
 ６　ボランティア団体　―　(３)まちづくり

団体名 活動内容 問い合わせ先

泉川はまぼうの会
1.毎月末の日曜日の早朝、泉川周辺のごみ拾い、雑草除去
2.市の花、はまぼうのPR
3.会員の生きがいづくり

yoshiyoshi1103@kki.
biglobe.ne.jp

★

一般社団法人
いとしま結婚応援団

結婚を希望する独身男女の出会いのきっかけづくりを応援します。 080-3229-1010

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

怡土けん玉倶楽部

けん玉の基礎から応用技を一緒に練習しています。けん玉で、集中力・
忍耐力を鍛えつつ、地域の方とコミュニケーションをとりながら、楽しんで
います。年齢性別問わずどなたでも参加できます。『世界に広げよう　け
ん玉と笑顔の輪！！』

080-5255-1798 ★

怡土校区
社会福祉協議会

子育て支援 いとキッズ

・子育て支援
（子育て交流サロン 、多世代交流　月2回 ・第1、第3木曜日）
・絵本のもりもり
（年1回 3日間；うち2日はファームパーク収穫祭と同時開催 、伊都歴史
博物館4階展望スペースにて）

322-7815
（怡土コミセン）

伊都国平原王墓保存会
郷土の文化遺産を保存・伝承するため、平原王墓コスモス園作り、草刈
清掃奉仕、イベント、勉強会等必要な事業を行う。

090-9604-5884(三苫)
322-3867（FAX)
hirabaruoubo@yahoo.co
.jp

糸島映画祭実行委員会
糸島で野外映画上映・定期的な映画上映イベントを開催します。糸島の
子供たちや住民が、気軽に映像文化に触れて、想像力を発揮する場を
作ることを目的とします。

contact@itocinema.c
om

糸島観光
フレッシュ・ガイド

(1)糸島観光資源の再発掘
(2)訪問者に対する観光案内
(3)新企画の集客プラン提案
(4)「歴女のウォーキング」シリーズ化して実施中
(5)観光DVDの出前講座実施中

322-2098
（観光協会） ★

糸島木の駅プロジェクト
実行委員会

糸島の森林と人の暮らしを結び付け地域に貢献する活動
kinoekipj@yahoo.co.j
p

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 ★

糸島コミュニティ事業
研究会

1.糸島におけるCB（地域課題を地域の人達が中心となって解決していく
事業）の推進
2.地域コミュニティビジネスの実践

ek-hitaka
@vesta.ocn.ne.jp

いとしま古謡の会
糸島の民謡、童謡、労働歌の掘り起し
糸島の郷土芸能の振興

321-0604

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.c
om

★

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）
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団体名 活動内容 問い合わせ先

糸島市瑞梅寺
オオキツネノカミソリ

を守る会
野の花・オオキツネノカミソリを守る活動 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）

糸島自由共創大学 糸島市出前講座受講 324-9181（こらぼ）

糸島そばの会
そば作りを通じ、地域と交流を図り、人とのつながりを作り共感しあう事
を活動の目標とします。

090-3412-6485

糸島ひょっとこ踊りの会
地域の老人ホームや祭り、祝い事で、ひょっとこ踊りをする。60分以内な
ら何分でも。

080-5607-1480

糸島ふるさとガイド 糸島地区の観光ガイドを、自主運営で行っています。

322-2098
（観光協会）
furusatogaido@yahoo
.co.jp

糸島防災士会
てまがえ隊

防災士として活動と防災・被災技能の研鑽に資する事業や行政区等で
の防災訓練、防災講座の開催。

090-4994-4840
（加藤）

itoshima街角コンサート
「糸島が音楽あふれる文化的な街になるといいなぁ」をモットーに、クラ
シック音楽を中心にコンサート活動を長年にわたり続けています。

090-8356-6651

糸島ママライターズ
地域への愛着を持ち、生活者目線の情報発信や、地域・親子に関連す
るイベントや講座を行っています。

itoshima.mamawriter
s@gmail.com

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

itoshimaman@gmail.c
om

いとしま蘭々クラブ
糸島周辺を盛り上げたいという情熱を持って、楽しく活動する女性起業
家の団体です。花壇づくり、清掃活動等。

210-1410

糸島わいわい麻雀協会
わいわい麻雀を通してシニア層の交流・健康増進・居場所づくりに貢献
すべく、イベント開催や地域サークルのサポート活動を行います。

090-5729-9640

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。これまで全く経験がなかった
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 ★
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団体名 活動内容 問い合わせ先

NPO Team Lovers
老人介護施設や、障がい者施設を中心に、歌やダンスを通して元気を届
けていく。また、地域のイベント等にも積極的に参加していく。

090-8766-5245

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、テニス部、ボウリ
ング部の定例練習会の開催やキックバイクの体験会、大会運営などを
行っています
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

info@itoshima

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

NPO法人ＦＭ伊都 放送

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

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

NPO法人産の森学舎
子どもの多様な学びの場として、小中学生対象のフリースクールを運営
しています。また、地域の芸術文化の機会の創出、教育についての学習
会開催等を行っています。

090-9954-2587

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法人相続・
遺言サポートセンター

遺言・相続無料相談会毎月1回開催 762-5837

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

★

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 ★

かふりんパークで遊ぼう
かふりんパークは広場と池があり、子どもたちが自ら五感を使って自由
に遊びます。

090-6299-5299

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）
simoken@proof.ocn.n
e.jp

★
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団体名 活動内容 問い合わせ先

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

★

交流しま専科
「いとしま市民大学」

市民の生きがいづくり、生涯学習として実施。27年目を迎える。年間6回
の合同講座と5つの専科で講座を実施。地域の魅力探し、健康ウォーキ
ング、野菜作り、歴史学習、国際文化交流など興味のある分野を選択で
きる。※令和2年度は、コロナ禍のため中止した。令和3年度はコロナ禍
が終息に向かえば秋口に再開予定。

090-1519-0264
yoshiyoshi1103@kki.
biglobe.ne.jp

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

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）

自警団MIG 夜間パトロール、ゴミ拾い 324-9181（こらぼ）

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

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

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

長糸竹細工同好会
里山保全の一助にもなる竹伐採と、昔から竹と縁があった糸島の地で、
竹細工を地域おこしに生かしたいという思いから活動しています。

090-8622-0174

花ハナ パン粘土を使用した作品づくりの指導 321-1314

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@hotma
il.com
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団体名 活動内容 問い合わせ先

ふくおか川の大そうじ
糸島実行委員会

河川環境保全活動等全般を行います 324-9181（こらぼ） ★

ボノワitoshima
子どもたちの平和な未来や自然との共生など、文化や芸術を交えながら
より良い生き方をともに考えていく。
また、講演会やお話会などを開催して啓発活動を行う。

info@bonowa.com

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 ★

前原もっと楽しもう
プロジェクト

前原の歴史と人に敬意を持って、前原をさらに楽しもう！仲良くやってい
こう！と思う人ならば、誰でも参加できるプロジェクト。月に一回のゴミ拾
いや街を楽しむための様々なイベントを行っていきます！

maetano.pro@gmail.c
om

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@g
mail.com

★

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

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.co
m

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

よさこい　伊恋
施設、お祭り、会社行事、イベント等でよさこい踊りを披露しております。
よさこいで、糸島を盛り上げたいと10年以上活動しています。

miko.family.heartful@
gmail.com

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

Y・M音響設備 イベント・ステージの音響設置・運営 324-9181（こらぼ）

活動内容

地域の見守り、学校と地域をつなぐコーディネート、子どもの健全な育成

○ 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。

324-9181（こらぼ糸島）

問い合わせ先


