
区分 NO 団　体　名 代表者名 会員数 活動内容等

1 サークルほほえみ 森倉滿智子 51 一人暮らし老人などへの給食サービス

2 鵜殿地区配食サービスボランティア 国重　茂代 42 一人暮らし老人などへの給食サービス

3 手話サークルすいせん 塩崎　正司 7 聴覚障がい者との交流、手話教室の開催

4 はっぴい・すまいるグループ 小田原　徳子 16
８０歳以上高齢者誕生日にカード・お花をお届
け　　(鵜殿地区）

5 南郡保育サポートセンター  あらいぶ 泉　みつ子 16
南郡地域の０－１２歳までの子どもの一時保
育や学童保育を行う。

6 子育てサロン　ふれんZoo 窪田　美由喜 7
各地域の集合所等の会場で子育て支援を行
う

7 紀宝町身体障がい者福祉会 寺本　秀夫 92 創作活動・福祉センターの美化運動等

8 紀宝町手をつなぐ親の会 山口　博 14
自立支援事業の展開及び関係機関との連
携。　　関係施設等への協力参加

9 紀宝町母子寡婦福祉会 岡本　徳恵 70 一人親家族の安定した生活への情報交換

10 紀宝町民生委員児童委員協議会 濵口　啓 39
地域の児童から高齢者等幅広い福祉相談や
関係機関との連携・協力

11 紀宝町老人クラブ連合会 牧戸　光彦 1459
高齢者の健康づくり、友愛、奉仕の心掛けを通じて
明るい長寿社会を目指す

12 紀宝町共同募金会 田中　啓一 8
募金運動の展開、広報、啓発活動等共同募
金事業運営全般

13 傾聴ボランティア　クローバーの会 森　新一 15 デイサービス、施設で傾聴ボランティアを行う

14 熊野音楽療法の会 福田　朝子 8 音楽療法を通じた地域福祉の推進

15 ベアーズフィールド 髙倉　智洋 4
地域の学校・諸団体へ向け、防災教育を通じ啓発
活動を行う。

16 てまりの会 山口　由美 16
①紀宝町認知症予防教室でのサポート②認知症
の方や家族への支援。

17 絵手紙サークル　こんにち和 前　八重子 9
施設や病院、介護者などに絵手紙カレンダーを描
いて届ける

18 男流ボランティア　ダンボ 石井　基視 10 おもちゃの病院・修理ドクター、男の料理教室

19 ＮＰＯ法人　てとて 山本　賢治 4 介護保険で対応できないことへの支援

20 紀宝町災害ボランティアコーディネーター連絡会 久原　章作 101
災害時のボランティアのコーディネートと防災力の
向上を目的に活動する

21 かわりない会 牧戸　光彦 19
介護保険の新地域支援事業で紀宝町で初めての
活動団体

22 ＫＩＮＡＮ総務部有志 下澤　友紀雄 10
イベント運営の手伝い、清掃活動、災害時のボラン
ティア活動

23 サークルオレンジ（井田上野地区） 杉浦　利子 地域の支え合いサロン活動

24 虹の会(成川上地地区） 地域の支え合いサロン活動

25 ふれあい広場(成川下地地区） 大西　二子 地域の支え合いサロン活動

26 飯盛ふれあいサークル（飯盛地区） 古根川充代 地域の支え合いサロン活動

27 大里(大里地区） 井之元喜代子 地域の支え合いサロン活動

28 稲穂会(永田地区） 森溝　敬子 地域の支え合いサロン活動

29 桐原ファミリー会(桐原地区） 向井　伶子 地域の支え合いサロン活動

30 若松(阪松原地区） 向井　美恵子 地域の支え合いサロン活動

31 ささゆり（鵜殿地区） 室谷　鉄士 地域の支え合いサロン活動

32 牡丹(鵜殿地区） 高見　清子 地域の支え合いサロン活動
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33 すみれ(鵜殿地区） 植村　静代 地域の支え合いサロン活動

34 さつき（鵜殿地区） 市川　英美 地域の支え合いサロン活動

35 ひまわり（鵜殿地区） 畑中　淳子 地域の支え合いサロン活動

36 べんけい（鮒田地区） 中山　高明 地域の支え合いサロン活動

37 子安（神内地区） 神園　ヒトミ 地域の支え合いサロン活動

38 サークルはまゆう（井田茶屋地地区） 石垣　むつみ 地域の支え合いサロン活動

39 うみがめ（井田下り場地区） 前地　倫代 地域の支え合いサロン活動

40 中村（成川中村地区） 地域の支え合いサロン活動

41 飛雪（浅里地区） 木下　邦子 地域の支え合いサロン活動

42 ひのき（北桧杖地区） 山口　由美 地域の支え合いサロン活動

43 宝田（高岡地区） 鈴木　信子 地域の支え合いサロン活動

44 ささゆり（井内地区） 地域の支え合いサロン活動

45 平尾井（平尾井地区） 平　典子 地域の支え合いサロン活動

46 はぁーと（井田馬場地地区） 南　美智子 地域の支え合いサロン活動

47 みさご（井田地下地区） 東　元子 地域の支え合いサロン活動

48 たんぽぽ（鵜殿地区） 地域の支え合いサロン活動

49 小畑(小畑地区） 地域の支え合いサロン活動

50 日本民謡御舟会 畠　良一 7 日本民謡等による施設訪問等

51 ももの会 畠　淑 11 歌・踊り等による施設訪問等

52 熊野水軍太鼓保存会 廣里　稔暢 18
和太鼓演奏による地域の文化活動と交流の
推進

53 創作太鼓　「紀宝楽」 松田　靖隆 15
和太鼓演奏による地域の文化活動と交流の
推進

54 鵜殿ばやし保存会 市川　英美 32 地域の伝統芸能の保存

55 Bless You・・・ 岡澤　ふみよ 3
ヴァイオリン・フルート・ピアノの音楽活動でまち
づくり

56 紀州舞踊隊 廣畑　勝也 47 踊りを通しての世代間交流、地域間交流

57 紀宝スポーツクラブ 石垣　淳 297 スポーツ振興、心身の健康と体力づくり

58 若葉会 松元　美國 10
日本民謡等による地域の文化活動と交流の
推進

59 レクダンスサークル　こでまり 蔵本　一十三 10
フォークダンス・レクダンスを通して、住民の交
流と健康増進を図る

60 南京玉すだれ　ふく福 小畑　豊 1
南京玉すだれの技法で熊野古道を紹介し交
流を図る

61 さくらの会　カラオケクラブ 西脇　悦子 7 歌による施設訪問や地域でのふれ合い

62 ちどり会 中　節子 1
日本民謡、三味線等の演奏で施設やいきい
きサロンを訪問し、地域交流をはかる

63 紀宝花づくりの会 七滝　喜美子 8 花づくり運動とともに園芸福祉でまちづくり

64 高岡栄寿会 花壇の会 鈴木　和美 5
花壇の花づくり・土づくり・除草作業を通しての
色んな世代間交流

65 愛・i 高垣　操男 25 町内の施設や公園の清掃美化運動

66 特定非営利活動法人  熊野さくらの会 田尾　友児 18
鮒田の山林での桜等苗木植樹活動。地域間
交流・世代間交流・業種間の交流を通じて自
然
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67 鮒田自主防災 東口　高司 14 地域自主防災組織活動

68 飯盛自主防災会 柳本　繁 271 地域自主防災組織活動

69 津本地区自主防災会 谷口　昌宏 320 地域自主防災組織活動

70 神内自主防災組織 内野　虎郎 37
地震、火災、台風、津波など災害に対する被
害の防止・軽減を図る

71 ほたるを守る会 蔵本　一範 24
自然環境の保護を目的として、学習会の開催
やイベントを通じて啓発活動

72 紀南レクリエーション協会 森　新一 7 市町村のレクリェーション活動援助

73 井田海岸を守る会 濱地　源博 23
井田海岸を侵食から守ることを目的とした啓
発活動

74 紀宝町井田めだかの学校 岩口　学 5
井田地区のメダカの生息地を整備監視、保
護活動

75 愛村会 野呂　静吾 28 地域のイベント等で活躍

76 熊野川体感塾 谷上　嘉一 12
熊野川及び流域の地域資源の保全と活性化
を図る

77 神内生き活き協議会 矢熊　敏男 60 神内集落機能再生事業の推進

78 鵜殿女性の会 国重　茂代 92
鵜殿地区のまつりやイベントに協力し地域活
動に貢献

79 きほう食の会 須川　陽子 30
食生活改善に関するグループ活動の育成。
栄養及び食生活に関する研究及び啓発活動

80 勇気の会 二村　昭 不特定 骨髄バンク普及活動

81 地域保健振興会 二村　昭 2 地域保健振興会

82 紀宝太極拳クラブ 柳本　常盤 17
太極拳を通じて心身の健康維持、推進を求めると
ともに会員の親睦をはかり、地域社会に貢献する

83 紀宝地区交通安全協会 久保　正 53
交通安全機関・団体と協力し、交通安全を図
るための活動を行う

84 高齢者地域見守り隊 小田原　徳子 26 紀宝町民の消費者被害防止、啓発活動

85 まなびの郷　ボランティア 千葉　寛訓 36
みんなが安心して参加できるイベントや講演会を企
画し活動する

86 どこにもない部屋 高見澤　千恵子 不特定 誰でも気楽に集える場の提供

87 鮒田の環境を守る会 東口　高士 42
熊野川、相野谷川の清掃、地域の避難路の草刈、
災害地視察

88 日本クマノザクラの会 勝木　俊雄 120
クマノザクラ啓発活動、情報発信・収取、調査・研
究、管理指導等

89 元気キッズ 辻　至 65
学校での学び支援、地域での学び支援、情報紙発
行

紀宝町公民館連絡協議会　相野谷 原　章三

紀宝町公民館連絡協議会　鮒田 逢野　良紀

紀宝町公民館連絡協議会　井田 萩野　進也

紀宝町公民館連絡協議会　高岡 生駒　力三

紀宝町公民館連絡協議会　北桧杖 野中　昭男

紀宝町公民館連絡協議会　浅里 聖谷　定三 紀宝町内の公民館の連絡調整、発展を計る

紀宝町公民館連絡協議会　瀬原 京田　美輝

紀宝町公民館連絡協議会　神内 神園　敏昭
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紀宝町公民館連絡協議会　成川 門　賢

紀宝町公民館連絡協議会　鵜殿 龍神　弘重

91 紀宝町青少年育成町民会議 門　賢 46 青少年健全育成に関する活動

＊
92

神内こども見守りサポーター 登立　節雄 18
神内小学校を主に中高生を含め登校時の交通安
全確保。挨拶運動の励行

個
人

個人ボランティア 76

3956

＊
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令和２年度新規登録団体

令和３年度新規登録団体


