
 ６　ボランティア団体　―　(１３)子どもの健全育成

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

I.L.I.S 山守会
『登頂記念木札』を制作し、糸島の山々の山頂に設置。
無人で無料配布しています。「糸島のファンになってほしい」という
思いで取り組んでいます。

090-1191-8223

一般社団法人糸島市
ファミリーサポート

子育てのサポート会員が、おねがい会員の一時的な子育て（子ども
の預かりなど）を助ける有償ボランティア事業です。

332-8717

一般社団法人
糸島青年会議所

明るく豊かな社会の実現を目指し、様々な活動を行います。
(但し、糸島市NPO・ボランティアセンター条例第2条における市民活
動に該当する活動を行う場合に限る）

080-3378-8363

伊都国の森づくりの会
「未来に美しい豊かな自然を残し育てること」を目的とし、会員相互の
親睦を図り、身近な自然や植物に対する知識と理解を深め、森の創
造や自然保護保全のボランティア活動を行う。

324-9181（こらぼ）
hirano23@gaea.ocn.ne.jp

糸島inunekoくらぶ
地域猫活動推進・サポート、捨て猫犬防止啓発等を行うことで、犬猫
の殺処分を減らし、犬や猫と幸せに暮らせる糸島を目指します。

090-1344-3167

いとしまeducation
学校や集団統制が苦手な子のための居場所および体験（パソコン、
プログラミング、あそび等）提供

itoedu@itoshima.org

いとしま絵本
ハーモニー

絵本の読み聞かせと、音楽の生演奏
参加型ワーク

sunstone3105@gmail.com

糸島オーガニック
いとのわ

糸島の豊かな環境を活かして、あらゆる生き物が幸せに暮らせる循
環型社会づくりを目指し、特に未来の担い手である子どもたちに思い
やりを持って楽しく協力しながら「生き抜く力」を身につけてもらいたい
と思っています。

090-3418-5515

itoshimaこども基地
こどもが気軽に来られて、お腹を満たして、楽しく過ごせる
居場所作りを行っています。

090-5487-2696

糸島子ども劇場
優れた舞台芸術を鑑賞することで子どもたちの健全な育成を目指し
ています。舞台を見るだけではなく、地域でつながり合うことも大事に
しています。

324-6955

いとしまこども食堂
ほっこり

主に高校生・大学生が企画運営に関わり、こども食堂や小中学校で
のクラブ活動、地域での学習支援等行っています。

090-7385-4779

糸島市愛犬の会
わんわんパトロール（防犯パトロール）
飲酒運転撲滅、振り込み詐欺注意、交通安全

324-0227
itowanpatrol@gmail.com

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）

糸島市更生保護女性会
非行や犯罪の少ない地域社会を目指します。子育て支援、
社会貢献活動（福岡マラソンおもてなし提供、車イス介助など）。

092-323-1755
(サポートセンター)
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団体名 活動内容 問い合わせ先

糸島植物友の会
植物観察会等、植物を対象とした活動
（講話・野草食・植物を使った遊び等）

090-9595-8622

糸島シルバー碁会

礼儀作法から学べる囲碁文化を普及すべく
①小・中学校の囲碁授業の支援、
②大人から子供まで楽しめる囲碁教室の開催、
③障害者訪問対局支援

090-7150-8570

糸島二丈くらしと図書館
地域の図書館・文庫活動を通じて、文化的にいきいきした暮らしをつ
くる。優れたアーチスト、文筆家を招いての講演会、書籍イベントの
開催。図書館利用の活性化を図る。

070-5692-6962

いとしまの
遊び場ったい！

遊び場(プレーパーク）の開催、子どもの遊び環境に関する勉強会な
どの開催、子どもの遊び環境についての調査

324-1660（あごら）

糸島俳句協会 糸島地域への俳句啓蒙、年1回の俳句大会他 090-7986-6752

いとしま
ハローピースアクト

毎年１回 伊都文化会館における平和劇公演（8月上旬）、
他地域でのイベント参加

86peace.act@gmail.com

いとしま
星空ナビゲーター

糸島市からの委託による「いとしま天文台」の事業を始めとする、
観望会・各種講座等の運営を通じて糸島市民の皆様に天文学への
興味・関心を持っていただく機会を提供します。

332-2092
（糸島市生涯学習課
社会教育係）

愛しmaman

糸島での子育てをみんなで楽しもう！をモットーに、
親子イベント開催。子連れ託児スタイルで、
うちの子もよその子も一緒に託児をしています。
・子育て応援イベントの企画・実施
・「愛しmaman」Facebookでの情報発信

090-1161-3621
itoshimaman@gmail.com

いとしまわいわい広場

放課後に、ランドセルを置いたまま前原小学校の運動場で遊べる
「いとしまわいわい広場」です。
大人の見守りがあり、最初に登録をすれば来ても帰るのも自由。
来れば誰かいて何かして遊んでいます。地域の方には話し相手や、
コマの先生をしてもらっています！ぜひご協力ください！

090-3799-8062

いとしま笑いヨガクラブ
笑いの呼吸法で毎回元気・前向きになれます！
月1回あごらで活動中。他にデイサービス、老健センター、
高齢者サロン、特養老人ホームなどにも出向きます。

321-0529（TEL・FAX)
090-5282-7511(携帯）

伊都
ジュニアオーケストラ

糸島市にこれまでなかった弦楽器を含むオーケストラを活動させるこ
とで、クラシック音楽の普及を目指します。子どもから大人まで幅広
い年齢層が集まり、地域文化向上に寄与します。全く経験がこれま
でなかった人も入れて、国籍も不問、参加型の未来を見据えたオー
ケストラです。

090-3418-2774

いとの縁がわ
子どもとおとなの場作り。社会全体で子どもの育ちを見守る支援活
動。教育、暮らし、コミュニケーションに関わる学びの企画。

hanada163@ybb.ne.jp

英語指導勉強会
①幼小中の英語指導のあり方の研究（月1回）
②関係機関（学校等）への英語指導支援
③関係機関（学校等）の英語指導研修の支援

807-8458
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英語の絵本＆お歌の会
にじのたね

身近に英語絵本とお歌に親しんで欲しいとの思いから立ち上げ。
英語の絵本と歌で、親子のコミュニケーションを図る。
地域の子育て支援と英語教育の向上に資することを目的として活
動。

eigoehon.outa@gmail.com

エコハナ布草履研究所
糸島を中心に布草履作りの指導や技術伝承のための後継者づくり
等の活動を行います

hanaken.0570
@docomo.ne.jp
090-7444-2160

絵手紙はまぼうの会 月2回絵手紙を伝える講座 323-0488

特定非営利活動法人
ISC糸島スポーツクラブ

“健康づくり！仲間づくり！元気づくり！をモットー”に、マラソン、
自転車、フットサル、テニス、ボウリング、フラダンス、太極拳、ヨガ、
エアロビック、ボルダリング、シーカヤック、カントリーダンスなど、
各種スポーツの指導、イベント開催
スポーツ＆文化事業を通じた地域活性化への貢献
各種団体との連携・行動事業の推進

caruros@leaf.ocn.ne.jp

特定非営利活動法人
いとしま児童クラブ

放課後児童クラブ運営、子育て支援

NPO法人
いとしまビジネス研究所

起業支援・ビジネス向上支援、子どもの育成支援 tona44@hotmail.com

特定非営利活動法人
伊都日本振興会

サッカースクール、各種イベント参加 090-4775-0409

NPO法人オイスター
「意志ある人が地域の課題を容易に解決できる地域社会」を目指し
ています。
活動内容：①糸島シネマクラブ　②地域交流の場の企画・運営

oistar.ito@gmail.com

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
・こころほっとカフェ
・メンタルフレンド

090-5365-7071(9時-17時)

NPO法人ジネス
「困ったときのお手伝い」をキャッチフレーズに、
身体的に不自由な高齢者や子育てで忙しい母親たちのお手伝い
（家事全般、お子様の見守り、送迎など）

324-9688

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法人山の上の
フリースクール　Saita

月曜日～金曜日まで10時から14時までフリースクールを
運営しています。
対象は、小学生・中学生・高校生。学習・自然体験・料理など。

yffukui2002@yahoo.co.jp

MOA茶華茶華サークル
糸島

①公共施設その他のお花のいけこみ奉仕
②リサイクル花器づくりと花いけ（小学校のクラブ活動）  ③児童画展

322-6236
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団体名 活動内容 問い合わせ先

オカリナアンサンブル
あすなろ

オカリナ演奏
321-1114
（東風コミュニティセンター）

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

おとなと子どもの
科学教室・糸島

科学教室や勉強会の開催、科学教室のためのネタ作りや
リカレント教育（学び直し）活動もしています。

070-6583-4138

おはなしボランティア
「かやの実」

本の読み聞かせを通して、本を読む楽しさや、
本に興味を持ってもらいたい。

324-9181（こらぼ）

おもちゃ図書館
いとっ子

手作りの布おもちゃを通して生き生きとあそぶ場の提供 324-1660（あごら）

おもちゃ病院伊都国 乳幼児のこわれたおもちゃの修理で物を大切にする心を育む 080-8390-8154

かふりんパークで遊ぼう
水や土や火や葉っぱ、石といった自然のものを、五感を使って、自分
で遊びを作る活動に取り組んでいます。外遊びで生きる力を育んで
欲しいと願っています。

090-6299-5299

かむり文庫 朗読、児童への読み聞かせ 321-1281（糸ボラ）

ギターアンサンブル・
ラーナ

クラシックギター合奏による慰問
中学生等の子どもへのギター基本指導　ジャンル（童謡、歌謡曲、ポ
ピュラー、映画音楽、ラテンミュージック等）

090-8297-1294

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

光穂会
書道、水彩のハガキ絵など楽しく書けるものを練習して、
活動しています。
墨や絵の具を使った、ハガキや色紙の書き方の指導もします。

092-321-1314

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

camel.heart-land.331
@i.softbank.jp
080-5606-0331

子育て交流サロン
かふりんこ

子育てサロン、親子の為のイベント講座の企画・運営など kahurinko@gmail.com

子育て支援
ひまわりの会

託児を通して子育て中のお母さんに自由な時間の提供
minakazehimawari2010
@gmail.com

桜野文庫
読み聞かせを通じ、桜野校区の子どもの健全育成のお手伝いをして
います。

327-0055（桜野小学校）

さくらんぼ 親子の遊びと交流 morinoie3@yahoo.co.jp

里山づくり研究所
美しく自然豊かな森をつくり、多種多様な動植物が生息できるような
環境をつくる。

327-3410
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自警団MIG 夜間パトロール、ゴミ拾い 324-9181（こらぼ）

自主保育
おひさま遊ぼう会

乳幼児（0～6歳）とその保護者への外遊び、季節を感じる食育の場、
絵の具遊びや工作等の創造体験の場の機会提供

090-1776-1614

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

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

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

324-1660（あごら）

食・エコサポート
「かえで」

子育てサロン・高齢者サロンでのおやつ作り、男性クッキングや親子
クッキングの支援、王墓文化まつりで食の提供等しています。
廃油石鹸やごきぶり団子も作ります。

090-3017-2071

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

住みよい里を
つくろうカイ

散乱ゴミの収拾や、有価資源の回収をしています。 090-9403-5471

せんだん文庫
怡土コミュニティセンターでの図書の貸し出し、本の読み聞かせ、
イベント（七夕会、クリスマス会）をしています。

322-7815
（怡土コミュニティセンター）

そよ風文庫
おはなし会の開催、読書を通した子どもの育成（パネルシアター、
エプロンシアター、手あそびなど）

080-1708-7284

たけのこ文庫
読み聞かせやおはなし会を、小学校・児童クラブでしています。
ストーリーテリングの勉強会、パネルシアター等の製作もしていま
す。

324-1763
（前原南コミュニティセンター）

DANCE★NUTS

ストリートダンス・クラッシックバレエ・タップダンス・ジャズダンス・ヒッ
プホップ・ロックダンス・ディスコダンスなど。
慰問（福祉施設、その他）、ダンス指導（学校、社会教育施設、各種
団体）、振付、各種イベント参加

323-0606
090-3071-9245

Team The Park
Lovit'sの運営（老人介護施設・障がい者施設のイベント・地元イベン
トへの参加協力）芸能・文化イベントの企画運営

090-1971-1062

一般社団法人
地球の楽好　福岡支部

荷台を絵本棚に改造した絵本バスで被災地を訪問し、全国から寄付
された絵本を子ども達へプレゼントしながら心身のケアに取り組んで
います。

080-3979-2964

Challenge box 演劇、音楽などのステージを通して、人と人をつなぐ。 080-2776-8801

つみき文庫
波多江コミュニティセンターにて夏と冬のお話し会
（絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、人形劇）

090-5084-1653

東京農業大学校友会
福岡県支部（糸島分会）

大学OB会活動の中で、社会貢献事業として青少年スポーツの応援
等の活動をおこなっています。
また、食と農に関する青少年育成事業を計画しています。

nodaifukuoka@gmail.com
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とまり新鮮ぐみ
子ども達に、畔作りや野菜の植え付け等の指導、管理等をしていま
す。

324-9181（こらぼ）

友達倶楽部 街頭の清掃活動、施設慰問 324-9181（こらぼ）

二丈読み聞かせの会
ゆらりんこ

絵本の読み聞かせを通じて、子どもたちの健全育成を図ることを目
的に活動

321-1281（糸ボラ）

New福岡
グリーンヘルパーの会

里山保全活動 090-9595-8622

布絵本の会
こびとのくつや

布絵本・布遊具を製作し、おはなし会を実施しています。
団体に作品の貸出もしています。

090-8769-4650

農やる民

糸島の遊休農地を活用して、消費者自らが「農」を体験し、食の安全
や「農」のあり方を学び、社会教育の推進や、環境保全の推進に寄
与していくことで地域の活性化を図り、子どもと共に農体験をすること
で、子どもの情緒面での健全育成を図る。

kouno@itogura.net

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

発酵フェス実行委員会
日本に古くから伝わる発酵文化。子ども達を中心に伝えて行きたい。
知ってるようで知らない菌について、ちゃんと学べてちゃんと学べて
触れ合える場を作り提供したい。

hakkofes@gmail.com
090-5727-8821

はるかぜ文庫
東風コミュニティセンターの図書の管理や、読み聞かせをしていま
す。

321-1114
(東風コミュニティセンター）

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.com

b-epart
産後、子育て中のママの心と身体のケア
子連れで参加できる講座や、託児付きの講座を開催

b.epart.itoshima@gmail.com

引津おはなし
かたつむりの会

毎月読み聞かせ、その他、入学説明会時の児童、6年生の平和学
習、紙芝居の公演・研修

090-5487-7658

ひとのえん

親子で楽しめるコンサートや講演、自然環境の保全、自然エネル
ギー普及、居場所（交流、憩いの場）づくり
・自然エネルギー（太陽光、潮流etc）お話会＋子どもプログラム
・様々な流派の“ヨガ”インストラクターをお呼びしてのヨガ教室と
お話会、子どもプログラム
・海外の話題（例・フィリッピンミンダナオ島）に関する資料をもとに
“本当の豊かさ”を考える

080-4273-2315
fumihiko1216@hotmail.com

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.com

福岡県電波適正利用
推進員協議会

小（中）学校、あごら、コミュニティセンター、文化科学館等で電波教
室を開催。
糸島市の歴史博物館記念事業や公的施設で啓発活動、マリン・漁協
等で啓発活動、一般市民からの電波に関する相談

hdd000463169@sco.bbiq.jp

福岡工作の森
良質の玩具を使った子育てサロンを開催し、
子育て中の親に子育て支援を促進する

090-9590-2428
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団体名 活動内容 問い合わせ先

福岡わかもの就労支援
プロジェクト糸島支部

「福岡わかもの就労支援プロジェクト」はひきこもりの若者とその親、
仕事が長続きしない若者、みんなの笑顔を取り戻したいという思いで
設立した団体です。

080-5456-6060

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

ふれあい折り紙サークル 折り紙が好きな人の集まりです。児童クラブ・サロンで教えています。 090-1818-7372

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
@gmail.com

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。

38nagaya@gmail.com
090-6004-7038

南風校区多久川の
自然環境を守る会

多久川の環境保護活動
itoshima.takugawa
@gmail.com

南風将棋教室 小中学生に対しての将棋指導と交流 323-3847

みんなの居場所
かふりん食堂

ほっと出来る居場所づくりと食で自立する子を育てる。 090-6299-5299

みんなのオンリーワン
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

六十爺の会

子どもたちに「昔の遊び」（竹とんぼ、水鉄砲、紙鉄砲、竹ぽっくり等
の作り方と遊び方。竹馬、コマまわし、凧作りと凧揚げ等）を教える。
小学校のゲストティーチャーとして子どもたちに「“芋”や“稲(米)”の
栽培」を教える。
コミュニティセンター講座や子ども会、子育支援活動団体などで「しめ
飾り」の作り方を指導する。

090-3221-7165

ヤングアメリカンズ福岡

①ヤングアメリカンズ「インターナショナル・ミュージック・アウトリーチ」
の運営支援
②ヤングアメリカンズ「インターナショナル・ミュージック・アウトリーチ」
の情報提供
③福岡県内の音楽教育・生涯教育の機会を増やし、学びと交流を促
進する活動

fukuokaya@icloud.com

yogaジャーニー糸島

リラクゼーションyoga・シニアのための優しいyoga・ペアyoga・
骨盤調整yoga・肩こり解消yogaなどを通して、人と人、人と自然、
又は自分自身の内側と親しみ、肯定的に物事をとらえられることを
サポートします。

080-5088-5775

RANコミュニケーション
研究所

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)
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団体名 活動内容 問い合わせ先

林業女子会＠ふくおか
山や森など自然に関心のある女子達の集まりです。
春から秋にかけて森ヨガを開催しています。

fg.fukuoka2014@gmail.com

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）

問い合わせ先

○ 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。

心理セラピー(引きこもり・不登校・いじめ問題、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

平和教育、郷土史・神話・神社の知識、学習指導(算数、数学、パソコン、英語)、英会話

朗読、読み聞かせ、紙芝居・パネルシアター、怪談話

テナーサックス演奏(テナーサックスと一緒に歌おう)、日本舞踊

昔の遊び、編み物、布を使った小物手芸、布わらじ、紙バンド手芸、フラワーアレンジ、押し花、木の
実アート、折り紙、正月飾り、各種工作(木工、凧つくり・竹馬・水鉄砲その他竹細工など)、将棋

放課後児童クラブのサポート。　学校・保育園等のホームページ作成。

活動内容

324-9181（こらぼ糸島）

324-9181（こらぼ糸島）


