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団体名： 三浦市手話サークル ともしび会 

概要：発足３３年目、市内で一番長い歴史を持つ手話サークルです。手話通訳・要約筆記

の資格を持つ者も所属しており、手話の学習や公開講座など行っています。 

活動分野： 障害者 

活 動 日： 毎週金曜 

      １９：００～２０：３０ 

活動場所： 青少年会館 

会 員 数： ３０名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 石井 仁美 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

夕方からの活動なので、仕事のある方でも

参加しやすい！公開講座もあるので、そんな

ところから参加してみては？？ 

 

 

団体名： みなみ手話サークル  

概要：聴覚障害者と健常者の交流・相互理解を深めていくため、手話の勉強会や講演会を

行っています。その他各種行事に参加し、手話コーラスの発表も行っています。 

活動分野： 障害者 

活 動 日： 第１～３水曜 

１０：００～１２：００ 

活動場所： 南下浦市民センター 

会 員 数： ２８名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 若杉 恵美子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

聴覚障害を持つ方も所属しているので、自

然と手話も身についていきそう。とっても親

しみやすい雰囲気が印象的でした。 
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団体名： 初声手話サークル 

概要：手話を広めると共に、聴覚障害者への理解を広めていくため、手話の学習やボラン

ティアを行い、ろう者と交流しています。 

活動分野： 障害者 

活 動 日： 毎週土曜 10:00～12:00 

活動場所： 初声市民センター 

会 員 数： ２２名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 古澤 あつ子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

一言で言えば・・・「明るい！！」 

子どもも参加していて、親子で楽しく学べそ

うな感じです♪ 

 

 

団体名： 三浦市スポーツクラブ さざなみ 

概要：幼児から高齢者まで、軽スポーツやレクリエーションを通した生涯スポーツを目的

としています。障害者への体力づくりやレクリエーション活動も行っています。 

活動分野：高齢者・障害者・子ども・その他（市民） 

活 動 日： 活動に応じ随時（週 2～3回） 

活動場所： 青少年会館・市立体育館・県内

体育施設 等 

会 員 数： １０名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 世古 久枝 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

 

＜ボラセンからの一言＞ 

「気持ちのある方なら、誰でも大歓迎！！」 

運動好きの方には最適♪とにかく一度、参加・体

験してみて下さい。 

障害の有無に問わず、一般

の方も対象として幅広く活

動しています。 
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団体名： みどり会 

概要：地域の中の助け合いをテーマに、一人暮らし高齢者等への配食サービスや見守り活

動を行うと同時にサロン事業を定期開催しています。また、環境美化活動や地域の

各種団体との交流やバザーによる活動資金作りなど、様々な活動を行っています 

活動分野： 高齢者・障害者・その他（環境） 

活 動 日： 水曜・第１・３土曜・第２金曜 

活動場所： みどりの家 （上宮田） 

会 員 数： ３４名  会費： ○有 ・無 

代表者名： 鈴木 秀子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

ボランティアとは何かを知りたいならコ

コ！！活動の種類も多いので、参加できる

ものから参加してみては？？ 

 

 

団体名： 菊名地区地域福祉推進委員会 

概要：昭和５９年１２月に発足し、区内に住む 70 歳以上の希望する高齢者に対しての集

いを年に６回行っています。また、独居高齢者の見守りや訪問活動、きくな作業所

へもボランティア活動へ行っています。 

活動分野： 高齢者 

活 動 日： 活動に合わせて随時 

活動場所： 菊名児童会館 

会 員 数： ２１名  会費： 有・○無  

代表者名： 高梨 テイ 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

そこにいるだけで、自然と笑顔が溢れて

きます。料理が好きな人は、こんなところ

からのボランティア参加しては？？ 
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団体名： 福井記念病院 ボランティアサークル 

概要：福井記念病院の認知症治療病棟において、ウエス切りや洗濯物の整理などの活動を

行っています。患者さんの話し相手として直接ふれ合い、同じ目線で生活する時間

を持ち、理解を高めていくことを大切にしながら活動をしています。 

活動分野： 高齢者 

活 動 日： 月～金曜 

活動場所： 福井記念病院 

会 員 数： １０名   会費： 有・○無  

代表者名： 北川 尚子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

自分の空いた時間に気軽に参加できるボラ

ンティア。ウエス切りや洗濯物の整理など、

自分にできることから始めてみませんか？ 

 

 

団体名： 三浦市精神保健福祉ボランティア連絡協議会 

概要：精神保健福祉ボランティア講座の修了者で会を立ちあげ、三崎保健福祉事務所主催

の生活教室の中で、工作教室・レクリエーション教室の指導を行い精神障害者の社

会復帰支援を行っています。また、地域の老人会などの活動にも参加しています。 

活動分野： 障害者 

活 動 日： 行事に応じて（月１～２回） 

活動場所： 三崎保健福祉事務所 

会 員 数： １６名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 柳田 一郎 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

精神保健の講習や勉強をしたことはあるが、

活用したことがない・・・といった方大集合！！ 

自分の特技や知識を生かしていきましょう☆ 

☆
生
活
教
室
で
の
作
品
☆ 
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団体名： 三浦点字サークル 

概要：視覚障害者のため、「三浦市民」や「社協みうら」・「明るい歩み」などの点訳活動

を行っています。 

活動分野： 障害者 

活 動 日： 第１木曜（定期）・第３火曜（不定期） 

活動場所： 三浦市福祉会館（毎月/製本） 

            南下浦市民センター 

会 員 数： １１名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 浅井 喜弥子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

パソコンを使った点訳作業なので、自宅の都合

に合わせた活動ができます。まずは、製本作業の

日から参加してみては？？ 

 

 

団体名： 三浦市地域婦人団体連絡協議会 

概要：婦人会員の資質の向上や教養を深めると共に、各団体との連絡・連携を密にし、明

るい地域づくりと健康な家庭生活を送れるよう活動しています。交通安全指導や市

民スポーツ大会などの各種イベントに参加しています。  

活動分野：高齢者・障害者・子ども・その他（環境） 

活 動 日： 活動に応じて随時 

活動場所： 市内各所 

会 員 数： ６０名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 山田 フジエ 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

 市の事業の場で大活躍！！とっても存在感の

ある団体です。金原会館で講習会も開催してい

るので、そこから参加してみては？？ 

毎月の広報以外に、依頼により要望書や書

物・刊行物の点訳をしたり、小・中学校で生

徒の点字学習の指導や、視覚障害者の方に点

字を教える（月１回）などの活動を行ってい

ます。また、点字のカレンダーの作成にも取

り組んでいます。 

花の即売会の様子 
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団体名： ひばりの会 

概要：朗読の勉強会を行いながら、保育園や高齢者施設などへの朗読や紙芝居のボランテ

ィアに行っています。また、「三浦市民」や「社協みうら」などの音訳ボランティ

アも行っています。 

活動分野： 高齢者・子ども 

活 動 日： 第２、４金曜 10:00～15:00・その他 

      （午前 勉強会、午後 施設訪問） 

活動場所： 初声市民センター など 

会 員 数： １３名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 脇坂 清子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

子どもから高齢者まで、幅広い活動をして

います。内容も豊富で、まずは勉強会から参

加してみては？ 

 

 

団体名： ガイドヘルプの会 

概要：知的障害者・児の外出支援を目的として、車による送迎を含めたガイドヘルプを行

っています。また、障害を持つ方の多様なニーズに答えられるよう、お泊まり会な

どのイベントも実施しています。 

活動分野： 障害者（知的） 

活 動 日： 随時・第４金曜（定例会） 

活動場所： 総合福祉センター など 

会 員 数： １２名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 秋葉 紀子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

 年間２００件以上の活動実績があり、三浦市に

とってはなくてはならない活動！！車の運転が好

きな方にはオススメ♪ 

お泊まり会に

て 

お気に入りの車で

「いってきまーす」 
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団体名： コスモスの家 

概要： 高齢者をはじめ、誰もが気軽に入れ、くつろげるような場所を提供したいと考え、

始めた、ミニデイサービスです。 

活動種別： 高齢者 

活 動 日： 木・土曜 

活動場所： コスモスの家（諸磯） 

会 員 数： ３０名ほど 会費： ○有 ・無 

代表者名： 湯浅 里子 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

デイサービス内でのボランティアだけでな

く、送迎のボランティアなど、多様な関わり

方ができる場所。みなさんの笑顔が印象的♪ 

 

 

団体名： みうら楽農クラブ 

概要：三浦市教育委員会主催の「趣味の農業」や親子農業体験教室の講義・実習ボランテ

ィア、はまゆう作業所への無農薬野菜の提供、平塚農業高校初声分校の講座指導な

どの活動を行っています。（65歳以上で、教育委員会の講座を終了した人） 

活動種別： 障害者・子ども 

活 動 日： 第１～４水曜・木曜・その他 

活動場所： 初声分校・南下浦市民センター 

会 員 数： ４６名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 古敷谷 具省 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

 講座は受講したが、趣味にとどまらず、幅

広く地域貢献してみたい人。仲間と一緒に汗

を流して活動したい方にはピッタリ☆ 

実物おひな

さま☆素敵

かしら♪ 

年の初めは

やっぱり、

書き初め!? 

こーんな畑で… 

☆親子農業 
活動中☆ 
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団体名： 三浦半島パソコンサポートネット 

概要： 三浦半島地域で、シニアと障害のある人のパソコン操作をお助けします。活動予

定はホームページ http://mpsnet.blogspot.com/ をご覧ください。 

活動種別： 高齢者・障害者 

活 動 日： 奇数月の第 2水曜の午後 

活動場所： 三浦市青少年会館 

会 員 数： ３５名   会費： ○有 ・無 

代表者名： 河田 房雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン無料相談会の光景（2008 年 11 月開催） 

＜ボラセンからの一言＞ 

男性が中心の団体さんです。パソコン初心

者でも大歓迎。自分自身も一緒に学びながら

ボランティアに参加してみては？ 

 

 

団体名： 七夕会 

概要：三浦の地域振興活性化のお手伝いと青少年育成に携わるボランティア活動へ参加し

ている団体です。主には、国際マラソンや鉄火巻き大会、クリーンウォークなどの

行事におけるボランティア活動を行っています。 

活動分野： 子ども（青少年）・その他（地域） 

活 動 日： 定例会（３か月に１回） 

イベントに合わせて随時 

活動場所： 三浦市内 

会 員 数： １８名   会費：○有 ・無 

代表者名： 山田 明和 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

 

 

 

＜ボラセンからの一言＞ 

イベント時のボランティア活動を行う団体

なので、活動にも気軽に参加できそう。とっ

ても明るい雰囲気が印象的。 

青少年指導員のＯＢがちょっと集ま

って何かしよう！！そんな所からス

タートした団体です。年齢層も幅広

く、指導員経験の有無に関わらず、

みんなで楽しく活動をしています。 
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団体名： こだま会 

概要：高齢者施設や作業所での外出介助や傾聴ボランティア、院内ボランティアや通院介

助などニーズに合わせた様々な活動を行っています。また、高齢者ふれあいセンタ

ーのお菓子作り教室の講師や身体障害者スポーツの介助なども行っています。 

活動分野： 高齢者・障害者 

活 動 日： 月～土曜（活動に合わせて随時） 

活動場所： 市内福祉施設・勤労市民センター 等 

会 員 数： ９名    会費： ○有 ・無 

代表者名： 佐藤 和子  

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

個々のニーズに合わせて、柔軟に活動して

いる団体なので、自分に合った活動が見つけ

られるかも！！ 

 

 

団体名： 三浦市在宅栄養士会 

概要：Ｈ１８年に発足し、三崎保健福祉事務所や市の事業に参加・協力しています。また、

専門の知識や技能の習得のため、研修会などにも参加しています。入会資格は管理

栄養士又は栄養士の資格を有し、三浦市に住んでいる方になります。 

活動分野：高齢者・障害者・子ども・その他（市民） 

活 動 日： 不特定（活動に合わせて随時） 

活動場所： 三崎保健福祉事務所   

会 員 数：  ５名   会費： 有・○無  

代表者名： 相澤 公代 

＜活動写真＆メッセージ＞ 

＜ボラセンからの一言＞ 

 笑顔が素敵なメンバーが勢ぞろい♪ 

会員も募集中なので、専門性を生かして活動

したい方はぜひご一報を…！！ 

 

車いすでの外

出介助の様子 

お菓子作り

教室の様子 

市民まつりでの

一コマ 


