛２３４番地３５

連絡先
088-687-3555

http://www.hanami-
yama.com/inquiry/index.html

http://www.hanami-yama.com

1年から数年後（差出人の希望年月）にお届けする手紙を鳴門海峡・大鳴門橋を眼下に
望み、四季の花々に囲まれた「花見山心の手紙館」で大切にお預かりします。夢や希望
を託す「手紙のタイムカプセル便」4年目を迎えました。
※私たちの試みに賛同してくださる「オフィシャル・サポーター」を募っています。
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ひとことPR

団体名／代表者 板東　理悦

所在地

TEL FAX 088-687-1117 山瀬　智弥

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 立本　利博

所在地

TEL FAX 088-666-1270 冨士　都美

E-mail HP

活動内容

１．音楽劇「バンドー少年物語」
　鳴門市板東公民館１０周年記念公演として上演した「ヤー、トモタチ」『ドイツさん（原田一美
著）』をきっかけとして、鳴門で「第九」が演奏されるようになった史実の理解を深めてほしい
と願って、音楽劇「バンドー少年物語」を上演しています。徳島県婦人会連合会芸能大会や
徳島県読書振興大会でのアトラクションとして上演するなど、市内外のコンサートや演奏会
などの機会に上演し、幼児から高齢者まで多くの年齢層に、史実の理解を深め広げる工夫
を図っています。

２．朗読カフェｉｎ第九の杜
　平成２７年度の「ＷｅＬｏｖｅなるとまちづくり活動応援補助金事業」に採択され、１２月１３日
に、第１回朗読カフェｉｎ「第九の杜」を開催しました。テレビ鳴門社のご協力により放映された
ため、来場者はもとより視聴者にも「第九」と「板東俘虜収容所」に関する史実を語り伝えるこ
とができました。
　２８年度も「ＷｅＬｏｖｅなるとまちづくり活動応援補助金事業」に採択されたことにより、「板東
俘虜収容所」の史実の理解を深めるための一層の啓発に努めるとともに、「第九」アジア初
演の地鳴門の誇りと使命感の高揚を図りたいと考えています。

３．Ｙｏｕ～Ｙｏｕ「第九」
　「第九」の（歓喜の歌）がドイツ語で歌えるようになった市民が、近隣の人々に「第九」を歌う
指導や支援を行い、ドイツ語で歌えるようになった喜びを次々とバトンリレーしています。そし
て、２０１８年に１００周年を迎える「なるとの第九」を市民が一丸となってお祝いできるように
願っています。
　ご依頼をいただけましたら、ご要望をお聞きしながら出前講座にうかがいますので、ご協力
をお願いいたします。

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

「第九だいすき♪　鳴門だいすき♪」

音楽劇「バンドー少年物語」実行委員会

徳島市川内町平石古田９２－２０

連絡先
090-1576-2674

stndudw5497@me.pikara.ne.jp

世界の名画を体験してみませんか？

大塚国際美術館ボランティア会

〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池６５－１　鳴門公園内

連絡先
088-687-3737

info@o-museum.or.jp http://ｗｗｗ.o-museum.or.jp/

広い展示スペースを持ち、西洋絵画の展示がほとんどを占める当館では、どう観賞すれ
ばいいのか迷われるお客様も少なくありません。そんな方々に観賞のサポートとして館
内をガイドするのが美術ボランティアの活動です。
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ひとことPR

団体名／代表者 音楽スタジオ「あじさいｅｌｅｇａｎｃｅ」

所在地

TEL FAX 088-666-1270 冨士　都美

E-mail HP

ひとことPR

団体名／代表者 阿部　善信

所在地

TEL FAX 088-686-1648 阿部　善信

E-mail HP

活動内容

連絡先
088-686-1648

harpabe@tv-naruto.ne.jp

昭和51年、鳴門市で初めて大麻町板東で7名によって、大正琴教室を開き現在に至って
います。平成13年4月からボランティアクラブとして20名を指名し、福祉関係、老人ホー
ム、病院関係、デイケアハウス等、月7～8回各施設等を大正琴演奏慰問を実施し、この
他に鳴門市関係イベント、各公民館イベント等に出演し、この10年間で平均慰問回数は
1年間に107回となり、鳴門市はもちろん徳島市、北島町、板野町、石井町、吉野川市等
で行っており、各施設の方々より感謝されています。また、ＮＨＫ徳島文化センターにも
大正琴講師として、月に2回講義に行っています。

活動内容

１．「第九と出会う日」
　毎週火曜日にキョーエイ鳴門駅前店４階Ｂ教室で、ドイツ語で「第九」を歌おうと、市内外の幼児
から高齢者までを対象にした「第九」教室を開催しています。
　短時間で覚えられるようにと、「カタカナとひらがなで歌える楽譜」を用意し、語呂合わせの漫画
ストーリーやダンスも考案しており、楽しんでおけいこできます。わずか１日で覚えて歌えるように
なった方もいるので、ぜひ体験してみてください。
　時間は、１２時００分から１３時３０分まで。

２．「童謡喫茶」
　毎週火曜日にキョーエイ鳴門駅前店４階Ｂ教室で、大人を対象に童謡を歌うことが脳トレやアン
チエイジングにもなる「童謡喫茶」を開催しています。
　丹田呼吸法（複式呼吸法）や顔の表情筋の活性化と、鼻腔共鳴や口腔共鳴を意識しながら、童
謡のなかに表現されている日本の自然や風景、人々の暮らしなどをイメージしながら歌います。
　時間は、１３時３０分から１５時００分まで。

３．「子どものおうた教室」
　毎週火曜日にキョーエイ鳴門駅前店４階Ｂ教室で、子どもたちがドイツ語で「第九」を歌ったり、
童謡や唱歌などを歌ったりしながら、歌うことの楽しさや基本、表現することの楽しみを感じる歌の
教室を開催しています。
　学んだ歌の力を披露する場となる、「Narutoジョイフル子ども音楽祭」や「第九」に関するステー
ジに出演することもあります。
　時間は次のとおりで、選択自由となっています。
　　第１クラス・・・１５時５０分から１６時５０分まで。第２クラス・・・１７時００分から１８時００分まで。

４．「鳴門のよろこびにしめ」
　「鳴門のよろこびにしめ」は、数十年前までは「婚礼・棟上げ・祭り」などの祝い事にはかかせない
串に刺した煮しめで、鳴門近辺の地域ではどこの家でも隣組が総出でつくり、木製の「もろぶた」
に入れて、近所や在所の人たちに配っていました。
　近所の人たちの絆と、煮しめの美味しさと、よろこびごとの幸せが、串刺しの楽しさと一緒に身体
の中に入ってくる・・・そんな満たされた幸福感を味わってもらいたいと、鳴門大道の１００円商店街
をはじめとして各種イベントで販売しています。すぐ完売するので、「幻の喜びにしめ」の異名を
もっています。

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

誰にでもやさしく弾ける大正琴

琴城流鳴門大正琴ボランティアクラブ

〒772-0017　鳴門市撫養町立岩字四枚９５

子どもから高齢者まで「第九」だいすきになろう

松浦　弘・宮本　雅世子

徳島市川内町平石古田９２－２０

連絡先
090-1576-2674

stndudw5497@me.pikara.ne.jp

26

mailto:harpabe@tv-naruto.ne.jp
mailto:stndudw5497@me.pikara.ne.jp


ひとことPR

団体名／代表者 浅野　里江

所在地

TEL FAX 088-686-1296 浅野　里江

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 榊　八枝子

所在地

TEL FAX 088-686-1304 榊　八枝子

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 長崎　久子

所在地

TEL FAX 088-684-1777

E-mail HP

活動内容

●年間6日　鳴門市文化会館にて演劇鑑賞
●サークルによる自主運営
●講演会・ツアー・ワークショップ等、演劇に関する学習会
●文化協会主催行事・図書館行事等、他の文化団体との交流
●機関紙発行

童謡詩人・野口雨情が来鳴し、鳴門の渦潮に感動して詠んだ「鳴門小唄」に作曲・振り
付けをして市民に普及しています。市のイベントや、小・中学生に踊っていただき、明る
いまちづくりをめざしています。

※まちづくりに掲載

定期的にプロ劇団の演劇を観て、心豊かな生活を！

鳴門市民劇場

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜３１－１３

連絡先
088-684-1777

nrt-geki@mc.pikara.ne.jp http://www.nsg1998.org/

平成2年から活動を開始し、平均年齢70歳以上の歌が大好きな仲間約50名の集いで
す。毎週月曜日10時から11時30分、川東公民館で開催しています。
ラジオ体操、声作り、今日のリクエスト曲から始まり、楽しい合唱練習やティータイム、
「鳴門小唄」を踊るなど、活動を続けています。その他には、イベント出演や施設訪問、
「鳴門小唄」の普及活動等を実施しています。

「鳴門小唄」歌って踊って街を元気に！

「鳴門小唄」でいきいきなると

〒772-0001　鳴門市撫養町黒崎字磯崎１２３－２４

連絡先
088-686-1304

童謡を歌う会「浜千鳥」

〒772-0001　鳴門市撫養町黒崎字磯崎１２２－４

連絡先
088-686-1296

歌って踊って、心は青春「浜千鳥」
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ひとことPR

団体名／代表者 榊　八枝子

所在地

TEL FAX 088-684-1777

E-mail HP

活動内容

●春・秋2回　映画上映会
●内容に関する行事を同時開催　舞台挨拶・写真展・ポスター展・合唱等
●実行委員会
●ボランティア団体へ寄付

映画も見られる町に！

なるとＤｅシネマ実行委員会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜３１－１３

連絡先
088-684-1777
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ひとことPR

団体名／代表者 大塚　道子

所在地

TEL FAX 088-686-9994 浅野　司郎

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 日下　正幸

所在地

TEL FAX 088-689-3360

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 佐野　文稔

所在地

TEL FAX 088-687-1528

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

※環境・政策に掲載

「自分達の町は自らの手で住みやすく」の思いで行動しています

特定非営利活動法人ボランティア鳴門西

〒772-0051　鳴門市鳴門町高島字北８６番地　鳴門公民館内

連絡先
088-687-1528

定款に謳っている事業
①花いっぱい運動
②美しいまちづくり
③ごみゼロ活動
④海をきれいにする活動
⑤高齢者の生活支援
⑥青少年の健全育成

※文化・芸術、子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

あなたが主役のボランティアと文化創造でまちおこし

特定非営利活動法人まちづくりサークル大麻

〒779-0233　鳴門市大麻町板東字宝蔵１０３番地１ 板東公民館内

連絡先
088-689-3360

bando-kou@tv-naruto.ne.jp

 「板東公民館運営と地域の人たちとのふれあい、文化の継承と創造でまちおこし」を中
心にボランティア活動を推進している。鳴門市役所、鳴門市内の各団体及び社会福祉
協議会、県内の各団体、県と連携を取り合いながら地域の人々の幸せを願い活動して
います。

D．まちづくり

アジア初演の「なると第九」は、鳴門の宝！市民ぐるみで盛り上げよう

特定特定非営利活動法人鳴門「第九」を歌う会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４番地７　鳴門市文化会館内

連絡先
088-686-9999

kanki@naruto-9.com http://www.naruto-9.com/

●平成28年6月、第35回を迎える鳴門の第九　●毎年10月1日から1か月、演奏会の参
加申込受付（全国の申込は12月1日～10日）　●第8回目となる第九演奏会ソリストを全
国公募し、若手音楽家の登竜門としています。　●初心者は11月、経験者は1月から6月
まで半年間、素晴らしい指導者による合唱練習　●6月第1日曜日、本番を迎えます。
（全国からの参加者を含めて600名の合唱団）　●第九演奏会翌日の月曜日、大塚国際
美術館のご協力のもと、システィーナホールで“美術館でなるとの第九”を開催。美術と
音楽のコラボを楽しみます。　●鳴門「第九」を歌う会の有志による合唱団「コーラス９」
を結成、毎年演奏会を開催。　●その他　ドイチェスフェスト、第九の里コンサート、鳴門
市芸能祭等に出演しています。
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ひとことPR

団体名／代表者 都築　一雄

所在地

TEL FAX 088-684-2651 都築　一雄

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 仁尾　國雄

所在地

TEL FAX 088-686-1924 仁尾　國雄

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 元木　照夫

所在地

TEL FAX 088-688-1057 元木　照夫

E-mail HP

活動内容

※その他に掲載

※その他に掲載

食の安全を守る

特定非営利活動法人快てきペンギン村

〒771-0364　鳴門市瀬戸町北泊字北泊５３０番地７

連絡先
088-688-1057

安心で、安全で、安い鮮魚を消費者に届けるために、朝市を開いたり、魚を自分で料理
できるように捌き方教室を開いたりしています。みなさん、第四土曜日は、お気軽に北泊
までおこしください。

※福祉・健康・保健、その他に掲載

シニアの地域参加を応援！

特定非営利活動法人ジョブＯＢネットワーク

〒772-0032　鳴門市大津町吉永２６５－１４

連絡先
090-8691-1085

nio@jobnet.v-npo.jp http://www.jobnet.v-npo.jp

シニアの社会参加を応援する活動の一つに「講座」事業があります。多様なシニアが地
域社会へ参加するキカッケとして場を設けています。
新しくシニアのスマホ入門講座を取り入れ、超高齢社会シニアがＩＣＴを利活用すること
で、社会との一定のつながりを維持し、心身の健康に繋がればとＩＣＴ推進します。

精神障がい者の就労支援をしています。恐れず可能性にチャレンジ！

特定非営利活動法人ぽてとくらぶ

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜１５６－３

連絡先
088-684-2651

potetoa@md.pikara.ne.jp

在宅の精神障がい者に対して活動の場を提供し、ハンガーの組み立て加工等の作業を
通して、職業能力を高め就労準備をするとともに、公園花壇管理等の社会参加活動に
より、社会性を身につけ、精神障がい者の社会復帰に寄与することを目的としていま
す。
１）保健、医療または福祉の増進を図る活動
２）職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
ハンガーの組み立て加工等の作業、俳句・俳画作成・句会等の創作活動により表現力
を養成、自分のストレスの対処法についてディスカッション
３）まちづくりの推進を図る活動
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ひとことPR

団体名／代表者 瀬川　正昭

所在地

TEL FAX 088-679-4291 松野　一郎

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 山口　壽子

所在地

TEL FAX 088-678-7784

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容

福祉のまちづくりに関する
1.空き家情報の提供及びコーディネート事業
2.空き家活用に関するセミナーの開催
3.空き家の管理事業

※福祉・健康・保健、環境・政策、その他に掲載

子育て応援団レインボーは、子育てのサポーターとして、次のような活動を行っていま
す。
・キョーエイ鳴門駅前店４階にこにこ広場や板東南ふれあいセンターにて、就学前まで
の親子で楽しめるあそび広場を開催しています。
・鳴門市で生まれた生後４ヶ月までのお子さんのいる家庭を訪問し、赤ちゃんや子育て
についてのサポートをしています。
・月１回、妊婦さんやその家族の方を対象に、生まれる前からの子育て支援をしていま
す。

※福祉・健康・保健、子どもの健全育成・社会教育に掲載

空き家を生かした福祉のまちづくりを推進します

特定非営利活動法人空き家バンクで福祉のまちづくりを考える会

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

高齢者、障がい者及び児童等が相補的に関わるコミュニティ

特定非営利活動法人山の薬剤師たち

〒772-0002　鳴門市撫養町斎田字西発４７－１０

連絡先
088-679-4290

tanagokorokoyadairanaruto@gmail.com http://yamanoyakuzaishi.hp2.jp

連絡先
090-4780-2967

当法人は、平成２１年に薬剤師が山間へき地の地域医療に携わるために設立しました。翌年、美
馬市木屋平に「こやだいら薬局」を開設し、その実践を行っています。平成２５年には、こやだいら
薬局の後方支援施設という位置づけで、鳴門市に「こやだいら／なると複合施設たなごころ」を開
設しました。この複合施設はサービス付き高齢者向け住宅を母体とし、介護事業（通所介護、訪
問介護）、障がい福祉事業（就労継続支援A型、基準該当生活介護、居宅介護）並びに児童福祉
事業（放課後等デイサービス）の全７事業を行っています。さらに、「こやだいら薬局なると店」を併
設し、福祉と医療の連携を図っています。「こやだいら／なると複合施設たなごころ」は、高齢者、
障がい者及び児童等が相補的に関わる小さなコミュニティを目指し、また、木屋平と鳴門における
地域循環システム（人、物、資金）の構築を視野に入れ活動しています。
わが国の社会保障制度は大きな転換期を迎えていますが、制度の補足的役割を担い社会的排
除者をつくらない取り組みを継続していきたいと考えています。

※福祉・健康・保健、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

“お腹の中から就学前まで”いっしょに子育てしませんか

特定非営利活動法人子育て応援団レインボー

〒772-0012 鳴門市撫養町小桑島字前浜２３　キョーエイ鳴門駅前店４階

連絡先
088-678-7784

info@rainbow-naruto.com http://www.rainbow-naruto.com/m/
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ひとことPR 地域の拠点作りを図っています

団体名／代表者 一般社団法人　風の家 上坂　敏子

所在地 〒772-0051　鳴門市鳴門町高島字中島２９０

連絡先 TEL 088-687-1021 FAX 088-687-1021 上坂　敏子

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 秋岡　芳郎

所在地

TEL FAX 088-686-2333 秋岡　芳郎

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 乾　　肇

所在地

TEL FAX 088-686-2298 乾　　肇

E-mail HP

活動内容

市街地を流れる川が、徳島県で一番汚染されているとの声がありました。
身近な川を自分たちで出来る行動でよみがえらせないか、新池川の水質をきれいにした
いとの思いで立ち上がりました。EMダンゴの新池川への投入、川普請事業（県・市・会）
を結び、植栽筏・河川の清掃・ゴミ拾い等に取り組んでいます。
27年度から新たにノルディック・ウォーク（体力向上事業）を始め、市民に慕われると思
われます健康事業に取り組んでいます。

※福祉・健康・保健、スポーツ、環境・政策に掲載

身近な環境を考え過ごしやすい生活円を築こう

新池川をきれいにする会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字権現９９－２

連絡先
088-686-2298

連絡先
088-686-2333

akioka@tv-naruto.ne.jp http://www.tv-naruto.ne.jp/akioka

平成15年より本格的に黒崎地区を花いっぱいにする活動を始め、くろさき花広場で育て
た花苗を黒崎バイパス通りや黒崎小学校、黒崎集会所、黒崎郵便局等の施設を中心に
植え、各家庭にも配り、環境美化に貢献しています。
平成27年5月に宮崎市で開催された、第26回全国「みどりの愛護」のつどいにて、国土
交通大臣表彰を受けました。
毎年10月の体育の日に、「黒崎っ子花まつり」を開催して、まちを活性化しています。

※環境・政策に掲載

地域の拠点作りとして、月１回のコミュニティカフェ等を通じて、お年寄りと大学生・留学
生の交流を図っています。林崎サロンでは、お年寄りと保育園児との交流を図る中で、
地域の活性化を図っています。また、パソコン教室・ピアノ教室をする中で、地域の拠点
作りを図っています。

花街道で心もきれいな「まちづくり」

黒崎地区社会福祉協議会　くろさき花街道クラブ

〒772-0001　鳴門市撫養町黒崎字清水９５
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ひとことPR できる範囲で楽しくボランティア

団体名／代表者 地域活性化団体ＭＯＶＥ 乾　幸太郎

所在地 〒772-0052　鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山１７６

連絡先 TEL 090-6888-6452 FAX 乾　幸太郎

E-mail kkk_0605@yahoo.co.jp HP Facebookページ有

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 榊　八枝子

所在地

TEL FAX 088-686-1304 榊　八枝子

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 吉田　温子

所在地

TEL FAX 088-685-5207

E-mail HP

活動内容

ボランティア部では、さまざまなボランティア活動に取り組んでいます。具体的には、施
設訪問やＥＭだんご作り、新池川周辺・地域清掃、校内美化活動、プランターの花植え
や花の手入れ、季節にあったタペストリー作りなどをしています。また、生徒会と協力し
て、古紙回収やプルタブ集めをして、車いすを寄贈する活動もしています。
ボランティアを通して、地域の方々と交流することで、思いやることの大切さを知りまし
た。これからも、ボランティアの花を咲かせていきたいです。

※子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

※文化・芸術に掲載

今、私たちにできること

鳴門市第一中学校「ボランティア部」

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字浜田３７－１　鳴門市立第一中学校

連絡先
088-685-2542

〒772-0001　鳴門市撫養町黒崎字磯崎１２３－２４

連絡先
088-686-1304

童謡詩人・野口雨情が来鳴し、鳴門の渦潮に感動して詠んだ「鳴門小唄」に作曲・振り
付けをして市民に普及しています。市のイベントや、小・中学生に踊っていただき、明る
いまちづくりをめざしています。

地域活性化団体ＭＯＶＥは、2014年12月17日に鳴門を拠点に20代30代で結成し、活動
しているボランティア団体です。地域活性化や団体同士、人同士のネットワーク作り、防
災減災、復興支援、被災地支援、3.11を風化させることなく語り継ぐ！などの活動をして
います。次世代に受け継いでもらえるような活動ができればと思っています。

※その他に掲載

「鳴門小唄」歌って踊って街を元気に！

「鳴門小唄」でいきいきなると
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ひとことPR

団体名／代表者 山本　恵子

所在地

TEL FAX 088-686-5280 山本　恵子

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 中谷　宏

所在地

TEL FAX 088-684-0361 中谷　宏

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容
1.子どもたちの居場所（コミュニティはうすTSUDOI）における児童の健全育成活動
2.福祉のまちづくりの支援活動
3.ボランティア・NPO活動に関する相談活動

※福祉・健康・保健、子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

ＥＭ活性液培養　1ｔタンクで年間15ｔ、２００ℓタンクで年間4,800ℓ
ＥＭダンゴ作り　年間約3,000個　七枚水尾川へ投入
ＥＭによる林崎小学校プール清掃
七枚水尾川の浄化活動
川沿いの除草及び清掃
生ゴミの堆肥化と花の植栽

※環境・政策に掲載

放課後に児童が楽しめる居場所です

友愛クラブ「ともしび」

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
088-685-6177

・市内随所の花壇やフラワーベルト
・友好コスモス栽培とコスモスまつり実施
・鳴門市花街道地域づくりネットワークの活動支援を行い市民による美しいふるさとづく
り

※環境・政策に掲載

子や孫の笑顔と歓声があふれる楽しく美しい地域を目指して・・・

ボランティア川東

〒772-0016　鳴門市撫養町林崎字南殿町５３

連絡先
088-684-0361

共同参画で創る花の街鳴門

鳴門市ボランティア支援の会

〒772-0016　鳴門市撫養町林崎字南殿町５６－３

連絡先
088-686-5280
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ひとことPR

団体名／代表者 小谷　康恵

所在地

TEL FAX 088-612-8552 小谷　康恵

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健に掲載

ひとことPR

団体名／代表者 豊岡　徹

所在地

TEL FAX

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健に掲載

ひとことPR

団体名／代表者 猪子　和幸

所在地

TEL FAX 088-683-5101 猪子　和幸

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健に掲載

ＩＣＴ（情報通信技術）とインターネット環境を活用することにより、各自の特性に応じた
「生きる力」と「働く力」を身につけ、「時間」と「場所」の制約から解放された、新しい「ラー
ニングスタイル」「ワーキングスタイル」「ライフスタイル」を創出し、　自力・継続・発展する
「ソーシャルビジネス」を実現する。
各種印刷物の製作、Webサイトの設計開発・制作・更新・運用補助、ＩＴ講習会の企画・運
営、パソコン要約筆記、テープリライト、動画字幕作成等。

●宅老事業・・・居場所作り
●子育て支援・・・冒険遊び場を中心に自然の中で遊ぶ（滑車すべりなど）
●高齢者支援・・・出前サービス、見守り、配食
●介護事業

テレワークを「次世代の最も理想的な就労形態として確立するために」

ＪＣＩ Teleworkers' Network

〒779-0303　鳴門市大麻町池谷字丸池２９－３

連絡先
088-683-5101

jcinoko@gray.plala.or.jp http://jci-tn.jp/

“その日お会いして、その日の気持ちに添える活動を目指して”
困った時はお互いさま。助けたり、助けられたりと少しでも地域の皆さんのお役に立てる
よう日々活動しています。

ふれあい助け合いの福祉社会の構築に努め、健康で安心して暮らしていくこと
ができる生きがいのある長寿社会を創りましょう

特定非営利活動法人地域交流の会コスモスはうす

〒779-0301　鳴門市大麻町姫田字久保の内２６番地１８

連絡先
088-686-0670

Ｅ．子どもの健全育成・社会教育

誰もが住み慣れた地域で最後まで暮らせるように

特定非営利活動法人ふれあい福祉の会山びこへるぷ

〒771-0367　鳴門市瀬戸町大島田字下畑５５番地

連絡先
088-612-8551
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ひとことPR

団体名／代表者 秋山　敬子

所在地

TEL FAX 088-685-0389

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 勘川　一三

所在地

TEL FAX 088-689-5050 堀　俊明

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 大塚　道子

所在地

TEL FAX 088-686-9994 浅野　司郎

E-mail HP

活動内容

●平成28年6月、第35回を迎える鳴門の第九　●毎年10月1日から1か月、演奏会の参
加申込受付（全国の申込は12月1日～10日）　●第8回目となる第九演奏会ソリストを全
国公募し、若手音楽家の登竜門としています。　●初心者は11月、経験者は1月から6月
まで半年間、素晴らしい指導者による合唱練習　●6月第1日曜日、本番を迎えます。
（全国からの参加者を含めて600名の合唱団）　●第九演奏会翌日の月曜日、大塚国際
美術館のご協力のもと、システィーナホールで“美術館でなるとの第九”を開催。美術と
音楽のコラボを楽しみます。　●鳴門「第九」を歌う会の有志による合唱団「コーラス９」
を結成、毎年演奏会を開催。　●その他　ドイチェスフェスト、第九の里コンサート、鳴門
市芸能祭等に出演しています。

※文化・芸術、まちづくり、その他に掲載

ＮＰＯ法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会は、鳴門市賀川豊彦記念館での行事支援と運営
協力を行っています。
また、賀川豊彦の推奨した「友愛・互助・平和」の精神を継承・顕彰するための諸活動を
行っています。

※福祉・健康・保健、文化・芸術、環境・政策、その他に掲載

アジア初演の「なると第九」は、鳴門の宝！市民ぐるみで盛り上げよう

認定特定非営利活動法人鳴門「第九」を歌う会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４番地７　鳴門市文化会館内

連絡先
088-686-9999

kanki@naruto-9.com http://www.naruto-9.com/

①鳴門市立図書館を支援する活動
②赤ちゃんから高齢者・障がい者までを対象に読書支援や社会教育の推進を図る活動
③子どもに様々な経験や活動の場を与え健全育成を図る活動
をしています。

※文化・芸術に掲載

郷土の偉人　賀川豊彦の精神を顕彰

特定非営利活動法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会

〒779-0225　鳴門市大麻町桧字東山田５０－２　鳴門市賀川豊彦記念館内

連絡先
088-689-5050

info@kagawakan.com http://www.kagawakan.com/

市民の文化振興を目指す図書館活動

認定特定非営利活動法人「ふくろうの森」

〒772-0011　鳴門市撫養町大桑島字蛭子山４９番地

連絡先
088-685-0389

naruto.fukurou@gmail.com http://group.naruto-mon.jp/fukurou/
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ひとことPR

団体名／代表者 佐野　文稔

所在地

TEL FAX 088-687-1528

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 瀬川　正昭

所在地

TEL FAX 088-679-4291 松野　一郎

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 島田　勲

所在地

TEL FAX 088-688-2246 島田　勲

E-mail HP

活動内容

古民家を利用した「畳と障子と土壁」の落ち着きのあるデイサービスを運営しています。
機能訓練としては、特別な訓練はしていませんが、ご利用者それぞれにその人その人
の日常生活があります。その日常生活一つ一つが機能訓練と考えて、元気で生き生き
と住みなれた地域で暮らしができるように、少しだけお手伝いをしています。

※福祉・健康・保健、環境・政策、その他に掲載

当法人は、平成２１年に薬剤師が山間へき地の地域医療に携わるために設立しました。翌年、美
馬市木屋平に「こやだいら薬局」を開設し、その実践を行っています。平成２５年には、こやだいら
薬局の後方支援施設という位置づけで、鳴門市に「こやだいら／なると複合施設たなごころ」を開
設しました。この複合施設はサービス付き高齢者向け住宅を母体とし、介護事業（通所介護、訪
問介護）、障がい福祉事業（就労継続支援A型、基準該当生活介護、居宅介護）並びに児童福祉
事業（放課後等デイサービス）の全７事業を行っています。さらに、「こやだいら薬局なると店」を併
設し、福祉と医療の連携を図っています。「こやだいら／なると複合施設たなごころ」は、高齢者、
障がい者及び児童等が相補的に関わる小さなコミュニティを目指し、また、木屋平と鳴門における
地域循環システム（人、物、資金）の構築を視野に入れ活動しています。
わが国の社会保障制度は大きな転換期を迎えていますが、制度の補足的役割を担い社会的排
除者をつくらない取り組みを継続していきたいと考えています。

※福祉・健康・保健、まちづくり、環境・政策に掲載

“私たちがここにいる”いつまでも住みなれた地域で

特定非営利活動法人あかり

〒771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱２６番地５

連絡先
088-688-2246

isk111899@yahoo.co.jp

定款に謳っている事業
①花いっぱい運動
②美しいまちづくり
③ごみゼロ活動
④海をきれいにする活動
⑤高齢者の生活支援
⑥青少年の健全育成

※福祉・健康・保健、まちづくり、環境・政策に掲載

高齢者、障がい者及び児童等が相補的に関わるコミュニティ

特定非営利活動法人山の薬剤師たち

〒772-0002　鳴門市撫養町斎田字西発４７－１０

連絡先
088-679-4290

tanagokorokoyadairanaruto@gmail.com http://yamanoyakuzaishi.hp2.jp

「自分達の町は自らの手で住みやすく」の思いで行動しています

特定非営利活動法人ボランティア鳴門西

〒772-0051　鳴門市鳴門町高島字北８６番地　鳴門公民館内

連絡先
088-687-1528
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ひとことPR

団体名／代表者 山口　壽子

所在地

TEL FAX 088-678-7784

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 渡辺　浩幸

所在地

TEL FAX 088-687-3556

E-mail HP

活動内容

1年から数年後（差出人の希望年月）にお届けする手紙を鳴門海峡・大鳴門橋を眼下に
望み、四季の花々に囲まれた「花見山心の手紙館」で大切にお預かりします。夢や希望
を託す「手紙のタイムカプセル便」4年目を迎えました。※私たちの試みに賛同してくださ
る「オフィシャル・サポーター」を募っています。

※文化・芸術、その他に掲載

子育て応援団レインボーは、子育てのサポーターとして、次のような活動を行っていま
す。
・キョーエイ鳴門駅前店４階にこにこ広場や板東南ふれあいセンターにて、就学前まで
の親子で楽しめるあそび広場を開催しています。
・鳴門市で生まれた生後４ヶ月までのお子さんのいる家庭を訪問し、赤ちゃんや子育て
についてのサポートをしています。
・月１回、妊婦さんやその家族の方を対象に、生まれる前からの子育て支援をしていま
す。

※福祉・健康・保健、まちづくりに掲載

夢や希望を託す「手紙のタイムカプセル便」

特定非営利活動法人花見山心の手紙館

〒772-0053  鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛234番地35

連絡先
088-687-3555

http://www.hanami-
yama.com/inquiry/index.html

http://www.hanami-yama.com

“お腹の中から就学前まで”いっしょに子育てしませんか

特定非営利活動法人子育て応援団レインボー

〒772-0012 鳴門市撫養町小桑島字前浜２３　キョーエイ鳴門駅前店４階

連絡先
088-678-7784

info@rainbow-naruto.com http://www.rainbow-naruto.com/m/
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ひとことPR

団体名／代表者 冨士　都美

所在地

TEL FAX 088-686-0394 朝田　美咲

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 立本　利博

所在地

TEL FAX 088-666-1270 冨士　都美

E-mail HP

活動内容

１．音楽劇「バンドー少年物語」
　鳴門市板東公民館１０周年記念公演として上演した「ヤー、トモタチ」『ドイツさん（原田一美
著）』をきっかけとして、鳴門で「第九」が演奏されるようになった史実の理解を深めてほしい
と願って、音楽劇「バンドー少年物語」を上演しています。徳島県婦人会連合会芸能大会や
徳島県読書振興大会でのアトラクションとして上演するなど、市内外のコンサートや演奏会
などの機会に上演し、幼児から高齢者まで多くの年齢層に、史実の理解を深め広げる工夫
を図っています。

２．朗読カフェｉｎ第九の杜
　平成２７年度の「ＷｅＬｏｖｅなるとまちづくり活動応援補助金事業」に採択され、１２月１３日
に、第１回朗読カフェｉｎ「第九の杜」を開催しました。テレビ鳴門社のご協力により放映された
ため、来場者はもとより視聴者にも「第九」と「板東俘虜収容所」に関する史実を語り伝えるこ
とができました。
　２８年度も「ＷｅＬｏｖｅなるとまちづくり活動応援補助金事業」に採択されたことにより、「板東
俘虜収容所」の史実の理解を深めるための一層の啓発に努めるとともに、「第九」アジア初
演の地鳴門の誇りと使命感の高揚を図りたいと考えています。

３．Ｙｏｕ～Ｙｏｕ「第九」
　「第九」の（歓喜の歌）がドイツ語で歌えるようになった市民が、近隣の人々に「第九」を歌う
指導や支援を行い、ドイツ語で歌えるようになった喜びを次々とバトンリレーしています。そし
て、２０１８年に１００周年を迎える「なるとの第九」を市民が一丸となってお祝いできるように
願っています。
　ご依頼をいただけましたら、ご要望をお聞きしながら出前講座にうかがいますので、ご協力
をお願いいたします。

※文化・芸術に掲載

２０１８年、鳴門市は「第九」初演１００周年を迎えます。
うたの広場「NKB」は一丸となって、皆様とともに素晴らしいその日を迎えられるよう、「第
九」の普及に努めて参ります。

練習場所と練習時間
➀キョーエイ鳴門駅前店　毎週火曜日（１５：５０～１６：５０ /１７：００～１８：００）
②応神集会所　毎週金曜日（１５：３０～１６：３０）
③板東公民館　毎週金曜日（１６：５０～１７：５０）

※文化・芸術に掲載

「第九だいすき♪　鳴門だいすき♪」

音楽劇「バンドー少年物語」実行委員会

徳島市川内町平石古田９２－２０

連絡先
090-1576-2674

stndudw5497@me.pikara.ne.jp

うたの広場「NKB」は、小さな「第九」大使です！

うたの広場「NKB」

徳島市川内町平石古田９２－２０

連絡先
080-1994-1950

utanohiroba.nkb@gmail.com
https://peraichi.com/landing_pages
/view/nkb

39

mailto:stndudw5497@me.pikara.ne.jp
mailto:utanohiroba.nkb@gmail.com
https://peraichi.com/landing_pages/view/nkb
https://peraichi.com/landing_pages/view/nkb


ひとことPR

団体名／代表者 音楽スタジオ「あじさいｅｌｅｇａｎｃｅ」

所在地

TEL FAX 088-666-1270 冨士　都美

E-mail HP

ひとことPR

団体名／代表者 尾形　丹士

所在地

TEL FAX 088-688-0772 尾形　丹士

E-mail HP

活動内容

連絡先
088-688-0772

tohikia2004@yahoo.co.jp

平成23年4月1日発足、同年6月23日に出発式後、活動を開始しました。青色回転灯装
備車2～4台で、瀬戸地区全域を毎月2回、夜間パトロールを実施している。隊員のほ
か、地区内小中学校のPTAの皆さん及び先生方も参加され、毎回10～16名程度で活動
している。また、毎週2回以上、小中学校の子供たちの安全を願い、登下校時パトロール
を実施している。青色回転灯を装備してのパトロールは、認知度が高く、犯罪等の抑止
効果があるかもしれない。併せて地区内の住人のみなさまの防犯意識の高揚に繋がる
と信じて活動を続けています。

※その他に掲載

活動内容

１．「第九と出会う日」
　毎週火曜日にキョーエイ鳴門駅前店４階Ｂ教室で、ドイツ語で「第九」を歌おうと、市内外の幼児
から高齢者までを対象にした「第九」教室を開催しています。
　短時間で覚えられるようにと、「カタカナとひらがなで歌える楽譜」を用意し、語呂合わせの漫画
ストーリーやダンスも考案しており、楽しんでおけいこできます。わずか１日で覚えて歌えるように
なった方もいるので、ぜひ体験してみてください。
　時間は、１２時００分から１３時３０分まで。

２．「童謡喫茶」
　毎週火曜日にキョーエイ鳴門駅前店４階Ｂ教室で、大人を対象に童謡を歌うことが脳トレやアン
チエイジングにもなる「童謡喫茶」を開催しています。
　丹田呼吸法（複式呼吸法）や顔の表情筋の活性化と、鼻腔共鳴や口腔共鳴を意識しながら、童
謡のなかに表現されている日本の自然や風景、人々の暮らしなどをイメージしながら歌います。
　時間は、１３時３０分から１５時００分まで。

３．「子どものおうた教室」
　毎週火曜日にキョーエイ鳴門駅前店４階Ｂ教室で、子どもたちがドイツ語で「第九」を歌ったり、
童謡や唱歌などを歌ったりしながら、歌うことの楽しさや基本、表現することの楽しみを感じる歌の
教室を開催しています。
　学んだ歌の力を披露する場となる、「Narutoジョイフル子ども音楽祭」や「第九」に関するステー
ジに出演することもあります。
　時間は次のとおりで、選択自由となっています。
　　第１クラス・・・１５時５０分から１６時５０分まで。第２クラス・・・１７時００分から１８時００分まで。

４．「鳴門のよろこびにしめ」
　「鳴門のよろこびにしめ」は、数十年前までは「婚礼・棟上げ・祭り」などの祝い事にはかかせない
串に刺した煮しめで、鳴門近辺の地域ではどこの家でも隣組が総出でつくり、木製の「もろぶた」
に入れて、近所や在所の人たちに配っていました。
　近所の人たちの絆と、煮しめの美味しさと、よろこびごとの幸せが、串刺しの楽しさと一緒に身体
の中に入ってくる・・・そんな満たされた幸福感を味わってもらいたいと、鳴門大道の１００円商店街
をはじめとして各種イベントで販売しています。すぐ完売するので、「幻の喜びにしめ」の異名を
もっています。

※文化・芸術に掲載

「瀬戸地区の安全は、瀬戸地区で守る！」

瀬戸町防犯パトロール隊

〒771-0360　鳴門市瀬戸町明神字馬越１５－４０

子どもから高齢者まで「第九」だいすきになろう

松浦　弘・宮本　雅世子

徳島市川内町平石古田９２－２０

連絡先
090-1576-2674

stndudw5497@me.pikara.ne.jp
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ひとことPR

団体名／代表者 福池　桂子

所在地

TEL FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 大波多　千江子

所在地

TEL FAX 088-684-5025

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 長岡　和美

所在地

TEL FAX

E-mail HP

活動内容

１．地域の人たちへ正しい食情報を広め、各世代において、よりよい食習慣の実践を支
援するために、食育教室の開催や広報活動を行っています。
・おやこの食育教室　　・生涯骨太クッキング教室　　・生活習慣病予防教室
・健康徳島２１推進食生活改善教室　　・野菜摂取量アップ推進事業等
２．食を通じた健康づくりの担い手としての技術や資質の向上を図るため、研修会への
参加や自己学習を行っています。
・県、保健所等開催の研修会参加　　・市のヘルスメイトスキルアップ講座受講等

※福祉・健康・保健に掲載

主にボランティア活動を通じて、自分自身を磨いたり、社会との関わりを考える部活動で
す。赤い羽根共同募金や歳末助け合い募金を呼びかけたり、、校内外の清掃活動・ボラ
ンティア活動を行っています。

※環境・政策、その他に掲載

「食べる事は生きる事」広げよう食育の輪

鳴門市食生活改善推進協議会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４－２　健康増進課内

連絡先
088-684-1232

●月2回　第1・3（月）ＡＭ9：30～12：00　定例会
会員が集まって情報の交換、勉強会を行っています。
●月1回　第1（日）ＰＭ1：00～3：00　手づくり絵本体験教室
多忙な方がすぐにできる、ミニ絵本を毎回作っています。
出前講座は随時対応いたします。

こんにちは！インターアクト部です

鳴門渦潮高等学校「インターアクト部」

〒772-0032　鳴門市大津町吉永５９５番地　鳴門渦潮高校内

連絡先
088-686-4577

大切な人のためにつくる世界で一冊の手づくり絵本をご一緒に作りませんか

手づくり絵本クラブ くれよん

〒772-0012  鳴門市撫養町小桑島字前浜２３　キョーエイ鳴門駅前店４階Ａ会議室（活動場所）

連絡先
088-686-7291
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ひとことPR

団体名／代表者 吉田　温子

所在地

TEL FAX 088-685-5207

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 有井　公代

所在地

TEL FAX 088-686-2126 有井　公代

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容
1.子どもたちの居場所（コミュニティはうすTSUDOI）における児童の健全育成活動
2.福祉のまちづくりの支援活動
3.ボランティア・NPO活動に関する相談活動

絵本を通じて親子の絆を深め、子どもの豊かな人間性を育むため、4か月、9か月健診
時を活用して、絵本の読み聞かせを行っています。

放課後に児童が楽しめる居場所です

友愛クラブ「ともしび」

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
088-685-6177

ボランティア部では、さまざまなボランティア活動に取り組んでいます。具体的には、施
設訪問やＥＭだんご作り、新池川周辺・地域清掃、校内美化活動、プランターの花植え
や花の手入れ、季節にあったタペストリー作りなどをしています。また、生徒会と協力し
て、古紙回収やプルタブ集めをして、車いすを寄贈する活動もしています。
ボランティアを通して、地域の方々と交流することで、思いやることの大切さを知りまし
た。これからも、ボランティアの花を咲かせていきたいです。

※まちづくり、環境・政策に掲載

絵本との出会いの場、絵本に親しむ環境づくりを進める

ボランティアグループ「ゆりかご」

〒772-0012　鳴門市撫養町小桑島字前浜８６

連絡先
088-686-2126

今、私たちにできること

鳴門市第一中学校「ボランティア部」

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字浜田３７－１　鳴門市立第一中学校

連絡先
088-685-2542
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ひとことPR

団体名／代表者 勘川　一三

所在地

TEL FAX 088-689-5050 堀　俊明

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 日下　正幸

所在地

TEL FAX 088-689-3360

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 佐野　文稔

所在地

TEL FAX 088-687-1528

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健、まちづくり、子どもの健全育成・社会教育に掲載

※まちづくりに掲載

「自分達の町は自らの手で住みやすく」の思いで行動しています

特定非営利活動法人ボランティア鳴門西

〒772-0051　鳴門市鳴門町高島字北８６番地　鳴門公民館内

連絡先
088-687-1528

定款に謳っている事業
①花いっぱい運動
②美しいまちづくり
③ごみゼロ活動
④海をきれいにする活動
⑤高齢者の生活支援
⑥青少年の健全育成

※福祉・健康・保健、文化・芸術、子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

あなたが主役のボランティアと文化創造でまちおこし

特定非営利活動法人まちづくりサークル大麻

〒779-0233　鳴門市大麻町板東字宝蔵１０３番地１ 板東公民館内

連絡先
088-689-3360

bando-kou@tv-naruto.ne.jp

 「板東公民館運営と地域の人たちとのふれあい、文化の継承と創造でまちおこし」を中
心にボランティア活動を推進している。鳴門市役所、鳴門市内の各団体及び社会福祉
協議会、県内の各団体、県と連携を取り合いながら地域の人々の幸せを願い活動して
います。

Ｆ．環境・政策

郷土の偉人　賀川豊彦の精神を顕彰

特定非営利活動法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会

〒779-0225　鳴門市大麻町桧字東山田５０－２　鳴門市賀川豊彦記念館内

連絡先
088-689-5050

info@kagawakan.com http://www.kagawakan.com/

ＮＰＯ法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会は、鳴門市賀川豊彦記念館での行事支援と運営
協力を行っています。
また、賀川豊彦の推奨した「友愛・互助・平和」の精神を継承・顕彰するための諸活動を
行っています。
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ひとことPR

団体名／代表者 瀬川　正昭

所在地

TEL FAX 088-679-4291 松野　一郎

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 島田　勲

所在地

TEL FAX 088-688-2246 島田　勲

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容

福祉のまちづくりに関する
1.空き家情報の提供及びコーディネート事業
2.空き家活用に関するセミナーの開催
3.空き家の管理事業

※福祉・健康・保健、まちづくり、その他に掲載

※福祉・健康・保健、子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

空き家を生かした福祉のまちづくりを推進します

特定非営利活動法人空き家バンクで福祉のまちづくりを考える会

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
090-4780-2967

※福祉・健康・保健、まちづくり、子どもの健全育成・社会教育に掲載

“私たちがここにいる”いつまでも住みなれた地域で

特定非営利活動法人あかり

〒771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱２６番地５

連絡先
088-688-2246

isk111899@yahoo.co.jp

古民家を利用した「畳と障子と土壁」の落ち着きのあるデイサービスを運営しています。
機能訓練としては、特別な訓練はしていませんが、ご利用者それぞれにその人その人
の日常生活があります。その日常生活一つ一つが機能訓練と考えて、元気で生き生き
と住みなれた地域で暮らしができるように、少しだけお手伝いをしています。

高齢者、障がい者及び児童等が相補的に関わるコミュニティ

特定非営利活動法人山の薬剤師たち

〒772-0002　鳴門市撫養町斎田字西発４７－１０

連絡先
088-679-4290

tanagokorokoyadairanaruto@gmail.com http://yamanoyakuzaishi.hp2.jp

当法人は、平成２１年に薬剤師が山間へき地の地域医療に携わるために設立しました。翌年、美
馬市木屋平に「こやだいら薬局」を開設し、その実践を行っています。平成２５年には、こやだいら
薬局の後方支援施設という位置づけで、鳴門市に「こやだいら／なると複合施設たなごころ」を開
設しました。この複合施設はサービス付き高齢者向け住宅を母体とし、介護事業（通所介護、訪
問介護）、障がい福祉事業（就労継続支援A型、基準該当生活介護、居宅介護）並びに児童福祉
事業（放課後等デイサービス）の全７事業を行っています。さらに、「こやだいら薬局なると店」を併
設し、福祉と医療の連携を図っています。「こやだいら／なると複合施設たなごころ」は、高齢者、
障がい者及び児童等が相補的に関わる小さなコミュニティを目指し、また、木屋平と鳴門における
地域循環システム（人、物、資金）の構築を視野に入れ活動しています。
わが国の社会保障制度は大きな転換期を迎えていますが、制度の補足的役割を担い社会的排
除者をつくらない取り組みを継続していきたいと考えています。
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ひとことPR 実践躬行

団体名／代表者 戸田　浅夫

所在地 〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜４１８

連絡先 TEL 088-686-2254 FAX 戸田　浅夫

E-mail HP

活動内容

ひとことPR 日本古来の麗しさを取り戻そう！

団体名／代表者 英　利数

所在地 〒771-0360　鳴門市瀬戸町明神字馬越１４

連絡先 TEL 088-688-1116 FAX 英　利数

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 秋岡　芳郎

所在地

TEL FAX 088-686-2333 秋岡　芳郎

E-mail HP

活動内容

平成15年より本格的に黒崎地区を花いっぱいにする活動を始め、くろさき花広場で育て
た花苗を黒崎バイパス通りや黒崎小学校、黒崎集会所、黒崎郵便局等の施設を中心に
植え、各家庭にも配り、環境美化に貢献しています。
平成27年5月に宮崎市で開催された、第26回全国「みどりの愛護」のつどいにて、国土
交通大臣表彰を受けました。
毎年10月の体育の日に、「黒崎っ子花まつり」を開催して、まちを活性化しています。

※まちづくりに掲載

花街道で心もきれいな「まちづくり」

黒崎地区社会福祉協議会　くろさき花街道クラブ

〒772-0001　鳴門市撫養町黒崎字清水９５

連絡先
088-686-2333

akioka@tv-naruto.ne.jp http://www.tv-naruto.ne.jp/akioka

かぼちゃクラブ

市役所及び第一中学校前、鳴門郵便局前などの清掃をしています。青年会議所横の花
の手入れ、市役所周辺の並木のもとに花を植えて、手入れをしています。

希麗会

「希麗会」の名の由来は、麗しさを希む人達の集いです。「綺麗」という字をあえて、「希
麗」という字に代えました。
奇数月に地域の美化清掃を心掛けています。市土木課、県土木課とロードアドプトや
ポートアドプトを実施しています。また、市公園と委託契約を交わしています。
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ひとことPR

団体名／代表者 古川　飛鳥

所在地

TEL FAX 088-689-2817

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 乾　　肇

所在地

TEL FAX 088-686-2298 乾　　肇

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 大波多　千江子

所在地

TEL FAX 088-684-5025

E-mail HP

活動内容
主にボランティア活動を通じて、自分自身を磨いたり、社会との関わりを考える部活動で
す。赤い羽根共同募金や歳末助け合い募金を呼びかけたり、、校内外の清掃活動・ボラ
ンティア活動を行っています。

※子どもの健全育成・社会教育、その他に掲載

市街地を流れる川が、徳島県で一番汚染されているとの声がありました。
身近な川を自分たちで出来る行動でよみがえらせないか、新池川の水質をきれいにした
いとの思いで立ち上がりました。EMダンゴの新池川への投入、川普請事業（県・市・会）
を結び、植栽筏・河川の清掃・ゴミ拾い等に取り組んでいます。
27年度から新たにノルディック・ウォーク（体力向上事業）を始め、市民に慕われると思
われます健康事業に取り組んでいます。

※福祉・健康・保健、スポーツ、まちづくりに掲載

こんにちは！インターアクト部です

鳴門渦潮高等学校「インターアクト部」

〒772-0032　鳴門市大津町吉永５９５番地　鳴門渦潮高校内

連絡先
088-686-4577

入所・通所合わせて５０名ほどの利用者が生活しています。毎月１０日は、山田リサイク
ルに参加し、ゴミの分別や施設周辺の道の清掃を行っています。また、日中活動では自
主生産で藍染やすず虫の飼育販売等も利用者と一緒に職員も行っています。各種ボラ
ンティアも受付していますので、お気軽にご連絡下さい。

※福祉・健康・保健、その他に掲載

身近な環境を考え過ごしやすい生活円を築こう

新池川をきれいにする会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字権現９９－２

連絡先
088-686-2298

利用者さんの笑顔とともに

障害者支援施設　板東の丘

〒779-0230　鳴門市大麻町板東字中谷８－４　板東の丘内

連絡先
088-689-2828

banoka@tv-naruto.ne.jp http://www.tv-naruto.ne.jp/banoka/
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ひとことPR 交通安全協会に協力

団体名／代表者 鳴門市交通安全協会南浜分会ボランティア 柏原　元

所在地 〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字権現２５

連絡先 TEL 088-685-6478 FAX 柏原　元

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 吉田　温子

所在地

TEL FAX 088-685-5207 第一中学校

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 山本　恵子

所在地

TEL FAX 088-686-5280 山本　恵子

E-mail HP

活動内容

・市内随所の花壇やフラワーベルト
・友好コスモス栽培とコスモスまつり実施
・鳴門市花街道地域づくりネットワークの活動支援を行い市民による美しいふるさとづく
り

※まちづくりに掲載

※まちづくり、子どもの健全育成・社会教育に掲載

共同参画で創る花の街鳴門

鳴門市ボランティア支援の会

〒772-0016　鳴門市撫養町林崎字南殿町５６－３

連絡先
088-686-5280

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字浜田３７－１　鳴門市立第一中学校

連絡先
088-685-2542

ボランティア部では、さまざまなボランティア活動に取り組んでいます。具体的には、施
設訪問やＥＭだんご作り、新池川周辺・地域清掃、校内美化活動、プランターの花植え
や花の手入れ、季節にあったタペストリー作りなどをしています。また、生徒会と協力し
て、古紙回収やプルタブ集めをして、車いすを寄贈する活動もしています。
ボランティアを通して、地域の方々と交流することで、思いやることの大切さを知りまし
た。これからも、ボランティアの花を咲かせていきたいです。

鳴門警察署前の街路樹付近の草刈りや清掃
ペットボトル・ゴミ類の回収や清掃

※その他に掲載

今、私たちにできること

鳴門市第一中学校「ボランティア部」
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ひとことPR

団体名／代表者 原　浩祐

所在地

TEL FAX 088-684-1336

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 藤田　昭

所在地

TEL FAX 090-2896-0080 藤田　昭

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 玉田　寧

所在地

TEL FAX 088-689-2688 玉田　寧

E-mail HP

活動内容

・月に数度　ゴミ拾いの実施
①乙瀬橋～桧交差点～卯辰峠
②桧交差点～第九の里～ドイツ館～高速側道～霊山寺～県道12号線～桧交差点
③桧交差点～ドイツ村公園～ドイツ兵の墓～極楽寺～県道12号線～桧交差点
④大麻比古神社駐車場～採石場まで
・2ヶ月に1回　再生ゴミ（アルミ缶・スチール缶・新聞紙・本・雑誌・段ボール紙）を集め出
荷
・随時　県道沿い・集会所の除草作業

毎月第２、第４日曜日をパトロールの日と決め、板東町内の巡回を行っています。ゴミ
（特に粗大ゴミ等）が不法投棄されていたら、クリーンセンター、警察等に報告をしていま
す。尚、撤去出来るものであれば回収を行い、市と連絡を取り、持って帰って貰うことも
度々あります。

ゴミを拾って心の垢を落としておもてなし

桧東ボランティアグループ　あすなろ会

〒779-0225　鳴門市大麻町桧字東山田１４－２３

連絡先
088-689-2688

市役所周辺の環境美化を中心に活動を行っています。市役所本庁舎南側・保険棟東側
の花壇やプランターの手入れ、ゴーヤによる緑のカーテン作り、周辺の清掃活動など、
できることからコツコツと取り組んでいます。

地球にやさしく、環境を大切に行動しております

板東地区不法投棄監視パトロール隊

〒779-0230　鳴門市大麻町板東字東平草１７

連絡先
090-2896-0080

できることから始めよう

鳴門市役所ボランティアクラブ

〒772-8501　鳴門市撫養町南浜字東浜１７０　市民協働推進課内

連絡先
088-684-1111
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ひとことPR

団体名／代表者 中谷　宏

所在地

TEL FAX 088-684-0361 中谷　宏

E-mail HP

活動内容

団体名／代表者 青山　憲司

所在地

TEL FAX 088-683-6363

E-mail HP

活動内容
自立訓練事業所「なぎさ」では、障がいを持たれた方の地域での自立に向けた支援を
行っています。その一環として、ボランティア活動（主に海岸清掃）を行っています。

※福祉・健康・保健に掲載

ＥＭ活性液培養　1ｔタンクで年間15ｔ、２００ℓタンクで年間4,800ℓ
ＥＭダンゴ作り　年間約3,000個　七枚水尾川へ投入
ＥＭによる林崎小学校プール清掃
七枚水尾川の浄化活動
川沿いの除草及び清掃
生ゴミの堆肥化と花の植栽

※まちづくりに掲載

地域の一員として貢献しよう

ボランティアグループ「潮」

〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂１４－２　自立訓練事業所「なぎさ」

連絡先
088-687-0067

nagisa@i-keiai.org http://www.i-keiai.org/

子や孫の笑顔と歓声があふれる楽しく美しい地域を目指して・・・

ボランティア川東

〒772-0016　鳴門市撫養町林崎字南殿町５３

連絡先
088-684-0361
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ひとことPR

団体名／代表者 勘川　一三

所在地

TEL FAX 088-689-5050 堀　俊明

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 大塚　道子

所在地

TEL FAX 088-686-9994 浅野　司郎

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 都築　一雄

所在地

TEL FAX 088-684-2651 都築　一雄

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健、まちづくりに掲載

※文化・芸術、まちづくり、子どもの健全育成・社会教育に掲載

精神障がい者の就労支援をしています。恐れず可能性にチャレンジ！

特定非営利活動法人ぽてとくらぶ

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜１５６－３

連絡先
088-684-2651

potetoa@md.pikara.ne.jp

在宅の精神障がい者に対して活動の場を提供し、ハンガーの組み立て加工等の作業を
通して、職業能力を高め就労準備をするとともに、公園花壇管理等の社会参加活動に
より、社会性を身につけ、精神障がい者の社会復帰に寄与することを目的としていま
す。
１）保健、医療または福祉の増進を図る活動
２）職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
ハンガーの組み立て加工等の作業、俳句・俳画作成・句会等の創作活動により表現力
を養成、自分のストレスの対処法についてディスカッション
３）まちづくりの推進を図る活動

※福祉・健康・保健、文化・芸術、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

アジア初演の「なると第九」は、鳴門の宝！市民ぐるみで盛り上げよう

認定特定非営利活動法人鳴門「第九」を歌う会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４番地７　鳴門市文化会館内

連絡先
088-686-9999

kanki@naruto-9.com http://www.naruto-9.com/

●平成28年6月、第35回を迎える鳴門の第九　●毎年10月1日から1か月、演奏会の参
加申込受付（全国の申込は12月1日～10日）　●第8回目となる第九演奏会ソリストを全
国公募し、若手音楽家の登竜門としています。　●初心者は11月、経験者は1月から6月
まで半年間、素晴らしい指導者による合唱練習　●6月第1日曜日、本番を迎えます。
（全国からの参加者を含めて600名の合唱団）　●第九演奏会翌日の月曜日、大塚国際
美術館のご協力のもと、システィーナホールで“美術館でなるとの第九”を開催。美術と
音楽のコラボを楽しみます。　●鳴門「第九」を歌う会の有志による合唱団「コーラス９」
を結成、毎年演奏会を開催。　●その他　ドイチェスフェスト、第九の里コンサート、鳴門
市芸能祭等に出演しています。

G．その他

郷土の偉人　賀川豊彦の精神を顕彰

特定非営利活動法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会

〒779-0225　鳴門市大麻町桧字東山田５０－２　鳴門市賀川豊彦記念館内

連絡先
088-689-5050

info@kagawakan.com http://www.kagawakan.com/

ＮＰＯ法人賀川豊彦記念・鳴門友愛会は、鳴門市賀川豊彦記念館での行事支援と運営
協力を行っています。
また、賀川豊彦の推奨した「友愛・互助・平和」の精神を継承・顕彰するための諸活動を
行っています。
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ひとことPR

団体名／代表者 仁尾　國雄

所在地

TEL FAX 088-686-1924 仁尾　國雄

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 元木　照夫

所在地

TEL FAX 088-688-1057 元木　照夫

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 島田　勲

所在地

TEL FAX 088-688-2246 島田　勲

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健、子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

※まちづくりに掲載

“私たちがここにいる”いつまでも住みなれた地域で

特定非営利活動法人あかり

〒771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱２６番地５

連絡先
088-688-2246

isk111899@yahoo.co.jp

古民家を利用した「畳と障子と土壁」の落ち着きのあるデイサービスを運営しています。
機能訓練としては、特別な訓練はしていませんが、ご利用者それぞれにその人その人
の日常生活があります。その日常生活一つ一つが機能訓練と考えて、元気で生き生き
と住みなれた地域で暮らしができるように、少しだけお手伝いをしています。

※まちづくりに掲載

食の安全を守る

特定非営利活動法人快てきペンギン村

〒771-0364　鳴門市瀬戸町北泊字北泊５３０番地７

連絡先
088-688-1057

安心で、安全で、安い鮮魚を消費者に届けるために、朝市を開いたり、魚を自分で料理
できるように捌き方教室を開いたりしています。みなさん、第四土曜日は、お気軽に北泊
までおこしください。

シニアの地域参加を応援！

特定非営利活動法人ジョブＯＢネットワーク

〒772-0032　鳴門市大津町吉永２６５－１４

連絡先
090-8691-1085

nio@jobnet.v-npo.jp http://www.jobnet.v-npo.jp

シニアの社会参加を応援する活動の一つに「講座」事業があります。多様なシニアが地
域社会へ参加するキカッケとして場を設けています。
新しくシニアのスマホ入門講座を取り入れ、超高齢社会シニアがＩＣＴを利活用すること
で、社会との一定のつながりを維持し、心身の健康に繋がればとＩＣＴ推進します。
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ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 渡辺　浩幸

所在地

TEL FAX 088-687-3556

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 古川　飛鳥

所在地

TEL FAX 088-689-2817

E-mail HP

活動内容

※福祉・健康・保健、環境・政策に掲載

※文化・芸術、子どもの健全育成・社会教育に掲載

利用者さんの笑顔とともに

障害者支援施設　板東の丘

〒779-0230　鳴門市大麻町板東字中谷８－４　板東の丘内

連絡先
088-689-2828

banoka@tv-naruto.ne.jp http://www.tv-naruto.ne.jp/banoka/

入所・通所合わせて５０名ほどの利用者が生活しています。毎月１０日は、山田リサイク
ルに参加し、ゴミの分別や施設周辺の道の清掃を行っています。また、日中活動では自
主生産で藍染やすず虫の飼育販売等も利用者と一緒に職員も行っています。各種ボラ
ンティアも受付していますので、お気軽にご連絡下さい。

※福祉・健康・保健、まちづくり、環境・政策に掲載

夢や希望を託す「手紙のタイムカプセル便」

特定非営利活動法人花見山心の手紙館

〒772-0053  鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛２３４番地３５

連絡先
088-687-3555

http://www.hanami-
yama.com/inquiry/index.html

http://www.hanami-yama.com

1年から数年後（差出人の希望年月）にお届けする手紙を鳴門海峡・大鳴門橋を眼下に
望み、四季の花々に囲まれた「花見山心の手紙館」で大切にお預かりします。夢や希望
を託す「手紙のタイムカプセル便」4年目を迎えました。※私たちの試みに賛同してくださ
る「オフィシャル・サポーター」を募っています。

空き家を生かした福祉のまちづくりを推進します

特定非営利活動法人空き家バンクで福祉のまちづくりを考える会

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
090-4780-2967

福祉のまちづくりに関する
1.空き家情報の提供及びコーディネート事業
2.空き家活用に関するセミナーの開催
3.空き家の管理事業
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ひとことPR

団体名／代表者 尾形　丹士

所在地

TEL FAX 088-688-0772 尾形　丹士

E-mail HP

活動内容

ひとことPR できる範囲で楽しくボランティア

団体名／代表者 地域活性化団体ＭＯＶＥ 乾　幸太郎

所在地 〒772-0052　鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山１７６

連絡先 TEL 090-6888-6452 FAX 乾　幸太郎

E-mail kkk_0605@yahoo.co.jp HP Facebookページ有

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 大波多　千江子

所在地

TEL FAX 088-684-5025

E-mail HP

活動内容

※子どもの健全育成・社会教育、環境・政策に掲載

連絡先
088-686-4577

主にボランティア活動を通じて、自分自身を磨いたり、社会との関わりを考える部活動で
す。赤い羽根共同募金や歳末助け合い募金を呼びかけたり、校内外の清掃活動・ボラ
ンティア活動を行っています。

平成23年4月1日発足、同年6月23日に出発式後、活動を開始しました。青色回転灯装
備車2～4台で、瀬戸地区全域を毎月2回、夜間パトロールを実施している。隊員のほ
か、地区内小中学校のPTAの皆さん及び先生方も参加され、毎回10～16名程度で活動
している。また、毎週2回以上、小中学校の子供たちの安全を願い、登下校時パトロール
を実施している。青色回転灯を装備してのパトロールは、認知度が高く、犯罪等の抑止
効果があるかもしれない。併せて地区内の住人のみなさまの防犯意識の高揚に繋がる
と信じて活動を続けています。

※子どもの健全育成・社会教育に掲載

地域活性化団体ＭＯＶＥは、2014年12月17日に鳴門を拠点に20代30代で結成し、活動
しているボランティア団体です。地域活性化や団体同士、人同士のネットワーク作り、防
災減災、復興支援、被災地支援、3.11を風化させることなく語り継ぐ！などの活動をして
います。次世代に受け継いでもらえるような活動ができればと思っています。

※まちづくりに掲載

こんにちは！インターアクト部です

鳴門渦潮高等学校「インターアクト部」

「瀬戸地区の安全は、瀬戸地区で守る！」

瀬戸町防犯パトロール隊

〒771-0360　鳴門市瀬戸町明神字馬越１５－４０

連絡先
088-688-0772

tohikia2004@yahoo.co.jp

〒772-0032　鳴門市大津町吉永５９５番地　鳴門渦潮高校内
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ひとことPR

団体名／代表者 野口　正裕

所在地

TEL FAX 088-684-1732

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 豊田　宮子

所在地

TEL FAX 088-684-1321

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 柏原　元

所在地

TEL FAX 柏原　元

E-mail HP

活動内容
鳴門警察署前の街路樹付近の草刈りや清掃
ペットボトル・ゴミ類の回収や清掃

※環境・政策に掲載

介護相談員は介護サービス利用者からの日常的な不満や疑問などの声を聴き、サービ
ス利用者とサービス提供者の間に立って、橋渡し役となり問題解決に向けた手助けを
行っています。鳴門市では、平成12年度より実施しており、平成27年度は、所定の研修
を修了した19名の介護相談員が、介護療養型医療施設を除く、市内全ての介護保険施
設8ヵ所と認知症対応型グループホーム7ヵ所を、二人一組で毎月2回訪問し、相談活動
を行っています。

※福祉・健康・保健に掲載

交通安全協会に協力

鳴門市交通安全協会南浜分会ボランティア

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字権現２５

連絡先
088-685-6478

●２名様以上の県外・市外・市内の観光客に対し、独自の設定した５コース、JRとタイ
アップしたウォーキングなど鳴門の名所を歩きながらガイドを実施しています。
●各メディアの取材に対し、適切に対応し、鳴門市の魅力アップに結び付けています。

介護相談員がいる安心（利用者さんの声を聴く）

鳴門市介護相談員　うずの風

〒772-8501　鳴門市撫養町南浜字東浜１７０　長寿介護課内

連絡先
088-684-1175

chojukaigo@city.naruto.i-tokushima.jp http://www.city.naruto.tokushima.jp/

みんな鳴門が大好きです

なると観光ボランティアガイド会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜１６５番地１０　うずしお観光協会内

連絡先
088-684-1731

info@naruto-kankou.jp
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ひとことPR

団体名／代表者 戸田　浅夫

所在地

TEL FAX 088-686-3776

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 豊田　三郎

所在地

TEL FAX

E-mail HP

活動内容

ひとことPR

団体名／代表者 太田　晴清

所在地

TEL FAX 088-685-6177 太田　晴清

E-mail HP

活動内容
1.子どもたちの居場所（コミュニティはうすTSUDOI）における児童の健全育成活動
2.福祉のまちづくりの支援活動
3.ボランティア・NPO活動に関する相談活動

※福祉・健康・保健、まちづくり、子どもの健全育成・社会教育に掲載

テレビ鳴門で広報番組が放送されています。このコーナーにおいて鳴門市内・徳島県内
の珍しい風景や出来事、地域の取り組みなどを撮影して紹介しています。

放課後に児童が楽しめる居場所です

友愛クラブ「ともしび」

〒772-0031　鳴門市大津町木津野字内田７番地１０　コミュニティはうすTSUDOI内

連絡先
088-685-6177

　鳴門市消費者協会は、消費生活の安定と向上を目的として、自主的に活動していま
す。
　市と協力しながら、スーパーやＡＴＭ前で振り込め詐欺等に関する啓発キャンペーンを
実施したり、消費生活に関する講演会を開催したりしています。また、広報なるとに「お
ゆずりします　おゆずりください」の記事を掲載して不用品の斡旋を行っているほか、毎
年春には四国霊場二番札所極楽寺にて、お遍路さんへのお接待も行っており、大変喜
ばれています。他にも、研修旅行に行ったり、料理教室を開催したりと、様々な活動を展
開しています。
　「誰かのために自分の時間を使い　いのちを使うことが　自分をよくすることにつながり
ます」という言葉を胸に刻み、活動を続けています。

テレビ鳴門の11chで「郷土の映像」

鳴門ビデオボランティア

772-8501　鳴門市撫養町南浜字東浜１７０　秘書広報課内

連絡先
088-684-1435

消費者が主役　豊かな消費生活を送るために

鳴門市消費者協会

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜165-10　うずしお会館４階

連絡先
088-686-3776
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ひとことPR

団体名／代表者 江本　富久栄

所在地

TEL FAX 088-686-4059 江本　富久栄

E-mail HP

活動内容
「良縁サポートセンター　ハッピーなると」では、未婚者で良縁を求める方々を対象に結
婚相談を実施しています。会員登録、相談員の募集も随時受付しておりますので、お気
軽にお問い合わせください。

良縁を求めている方募集中！

良縁サポートセンター　ハッピーなると

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜２４－２　鳴門市社会福祉協議会内

連絡先
088-685-7170

office@narutoshi-shakyo.com
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〈発行〉

鳴門市 市民環境部 市民協働推進課

〒772-8501

徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170

電 話 ☎：088-684-1200

Eメール：shiminkyodo@city.naruto.i-tokushima.jp

市民協働推進課では、NPO法人の設立・運営に関する相談

及び市民のみなさんの社会貢献活動に関するご相談、市民活

動に関する情報提供などを行っています。

「NPO法人(特定非営利活動法人)を設立したいがどの様な

手続きをすれば良いの?」「NPO法人の運営に関してアドバ

イスをして欲しい」など、お気軽にご相談ください。

[と こ ろ] 鳴門市役所本庁舎２階 市民協働推進課

[相談時間] 毎週月曜日～金曜日(祝日・年末年始などの閉庁日を除く）

９時～１７時

[電 話] ０８８－６８４－１２００

鳴門市役所 市民協働推進課

市民活動相談担当

鳴門市ボランティアセンター

ボランティアセンターは、鳴門市社会福祉協議会

が運営しており、通称「ボラセン」と呼ばれていま

す。ボラセンでは、ボランティア活動に関する相談

や、「ボランティア活動をしたい人」と「ボラン

ティアを頼みたい人」の橋渡し（コーディネート）

を行っています。

また、ボランティア活動をしてみたい個人・グ

ループの皆さんに登録をしていただき、ボランティ

ア活動の支援や情報の提供を行っている他、全国社

会福祉協議会が運営しているボランティア保険の取

扱いをしています。詳しくは、下記までお問い合わ

せいただくか、お気軽にお越しください。

[と こ ろ] 鳴門市健康福祉交流センター ２階

[開 館 日] 毎週月曜日～金曜日 （祝日・年末年始を除く）

[開館時間] ８時３０分～１７時１５分

[電 話] ０８８－６８５－７１７０

[F   A   X]   ０８８－６８６－４０５９

[E –m a i l] volunteer@narutoshi-shakyo.com

お気軽に

ご相談ください♫

☆地域デビュー☆

してみませんか？


