
 ６　ボランティア団体　―　(１)保健・医療・福祉

団体名 活動内容 問い合わせ先

RDA Japan
ユニットチャレンジド

ホースサークル

ハンディがある方を対象に、馬に関わることを通し、心身の機能の改善や
社会参加を促すことを目的に乗馬プログラムを提供。
活動が安定して行えるよう、ホースセラピーの普及・啓発活動、ボランティ
アの育成を行う。

328-1923

一般社団法人
糸島市ファミリーサポート

子育ての援助をしてほしい人（おねがい会員）と子育ての援助をしたい人
（サポート会員）が会員となって、子どもの預かりや保育施設の送迎など、
一時的に子育てを助け合う有償ボランティア事業を行っています

332-8717 ★

糸島応急手当普及の会 一般市民向けの応急手当ての普及（止血・心肺蘇生・AED使い方など） 090-5748-2709

いとしま在宅ホスピス
ボランティアの会

「ヴィオラ」

糸島で在宅療養されている方と、その家族のこころの支えになりたい。
見守り、お話し相手、ご家族の休息、読み聞かせ、その他

090-4510-2654 ★

糸島市
居場所づくり研究会

糸島地区に於ける居場所づくりの研究 324-9181（こらぼ）

糸島市聴覚障害者協会 会員として手話を通じてコミュニケーションしたい 327-1928（FAX）

糸島手話の会
手話奉仕員養成講座修了者で構成されています。言語である手話を広
めるとともに、聴覚障害者の人権擁護、社会参加促進、福祉の向上のた
めの活動をしています。

324-1567 ★

糸島市
レクリエーションクラブ

福祉施設、学校・コミュニティセンターなどの教育施設、地域サロンなどで
レクリエーションや運動を通して地域福祉の向上や住民の健康体力づくり
に寄与する次のような活動
・音楽に合わせて介護予防、転倒予防体操
・楽しく手話ダンスやフラダンス　・脳のトレーニング
・クラフト（季節の折り紙）　・レクリエーションゲーム
・卓球バレーなどのニュースポーツ　・タッピング（簡単なほぐし）

324-9181（こらぼ） ★

糸島の元気をつくろう会
（み～んなの

オレンヂカフェ）
認知症があってもなくても「共生できる」を実感！ 090-4510-8237

糸島福祉プロジェクト
障がいがあってもなくても、赤ちゃんからお年寄りまで、みんなが支えあ
い心地よく暮らしていける地域づくりを目指し、人と人をつなぐ場となり、
情報交換や勉強会、相談会を行っています。

323-5850
（ゆめいろ舎）

★

いとの会

介護予防レクリエーション講座の開催
ふれあい・いきいきサロンの支援
サロンの支援ができるボランティアの育成
「マイネスハウス」で洗濯物たたみや話し相手

322-7806 ★

NPO法人糸島ハートの会
化学療法の副作用で髪の毛が抜けてしまった方に使っていただける、手
作りのタオル帽子を作成しています。

090-3667-8148 ★

特定非営利活動法人
九州元気の会

自立社会を目指し、個々が積極的に“学ぶ”ことを重視して、市民の方々
の支援活動を行うとともに、必要な関係各所との連携を取りながら、組織
として地域社会に貢献することを目的とする。

090-3197-0232
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NPO法人
サークル・オーキッド

不登校、ひきこもり、発達障がい支援　
・ペアレントメンター
・こころほっとサロン
・メンタルフレンド

090-5365-7071
(9時-17時)

★

NPO法人
視覚障害者サポート

アクティブ

視覚障害者の
1.生活相談・訓練　2.社会参加の促進　3.講座開催（アイマスク体験など）

090-7478-4284 ★

NPO法人
全国葬送支援協議会

福岡支部

地域で違いのある葬儀の習慣や、終活セミナー等しています。
経済的にお困りの方への葬送支援（アドバイス）もしています

322-4444

NPO法人
日本ソーシャル

コーチ協会糸島支部
傾聴ボランティア及び傾聴のワークショップ info@nposcan.org

NPO法人
ハートスタッシオン

・人材育成、就労支援（キャリア・心理相談）・人間関係づくりワ－クショッ
プ開催
・環境育成活動（竹林整備・ブルーベリー農園・ハーブ・農業・竹炭）

080-9106-5106 ★

NPO法人
福岡終活・相続支援
センターみらいあん

相続・遺言・成年後見・任意後見等高齢者向けセミナー相談会の開催。
住宅確保要配慮者居住支援法人として活動。

739-8070
0120-398-079
info@mirai-an.com

NPO法人
ペアレント・スキルアップ
福岡いとしまグループ

アドラー心理学を基にしたコミュニケーションのコツが学べる「アクティブ・
ペアレンティング（AP）のプログラム」を基に、ワークショップ・講演・講座を
提供。子育ての学びを提供し、一人でも多くの人に子育ての大切さ、楽し
さ、よい親子関係の大切さを実感してもらうために活動している。

yoioyako@gmail.com

NPO法人マイレ
老いや障がいその他いろいろな事で暮らしに手助けを必要としている方
や、不安を抱えている人々に寄り添い、「ぬくもりのある地域社会」を目指
して活動しています。

maire.mika@gmail.co
m

★

NPO法人マドレボニータ
・産後のケアの研究、開発、普及、啓蒙など
・バランスボールのエクササイズ、コミュニケーションワーク、セルフケア
の普及

risafujimi@gmail.com

NPO法人ゆめふうせん

生きづらさや特性をもっている子どもさんに寄り添い、放課後、学校に迎
えに行き、遊びの中で療育やSST（ソーシャル・スキル・トレーニング）を行
う。主に、宿題を一緒にやったり、創作活動やクッキングをやったり、施設
外活動などの活動をしている。

332-2851

オカリーナ♪ドレミ 介護施設へのオカリナ訪問演奏をしています。
326-5501
（福吉コミセン）

オカリナ波多江 サロン、シニアクラブ、介護施設等へのオカリナ演奏等 321-1652

お箏・三絃さくら会 箏の演奏、指導 090-6898-3062

回想法ボランティア
「つんのーて」

サロンの皆さんに子どもの頃の遊びや昔の生活の想い出話をしていただ
きます。脳の活性化・認知症の予防と改善・心の安らぎに役立ちます。

090-7445-1861 ★

火よう会
手作りエプロン、袋物など販売。会員相互の親睦を深め、ボランティア活
動を通じて社会福祉の向上と、地域交流に努めています。

324-0392
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キャンナス糸島
地域に住んでいる看護師が、忙しい家族に代わり介護のお手伝いをす
る、訪問ボランティアナースの会（有償） 看護師に限らず、どなたでも活動
できます。災害支援も行っています。

cannus.itoshima@gm
ail.com

くいしばり
筋ゆるリンパの会

「くいしばり」「顎関節症」について知り、早めに気づくためのお話し会やく
いしばり緩和の「筋ゆるリンパケア」で肩コリ、頭痛むくみなど、慢性の不
調や姿勢の歪みを解消する活動をしています。

321-1543
tsukisora.kimi@gmail.
com

ケアラーズカフェ
みとまさん家

カフェ形式での、認知症や在宅介護等についての相談・勉強会 322-2801（三苫） ★

合同会社　ゆめいろ舎

障がいのある方の社会参加と、自立を促進することを目的に設立。障が
い者の方の「働きたい！」を精一杯支援していきます。
・手芸、木工等の作品作り
就労継続＆移行支援として「ゆめいろ舎」（前原中央2-9-20）
・調理、清掃、接客　など
出張所「麺caféぱくぱく」（前原中央2-4-1林ビル1階）・・・見学歓迎

323-5850
yumeirosya@yahoo.c
o.jp

★

こころサポートいとしま

心の健康、人間関係改善に関する講座の開催
職場の人間関係、夫婦問題、不登校問題などの悩み相談
ひきこもり問題、人間の心の問題などの解決支援
婚活の応援
心理カウンセリング講座・ワークショップの開催

080-5606-0331

ジネスボランティア
福祉施設に行って、自立支援活動をしている。
お肌のお手入れ、お化粧、頭皮のお手入れなど。

324-9688

志摩きずなグループ
絵本の読み聞かせや紙しばい等を、デイサービス・サロン等でしていま
す。

080-1734-1929

しゃべり場つくり隊
世代を越えて気軽に楽しくコミュニケーション
音楽・ものづくり・食・健康づくり

syaberibatukuritai@g
mail.com

シャルプラッテ
学校・介護施設・病院・地域の集会等、依頼があれば大正琴の出張演奏
をしています。いろいろなジャンルの音楽を楽しみましょう。

090-1084-8674

手話ダンス・サンダー
手話ダンス・手話ソング・生花指導、手話ダンス・ソングによる慰問（福祉
施設、その他）、各種イベント参加

323-0148 ★

手話同好会 ろう者2人と手話ができる人がいて、手話の勉強会をしています。 322-6102

食育の会　ホーレン草
夏休みに親子クッキング教室開催。
デイサービス「それいゆ」にて月2回のおやつ作りも行っています。

324-1660（あごら）

食進会
地域の方々の健康づくりの実践と普及のために、生活習慣病予防教室、
男性料理教室等を支援しています。食バザーでイベントにも参加していま
す。

322-4235

白菊学級
・「仙寿苑」、「ふる里」への訪問（掃除や話し相手など）
・福吉校区事業の支援

326-6015
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小さな風
キーボード、ハーモニカ、オカリナ演奏・慰問、童謡、唱歌、懐メロ中心に
演奏

327-4350

友達倶楽部 街頭の清掃活動、施設慰問 324-9181（こらぼ）

二丈菜の花会 手話による情報交換および交流をおこなう 324-1660（あごら）

ニュースポーツ
ボランティア　コアラ

ニュースポーツ活動の支援 324-1675

認定特定非営利活動法人
九州補助犬協会

九州地方の介助犬聴導犬の育成と障害者への無償貸与を実施していま
す。仔犬を育てていただくボランティアや啓発活動のお手伝いを主にお願
いしています。

327-0364

波多江クラブ
会員の健康促進も兼ねて、卓球をしています。子ども達の卓球指導もし
ます。

080-8354-4729

はつらつマイスターズ 介護予防､閉じこもり予防を目的とした活動（趣味活動全般の指導など） 321-0727

はれこっぱ
人との優しいふれ合いにより、お互いのいのちのぬくもり、愛しさ、そして
つながりを感じ合い、こころを大切に育んでいくこと（タッチケア）の大切
さ、必要性を実技と共に伝えます。

090-4354-6126
harecoppa@gmail.co
m

ピュアの会 福祉施設で高齢者にセラピュ－ティックケアを行っています。 090-2714-1916

プア　ピカケ
ハワイのフラダンスの音楽は、すべて愛を語るもの。踊りは、それを手話
であらわしています。見てくださる方に少しでも明るい気持ちになって頂き
たいです。

090-9591-0189

フードバンク糸島
Happiness

寄付していただいた食品を、食べることに困っている方に無償でお届けす
る活動をしています。

fbi.happiness@gmail.c
om

福岡
アレルギーを考える会

アレルギー症状の子どもを持つ親の会。適切な情報を伝えて、前向きに
子育てしていけるように、交流会（おしゃべり会）等活動しています。会報
「カメカメ通信」発行。

327-3477

福岡ノルディック
ウォーキング協会

ノルディック ウォーキングの指導、普及をとおして保健･医療･福祉の増進
に寄与する

090-9478-8701

福吉ミュージックメイト
1996年の発足以来、福吉コミュニティセンターを中心に活動しています。
地域のイベントや高齢者福祉施設などで演奏。レパートリーは200曲以上
です。

fukuyoshimusicmate
@gmail.com

不登校・ひきこもり支援
いっぽ

仲間達とゆる～い時間をすごしませんか？居場所・だべり場・座禅の他
に、皆で話し合ってレクを決めてます。いっぽの活動を決めるのは、参加
しているあなたです！

090-4778-5910

ぶんぶん∞リトリート 福島の親子の為の保養キャンプの開催
bunbun.itoshima@gm
ail.com
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ボディケアうぃんぐ
地域の寝たきり予防に貢献したい。
フレイル予防体操指導（講話と体操の講座プログラム 1.5H～2H）

324-6108

ほほえみ
健康料理の紹介や高齢者ひとり暮らし活動の応援（レシピや物品の提
供）

090-5383-8773 ★

ボランティア　はるか サロンに出向き、手足の運動・ゲームや歌を提供しています。
326-5220
090-5720－5225

★

みつばちおうちえん
3～6歳の子どもが糸島の自然の中でのびのびと育つように設立した預か
り保育団体です。親たちは季節の手仕事や保存食づくり等を学び合って
います。

090-6004-7038
38nagaya@gmail.com

ミントの会 セラピューティックケアにより、癒しのケアを行います。 090-4349-7041

みんながオンリーワン
プロジェクト糸島

月1回、不登校と引きこもりに関する様々な悩みを吐き出すお話会を開催
しています。悩んでいた方が問題から解放され、オンリーワンの存在を輝
かせていかれた体験を元に活動しています。

090-7539-2733 ★

みんなのふくよしカフェ 地域の方が集まって楽しく過ごせるカフェ 090-8760-7725

要約筆記の会「いとしま」
難聴や中途失聴などで聞こえに困っている人たちに文字で情報伝達を行
う。また、市と共催で聞こえのサポーター講座を開催するなど、文字によ
る情報伝達の必要性や方法などを周知・啓発する活動を行う。

324-1651

RANコミュニケーション
研究会

相手を傷つけず、自分も我慢しないで、要求や提案を上手に伝えるア
サーション手法とストレス対処方法を身につけ、毎日がもっと楽しくなる心
とからだの健康づくりに貢献する。

080-6473-2525
322-1694(FAX)
ronron6628@cam.bbi
q.jp

★

朗読ボランティア
あめんぼ

保育園・幼稚園等での絵本の読み聞かせ、デイサービスでのお話し会、
視覚障がい者への音訳
興味のある方はぜひお問い合わせください

324-1660（あごら）

朗読ボランティア
せせらぎ

広報「いとしま」を朗読し、CDを作成して、視覚障がい者へ無料で配付し
ています。

324-1660（あごら）

World♡HANA 福祉施設等への訪問、糸島のPR活動 090-9795-8530

○ 上表に紹介したボランティア活動のほか個人の方々によって次のような活動が行われています。

活動内容

心理セラピー(引きこもり・不登校・いじめ問題、夫婦関係、婚活支援、その他)、子育て世代のコミュニ
ケーション術、食べ方･すごし方･生き方をもっと楽に！メンタルヘルスセルフケア
笑いと歌でハッピー・ラッキー、3B健康体操
食生活アドバイザー、高齢者の健康管理、施設や個人宅での清掃・片づけ、片づけのレクチャー
手話の指導、手話奉仕員養成講座、健康体操、要約筆記、音楽慰問

問い合わせ先

324-9181（こらぼ糸島）


