
 ６　ボランティア団体　―　(６)学術・文化・芸術・スポーツ

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

アルマンド
マンドリン倶楽部

マンドリンオーケストラ(マンドリン、マンドラ、ギター等）による・各種催し
への出演・福祉施設での慰問演奏

kozfujii@gmail.com
090-6635－7662

★

生け花若松会
健康づくり（心-精神）及び日本伝統文化の継承を目的に活動していま
す。

090-8357-7679 ★

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

伊都国歴史博物館
ボランティアの会

展示品の説明や、イベントの運営支援等、糸島の歴史・文化の紹介をし
ています。市内遺跡の清掃点検も実施。会員個々の生涯学習の一助と
しています。

322-7083

糸島映画倶楽部 名画の上映・鑑賞 581-6352

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）

★

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

糸島こよみ舎
糸島の自然・文化を記録した日めくり暦を作っています。自然・文化に関
するイベントを開催しています。自然に関する学びを探求しています。

itoshima.koyomi@gm
ail.com

糸島サステナ研究会 かまどでごはんをたいたり、お茶を手もみで作る体験などができます。
satsuki@studioponte.
com
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団体名 活動内容 問い合わせ先

糸島市
日本唱歌保存愛唱会

年1回「日本の歌をみんなで歌う会」を開催しています。　
施設・学校等で、合唱の交流・指導、意見交換等をしています。

328-0052

糸島市舞踊振興会 日本舞踊普及振興、後進の育成 324-9181（こらぼ）

糸島写真愛好会
楽しい写真体験を通じて、コミュニティデビューや仲間づくりのサポートを
します。写真技術や、写真に関わるパソコン操作も指導します。

090-3732-2457

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

090-1082-3417 ★

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.小学校（波多江、東風等）の囲碁授業の支援
2.大人から子どもまで楽しめる囲碁教室の開催
3.障碍者訪問対局支援等を実施中

090-7150-8570 ★

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

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 ★

糸島ば語る会 糸島を知ろう！（糸島の歴史、文化、自然の学習会） 090-4986-9308

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.c
om

★

糸島半島写真クラブ

糸島半島の風景をインターネットにより世界へ発信する。会員は、バー
チャル会員として、メンバー間の会合はTeams、Zoom等で行う。
・スマホアプリによるフォトBook（無償・有償）を提供する
・スマホアプリによる写真技術の向上啓発発信

det621921@gem.bbiq
.jp

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

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
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団体名 活動内容 問い合わせ先

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

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 ★

エール
昭和歌謡を中心に、キーボードとギターの女性フォークデュオです。施設
やコミュニティセンター等で、聞いてくださる方への応援や声援になるよう
な音楽を届けます。

324-9181（こらぼ）

絵手紙はまぼうの会

絵手紙は「絵のある手紙を送ること」
送る相手を思い浮かべて、心を込めて一生懸命かいて送ります。その
為、月ごとにテーマを決めて見て感じてかくように学び合っています。（か
く喜び楽しみを伝えられたらいい　ボランティアで）

323-0488

NPO法人
田縁プロジェクト

中山間地域の棚田や伝統文化を次代につないでいくため、「米づくりサ
ポーター」を毎年募集し、2004年から活動開始。17年目となる今年、NPO
法人となり、「まちとむらのささえあい」の輪を拡げていきます。

denen@iwara.jp

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

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 ★

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
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団体名 活動内容 問い合わせ先

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）

ギターアンサンブル・
ラーナ

クラシックギターによる合奏を高齢者サロン等で披露。ジャンルは、童
謡、歌謡曲、ポピュラー、映画音楽、ラテンミュージック等。ギター部歴や
ギター教室歴のある人、募集中!!

090-8297-1294

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。

321-1314 ★

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
オーキング、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

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 ★

sessionの会
ダンスを通してあたたかくつながる地球の輪、交流の場所です。ダンスに
興味のある1～70才、初心者も経験者もいます。遊びを通して身体やコ
ミュニケーションを学ぶ会でもあります。

masumi.mame551@g
mail.com

太極悠悠
太極拳を通して、健康づくりや中国の伝統文化の交流をしています（無
料）。志摩久家の自然道場で太極拳や中国茶（実費）を体験しません
か。お問い合わせください。

090-8311-3511 ★

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

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

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

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

常磐会（日本舞踊） 健康づくり及び日本伝統文化の継承を目的に活動しています。 090-8357-7679

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
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団体名 活動内容 問い合わせ先

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

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

バルトーク研究会 クラシック音楽の普及で生の音楽を楽しんで頂く音楽活動 090-8356-6651

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@gm
ail.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

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

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

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

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

学びスペース
てらこやん

小学6年生～高校生を対象に学びの場を設けます。自習のサポートをし
たり、学習の方針をアドバイスしたりします。

nakajimarie@gmail.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

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）
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問い合わせ先

○ 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。

音楽
ギター、ハーモニカ、ヴァイオリン、ピアノ、声楽、テナーサックス演奏（テナーサックスと一緒に歌おう）
琴、三味線、尺八、大正琴、中国楽器（胡弓）

伝統芸能
歌謡舞踊、古典芸能、日本舞踊、能楽指導

吟詠　詩吟

華道　生け花、フラワーアレンジメント

料理
お菓子作り、パン作り、味噌つくり

歴史・郷土
伊都国についてのお話、郷土の歴史、日本の神話、神社の知識、お参りの作法

その他
園芸、菊づくり、しめ縄づくり、昔の遊び、手遊び、科学実験、朗読、音響、観光ガイド、
サプリメントアドバイス

活動内容

324-9181
（こらぼ糸島）

茶道（表千家、裏千家）

絵画
水彩画、日本画、油絵、アクリル画、パステル画、絵手紙、木版画

囲碁・将棋
将棋の指導、囲碁の指導

着付
着物についてのお話、身近な礼法、着付け

スポーツ
ダンス、フォークダンス、健康体操、野外活動サポート、ゲートボール、バドミントン、バスケットボール、
卓球、弓道、相撲、スポーツちゃんばら

手芸
編み物、折り紙、押し花、染物、和紙くるみ絵、布を使った小物手芸、布わらじ、紙バンド(かご、バッグ)
手芸、ビーズ、種ブローチ、手づくり品(髪ゴム、スィーツデコほか)、フラワーアレンジ、木の実アート、
手作りのおもちゃづくり

工芸
工作、木の実アート、おもちゃづくり

陶芸指導


