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1 徳島県筆記通訳者協会 鳴門支部 めだか 福祉 各種行事での筆記通訳。

2 友愛クラブ「ともしび」 福祉 障がい者の阿波踊り連「すだち連」の指導。障がい者団体等に対する活動支援。

3 鳴門うずしお手話サ－クル 福祉 手話の学習会を身体障害者会館で実施。

4 鳴門渦潮高等学校「インターアクト部」 生涯 生徒によるボランティア活動。（募金活動、施設訪問、清掃活動）

5 声の広報制作グル－プ はまぼう 福祉 毎月「広報なると」等の情報誌をテープに録音して視覚障害者に配布。

6 かぼちゃクラブ 福祉 地域の子ども会の育成と指導。

7 鳴門市ボランティア支援の会 環境 景観・環境領域の地域づくりと鳴門市花街道・地域づくりネットワークの活動支援。

8 手話サ－クル「わかめ」 福祉 手話の学習会を身体障害者会館で実施。

9 しあわせの里「コンパス」 福祉 地域の方々に対してイベントを通じて障害者福祉の理解と地域福祉の向上に努める。

10 しあわせの里「奉仕グル－プ」 生涯 しあわせの里利用者へのクラブ活動支援。（茶道、華道、書道、編み物等）

11 障害者支援施設　板東の丘 環境 施設利用者による環境美化活動。

12 鳴門車いす友の会 福祉 車いすを利用している障がい者との社会参加活動。

13 鳴門教育大学手話サークル「ぱぴぷぺぽ」 福祉 外部講師を招き、触手話伝言ゲームや手話しりとり、討論など楽しいゲームを織り交ぜた手話の学習会を大学会館2階第2集会室で実施。
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13 鳴門教育大学手話サークル「ぱぴぷぺぽ」 福祉 外部講師を招き、触手話伝言ゲームや手話しりとり、討論など楽しいゲームを織り交ぜた手話の学習会を大学会館2階第2集会室で実施。

14 点訳サークル「コスモス」 福祉 点字の学習会を毎月2回（第1・第3土曜日）鳴門市ボランティアセンターで実施。

15 桧東ボランティアグループ あすなろ会 環境 地域の環境美化活動。

16 鳴門市役所ボランティアクラブ 環境 市役所周辺の環境美化活動。各種研修会・イベントへの参加。

17 リサイクル山田 環境 循環型社会を目指して資源ごみの回収と地域社会の活性化を推進。

18 太極拳を楽しむ「パンダの会」 福祉 太極拳を通じて市民の健康づくり（介護予防）を推進。

19 環境と福祉をすすめる会 福祉 障がい者の社会参加を促進。地域の環境美化活動。

20 ボランティアグループ「潮」 福祉 精神障がい者の社会参加の促進。

21 レインボー 福祉 毎月1回カーブミラーの清掃。老人ホームの慰問。

22 阿波のまほろば実行委員会 環境 地域の史跡めぐりを通して地域の活性化につながる町おこし事業を実施。板東俘虜収容所跡の環境美化。

23 未来の子どもを守るかい 環境 雑古紙、ペットボトル、金属キャップ、生ごみ等の回収。

24 妙見山の環境を良くする会 環境 妙見山及び周辺の環境美化活動。

25 大麻手話サークル ひまわり 福祉 手話の学習会を毎月2回会員宅で実施。

26 さくら大笑い会 福祉 青少年補導パトロール。
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27 板東地区 不法投棄監視パトロール隊 環境 不法投棄、ポイ捨て等の防止啓発と監視パトロールの実施。

28 ボランティア川東 環境 ＥＭ培養液の普及を図り、家庭排水等の浄化推進。

29 ハッピースマイル 福祉 プルトップの回収。老健施設等の慰問。

30 希麗会 環境 瀬戸地区の清掃活動。

31 鳴門市第一中学校「ボランティア部」 生涯 校内及び通学路の清掃活動。独居老人宅への給食配給。老人ホーム入居者との交流。

32 がんばれ！ママーズ 生涯 出張コンサートの実施。

33 すだち連 福祉 阿波踊りを通じて障害児(者)との交流。

34 琴城流大正琴ボランティアクラブ 生涯 県内の福祉施設や病院の入所者に対し、大正琴の慰問演奏を実施。

35 新池川をきれいにする会 環境 ＥＭ団子作り。植栽イカダの管理。新池川周辺の清掃。水仙・芝桜を植える。

36 NPO法人 ボランティア鳴門西 環境 花いっぱい運動をはじめとした環境美化活動や地域福祉活動。

37 NPO法人 地域交流の会コスモスはうす 福祉 高齢者や障がい者に向けて宅老所、デイサービス（有償）等の提供。

38 NPO法人 ふれあい福祉の会　山びこへるぷ 福祉 高齢者、幼児を対象としたデイサービス事業。

39 NPO法人 JCI Teleworkers'Network 福祉 就労困難な方に対して、在宅での社会参加と就労の実現を支援。

40 NPO法人 賀川豊彦記念・鳴門友愛会 生涯 賀川豊彦の推奨した友愛・互助・平和の精神を継承し、環境保全や世界平和について活動。

41 NPO法人 まちづくりサークル大麻 環境 鳴門市及び近隣市町村の住民に対して地域の活性化と環境保全に関する事業の実施。

42 NPO法人 空き家バンクで福祉のまちづくりを考える会 福祉 空き家情報の提供。起業者との連携調整事業。セミナー等開催事業。空き家の管理業務。

43 NPO法人「ふくろうの森」 生涯 社会教育の推進。文化、芸術又はスポーツの振興。子どもの健全育成を図る活動。

44 ボランティア鳴門西 環境 花いっぱい運動をはじめとした環境美化活動・地域福祉活動。

45 サロン・ド・芸能 福祉 各種演芸（詩吟、民謡、ハーモニカ、演歌、踊り）にて老人ホーム等の施設と交流。

46 鳴門ビデオボランティア 生涯 鳴門市の風景や行事の記録。

47 大塚国際美術館ボランティア会 生涯 美術館来場者に対して、美術作品の説明を行う。

48 良縁サポートセンター　ハッピーなると 福祉 結婚相談活動。

49 友愛訪問員 福祉 ひとり暮らし老人宅への訪問活動。

50 鳴門市民劇場 生涯 年6回以上の観劇会。演劇に関する懇談会・講演会・研究会・批評会。機関誌などを発行。他の文化団体との交流を深め、文化の発展に協力。

51 ボランティアグループ「ゆりかご」 生涯 4か月健診の際、保護者に対して本の読み聞かせ。

52 花のまちさいた実行委員会 環境 斎田地区の花づくり及び清掃活動。

53 NPO法人 あたたかい手コラボ 福祉 手話ボランティア等の養成と派遣。手話の指導。

54 黒崎地区社会福祉協議会 くろさき花街道クラブ 環境 黒崎地区の花づくり及び清掃活動。
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55 生き生き仲良しクラブ 環境 国道沿いの花づくり及び清掃活動。コスモス祭り協力。

56 琴城流鳴門大正琴振興会 板東クラブ 福祉 大正琴によるボランティア活動。

57 なるとＤｅシネマ実行委員会 生涯 映画館のない鳴門市の映画文化向上。

58 鳴門市介護相談員　うずの風 福祉 介護保険施設等を訪問し、入所者や家族からの相談を受け付け、ケアの質の向上を図る。

59 鳴門市特別支援教育サポーター 生涯 学校教育全体の中で教員と共に教育活動に取り組む。（休み時間や給食指導、放課後の活動など）

60 鳴門教育大学傾聴ボランティア ラポール会 福祉 高齢者の「語り」に対する傾聴を通じて地域のコミュニティを活性化する。

61 なると観光ボランティアガイド会 福祉 鳴門市内の観光案内及び会議応援。

62 鳴門市小学校外国語活動学生サポーター 生涯 鳴門市内小学校の外国語活動の支援。教材作成。授業プラン作成補助。

63 日本舞踊　当喜会 福祉 日本舞踊の指導・稽古を毎月2回鳴門市老人福祉センター3階で実施。

64 鳴門市食生活改善推進協議会 福祉 食に関する正しい情報を普及し、よりよい食習慣の実践を支援する。グループ講習会、おやこ食育教室、男性のための料理教室などの開催。

65 鳴門教育大学ボランティアサークル friends 福祉 東徳島病院及び徳島病院の入院患者に対して、ムーブメントや音楽療法を中心とした奉仕活動を行う。

66 鳴門病院ボランティアグループ 福祉 外来患者の案内。入院患者の話し相手や食事の介助、音楽活動や演劇活動。敷地内の清掃活動。

67 浜のボランティア会 環境 資源ごみの回収。公園・街路等の除草及び樹木の剪定。水路の清掃、EM活性液の散布。

68 NPO法人 環境とくしまネットワーク 環境 森林保全活動。環境・省エネ活動。地球温暖化防止活動。消費者支援活動。まちづくり推進と子ども育成のための活動。

69 鳴門教育大学吹奏楽部 カンタービレ 福祉 施設・保育所及び各種イベント等での演奏会を実施。学内クラブハウスにて活動。

70 ボランティア立岩 環境 地域の環境美化活動。

71 鳴門高校「ボランティア学特講」 生涯 学生によるボランティア活動。

72 子育てサークル てくてく。 福祉 櫛木集会所にて子育て支援活動。

73 鳴門歩こう会 ボランティア部 環境 市内道路及び海岸の清掃とゴミ収集。

74 一般社団法人 風の家 福祉 地域の世代間交流や高齢者への給食サービス事業。居宅介護支援、訪問・通所介護、訪問看護、居宅療養等の高齢者福祉事業。

75 子育てサロン・ほっぺ 福祉 斎田公民館3階にて子育て支援活動。（音楽りずむあそび、リトミック、読み語りなど）

76 鳴門市障害者相談員 福祉 身体障害者相談員が心身に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行う。

77 鳴門市部活動等支援サポーター 生涯 大学で学んだとこや部活動経験を生かし教育活動に取り組む。こどもたちのために充実した教育環境を提供する。

78 鳴門市交通安全協会南浜分会ボランティア 環境 地域の環境美化活動（街路樹の除草）等。

79 「鳴門小唄」でいきいきなると 生涯 野口雨情の詠んだ「鳴門小唄」の普及活動として各種イベントに参加、小中学校へ訪問指導を行う。

80 童謡を歌う会「浜千鳥」 生涯 各種コンサートに参加し、童謡・唱歌を歌う他「鳴門小唄」のイベントにも参加し普及活動を行う。

81 ひまわり 福祉 山上病院の利用者に珈琲をたてる。

82 里浦地区ボランティアの会 環境 地域の自然環境、保全並びに活性化に貢献する。
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83 手づくり絵本クラブ くれよん 福祉 手作り絵本を作ることにより、家族や仲間との親睦を深める。

84 堀江地区ボランティア 環境 地域内の不法投棄監視パトロール及びカーブミラーの清掃。花街道の推進として花植えを実施。

85 NPO法人 ハーモニー 人・豊かな街づくり 生涯 自然との共生、地域文化を育む活動支援、体験活動など生き物観察会の実施や地域のイベントにて体験コーナーを実施。子育て支援活動。

86 木津神地区環境衛生ボランティアクラブ 環境 地域内の道路の清掃。

87 鳴門市学習支援サポーター 生涯 学生の意向と学校の教育計画との接点を把握し、授業や放課後学習のサポートなど、学校教育の中で教員と共に教育活動に取り組む。

88 徳島♡ドイツ国際平和村支援の会 生涯 チャリティーイベントを中心に広報活動や募金活動を行い「ドイツ国際平和村」を支援する。

89 ダイナム鳴門店 福祉 地域の環境美化活動。その他イベント等でのボランティア活動に参加。

90 なるとフラの会 生涯 フラダンスによる施設訪問。

91 つなぐキッチン 生涯 自然や農業・食を子供たちに身近に感じてもらう。田植え・苗の授業。生き物観察。稲刈り・調理体験。菓子作り。

92 鳴門市中学校英検学生サポーター 生涯 英検受験に向けた指導、教材作成等のサポートを行う。

93 ばんどうフラの会 生涯 フラダンスによる施設訪問。

94 地域活性化団体 MOVE 防災 NPO・ボランティア団体等と連携し、地域住民が参加できるイベント等を開催。被災地での支援活動を行うとともに物資や募金活動を行い復興支援にあたる。

95 瀬戸町防犯パトロール隊 福祉 夜間及び学校の登下校時に防犯パトロールを実施。

96 大谷自主防災会 防災 防災意識の向上及び知識の普及、地震等に対する災害予防、防災訓練の実施、防災機材及び防災設備の保守点検。

97 大麻比古神社の古文書を収集する会 生涯 大麻比古神社所蔵2曲の屏風内側の古文書を収集・整理し保存・活用する。

98 メールハーモニー潮 生涯 男性合唱団による施設慰問。

99 北灘地区自主防災会 防災 諸災害における啓蒙活動（知識の普及、研修）と訓練並びに資機材の整備。防災に結びつく環境美化活動。
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