
     

１・燕市市民活動データブック発行の目的

このデータブックは、燕市社会福祉協議会と燕市地域振興課との共同により、

燕市内で活躍する市民活動団体の概要をまとめたものです。
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１．燕市市民活動データブック発行の目的

このデータブックは、燕市社会福祉協議会と燕市地域振興課の共同により、

燕市内で活躍する〇〇の市民活動団体の概要をまとめたものです。

２・データブックの概要について

登録団体については、平成３１年３月に調査依頼した『平成３０年度 燕市

ボランティア・市民活動団体等調査票』より、回報いただいた内容を抜粋し掲

載するものです。

掲載団体については、掲載に承諾された団体を掲載しております。

➀燕市ボランティア・市民活動センター登録団体

②まちづくり協議会

③燕市内 NPO 法人

➃イキイキまちづくり団体

３．データブックの見方について

（記載例）

No.1 団体名 〇〇〇の会 結成年月日 S55.4.1

登録者数/活動者数 〇/〇 会員の主な年代 ６０代７０代以上

活動場所 公民館や地域公共施設 (〇〇公民館) 活動回数 月２～３回

主たる活動内容 福祉施設を訪問し歌や踊りを披露しています。

＊１ 登録者数…団体に登録されている人数

   活動者数…実際に活動している人数

＊２ 結成年月日…記載アルファベットは Ｓは「昭和」、Ｈは「平成」

  

４．その他

掲載されている内容については、下記ホームページからダウンロードできます。

・燕市社会福祉協議会ホームページ（http://www.tbm-swc.jp/）

・燕市役所ホームページ（http://www.city.tsubame.niigata.jp/）

グループおよび団体の詳細を知りたい方は下記までお問い合わせください。

・燕市社会福祉協議会（℡：0256-62-4361）

・企画財政部地域振興課（℡：0256-77-8361）

http://www.tbm-swc.jp/
http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/index.html


№ 団体名称 頁 № 団体名称 頁

1 A.A三条グループ 1 26 たっしゃらかね 8

2 園芸福祉つばめ 1 27 サロン竹の子会 9

3 えんかむ塾 1 28
長寿福祉課　認知症の人と介護者のつど
い

9

4 笑美寿（えびす） 2 29 燕語りの会 9

5 結婚応援団　燕縁の会 2 30 燕市手話サークル愛 10

6 おたすけ隊 2 31 一般社団法人燕三条青年会議所 10

7 おはなしコロボックル 3 32 燕市民生委員児童委員協議会 10

8 おたがいさま食堂 3 33 燕市肢体不自由児者父母の会 11

9
障がい児・者サポートボランティア
「きらきらハート」

3 34 燕市日之出町自治会 11

10 国上ボランティアガイド 「はちの子会」 4 35
重度心身障害児育児サークル
つうぃんくる

11

11 コーロ・スプラウト 4 36 つばめアレルギーっ子クラブ 12

12 寿会 4 37 燕地区保護司会 12

13 燕地区更生保護女性会 5 38 点訳ミモザの会 12

14 こすもすの会 5 39 灯台の会 12

15
心身ともに健康なまちづくりプロジェクト
COCO☆KARAくらぶ

5 40 和む会 13

16 子育てサークル　なないろ 6 41 なかよしサロン渡部 13

17 里山花とみどりの会 6 42 燕音声訳〝七色の会″ 13

18 佐善トキめきクラブ 6 43 西燕婦人会　みすみ会 13

19 笑健美体操 6 44 新潟ヘルプマーク普及ネットワーク 14

20 島上ぴんしゃん元気の出る体操の会 7 45 花咲かでんでん（むし） 14

21 消費生活サポーターつばめ 7 46 ハンド*アロマ 14

22 若年性認知症サポートセンタースワロー 7 47 ハンドメイドBOOKの会 15

23 絵手紙水仙会 7 48 はっぴーズコミュ子育てサロン 15

24 水中ウォークマーメイドクラブ 8 49 花CLUB 15

25 赤十字安全奉仕団燕市分団 8 50 白山町みんなの食堂 16

掲載団体一覧Ⅰ（燕市ボランティア・市民活動センター登録団体）



№ 団体名称 頁 № 団体名称 頁

51 バーベナの会 16 65 みつば会 21

52 パソコンサークル一笑会 16 66 みどり 21

53 ひまわりクラブ 17 67 みんなともだち 21

54 ひまわり会 17 68 傾聴ボランティア「ゆう＆あい」 22

55 飛燕メサイア合唱団 17 69 要約筆記つばめ 22

56
障がい児の地域生活支援を求める会
ぴゅあ・きっず

18 70 （燕市） 吉田手話サークルふれあい 22

57 フットMOON 18 71 幼児読み聞かせの会 23

58 富士通フロンテック 新潟工場 18 72 燕市吉田手をつなぐ育成会 23

59 ふれあい体操 19 73 燕地区老人クラブ連合会 23

60 分水マジック愛好会 19 74 吉田地区老人クラブ連合会 24

61 ぷれジョブ・ひまわり 19 75 分水地区老人クラブ連合会 24

62 ほっとサロン吉田 20 76 朗読ボランティアあじさい 24

63 ボランティアヘルパー 「まごの手」 20 77 バラエティハウス（笑い療法士） 25

64 みのり会 20 78 フラワーサークル向日葵 25



燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.1　団体名 A.A三条グループ 結成年月日 H14.5

登録者数/活動者数 15/11 会員の主な年代
40代 50代 60
代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 週２～３日

主たる活動内容

No.2　団体名 園芸福祉つばめ 結成年月日 H26.4.1

登録者数/活動者数 5/5 会員の主な年代 60代

活動場所 屋外・地域 活動回数 月１回

主たる活動内容

No.3　団体名 えんかむ塾 結成年月日 H28.2.1

登録者数/活動者数 15/8 会員の主な年代
10代以下 20代
50代 60代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月２～３回

主たる活動内容

AAとは「無名のアルコホーリクたち（飲酒に問題のある人たち）」という意味
です。自らの飲酒に問題があり、飲酒のとらわれから解放されたいと願う人たち
の自助グループです。医師の診断の有無にかかわらず、自分の飲酒に問題があっ
て何とかしたいと思う方ならどなたでも参加になれます。
AAの目的は、自分自身がお酒を飲まない生き方をすること。そして飲酒問題で
いま苦しんでいる人達に飲まない生き方ができるよう手助けする事。この２つに
目的は絞られています。
活動の中心は、会場をお借りしてのミーティング（自身の体験談の分かちあい）
です。

園芸と福祉の両面から考え、地域や人々が気持ちよく暮らし健康な環境をみんな
で作りたいという思いを中心にしながら活動している。

「障がいを持ってる子供たちに学ぶ場を作ってあげたい」と同じ年で同じ特別支
援学校に通った子供の母2人が立ち上げた塾です。講師の方々も、元学校の先
生、塾講師など優秀な方です。子供たち一人一人の学力にあった勉強を行ってい
て、現在入塾中の子供たちも楽しく学んでいます。
年に２回、６月と１０月に講師の先生方との交流、そして社会勉強として近隣市
町村や燕市内の商店街に出かけています。公共機関を使って、塾内で決められた
お小遣いからお買い物や昼食代を考えて捻出しています。
年末には、お楽しみ会と題してお弁当やケーキをいただきながら先生や塾生たち
がかくし芸を発表してくれます。ビンゴゲームも行っています。(景品つき）
現在「えんかむ塾」では、塾生を募集しています。障がい児・者そして不登校の
お子さん、引きこもりの方…お試し制度もありますので、ぜひお気軽に１回見学
にいらしてください。年齢制限を決めてありますが、それ以外の方もご相談くだ
さい。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.4　団体名 笑美寿（えびす） 結成年月日 H29.5.1

登録者数/活動者数 6/6 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所
老人関係施設
（燕・三条市内の高齢者福祉施設）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.5　団体名 結婚応援団　燕縁の会 結成年月日 H27.1.31

登録者数/活動者数 21/10 会員の主な年代 50代 60代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 毎日

主たる活動内容

No.6　団体名 おたすけ隊 結成年月日 H24.7.20

登録者数/活動者数 14/13 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所
老人関係施設
（さわたりの郷、グループホーム仲町）

活動回数 月１回

主たる活動内容

懐メロや唱歌、童謡そしてレクダンスの披露を中心に行っています。

燕市の未婚者が多く、出会いの場を提供する企画と個人個人を紹介するお見合い
のセッティング。結婚に向けての相談、支援、未婚者や親御様からの問い合わせ
もあり、今後意識改革や認識等に力を入れてゴールインのお手伝いができればと
思っております。

社協で開催された第１回おたすけ隊ボランティア受講者が個人ではなく組織化し
て継続的に活動している。
主にグループホームや養護施設を訪問し活動支援をしている。その他、社協から
のスポット要請に対応している。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/

2



燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.7　団体名 おはなしコロボックル 結成年月日 H10.12.1

登録者数/活動者数 18/12 会員の主な年代
40代 50代 60
代

活動場所
いきいきサロン
（おたがいさまサロン、おたがいさま食
堂）

活動回数 週１回

主たる活動内容

No.8　団体名 おたがいさま食堂 結成年月日 H30.12.5

登録者数/活動者数 0/0 会員の主な年代
10代以下 20代
30代 40代 50
代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
（重蓮寺）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.9　団体名
障がい児・者サポートボランティア
「きらきらハート」

結成年月日 H22.4.1

登録者数/活動者数 14/14 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所
障がい児・者関係施設
（はばたき）

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

幼・保育園、小学校、子育てサロンや子ども食堂で絵本の読み聞かせや紙芝居、
親子遊び等を行っています。

０才から１００才以上みんなともだち、みんないっしょにおいしい手作りごはん
を食べましょう。毎回定員６０名、予約が必要です。読み聞かせや積み木で遊ん
だり、勉強したり、折り紙やレジン等々たのしい事もたくさん用意しています。

障がい児・者福祉施設、団体における利用者や子ども、その保護者との交流活動
を行う。この活動を通じて、障がい児・者の理解や会員の交流を図る。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.10　団体名
国上ボランティアガイド
「はちの子会」

結成年月日 H14.4.1

登録者数/活動者数 20/17 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所 屋外・地域 活動回数
４月～１１月ま
での土・日・祝
日に活動

主たる活動内容

No.11　団体名 コーロ・スプラウト 結成年月日 H16.11.15

登録者数/活動者数 26/26 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所 老人関係施設 活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.12　団体名 寿会 結成年月日 H13.12.27

登録者数/活動者数 28/9 会員の主な年代 70代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（野中才公会堂）

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

良寛様が国上山の五合庵と乙子草庵で３０年間修業した地であり、豊かな自然と
史跡を訪れる観光客も増加しております。この観光客に対して観光ガイドを実施
し、おもてなしの気持ちで接しています。ぜひ仲間になってガイドをやってみま
せんか？

今年で結成してから１５年目を迎えました合唱団コーロ・スプラウトと申しま
す。
団のPRとしまして、平成２０年に創作された「笑顔を忘れないで」と言う難病
と闘いながらも１７歳の若さで亡くなった燕市南町の岡村可奈子さんが作詞され
た曲を歌い広めております。
これまでも４回燕市文化会館の大ホールで作曲された山形県の須貝智郎さんをゲ
ストとして迎え、一緒に感動的なステージを経験して参りました。今では山形県
南陽市との交流が深まり、毎年サクランボ狩りコンサートへ出演しております。
他に年に２～３回市内の福祉施設へ慰問コンサートとして活動を続けておりま
す。合唱のハーモニーを通して、人々の心の交流を目指して、これからも存在感
のある合唱団として活動して参ります。

・地域のお年寄りを招いて年5回は10時～11時半でお茶、お菓子。年5回は10
時～14時まで食事をしゆったり過ごす。1月2月は足元が悪いため冬休みです。
・内容はゲームをやったり、コンサートを聴いたり、手品、絵本、紙芝居などを
みたり歌を歌ったり、保健師の健康チェックをしたり笹団子を作って食べるなど
の脳を刺激し参加された方が笑顔で過ごせるよう配慮しています。
・閉じこもり、介護予防や世代間交流をやっています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.13　団体名 燕地区更生保護女性会 結成年月日 S54.4.1

登録者数/活動者数 44/44 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所
児童関係施設
（白山町児童館

活動回数
年間２０～３０
回

主たる活動内容

No.14　団体名 こすもすの会 結成年月日 H9.4

登録者数/活動者数 15/4 会員の主な年代 70代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（熊森公会堂）

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.15　団体名
心身ともに健康なまちづくりプロジェクト
COCO☆KARAくらぶ

結成年月日 H30.4.1

登録者数/活動者数 6/5 会員の主な年代
20代 40代 50
代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
（藤の曲公民館）

活動回数
3種イベントの
全回数16回

主たる活動内容

法務省の協力ボランティア団体です。燕地区保護司会の「社会を明るくする運
動」に全面的に協力することを活動の中心に捉えています。その他女性会ならで
はの自主的活動として、更生保護施設などへの奉仕、支援活動や地域における子
育て支援につながる活動（幼稚園訪問、赤ちゃん交流会）などを積極的に行って
います。

・熊森で開催している「いきいきふれあいさろん」です。
・毎回ねっとわーくエプロンさんより、リハビリ、脳トレ体操、昼食づくりなど
支援してもらってます。
・年2回（1月、5月）保健師による血圧測定
・島上小学校との交流会、各学年ごとに公会堂に来てもらい交流会をしている。
内容は合唱・かるた・トランプ、あやとり、折り紙、マッサージなど
・施設「はな広場」さんの車が毎回送迎してくれる。

地域のみなさまの心と身体の健康増進を願い、まちづくり,ひとづくりでサポート
となるような活動を行っています。
2018年度は、薬膳講座、薬膳料理教室、癒しのハーブ講座、ヨガ教室の各専門
講師による講座を藤の曲公民館を中心に開催いたしました。今後内容をより充実
し、講座を開催予定です。「ｃｏｃｏ☆KARAくらぶ」運営スタッフ募集！

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.16　団体名 子育てサークル　なないろ 結成年月日 H30.8

登録者数/活動者数 9/9 会員の主な年代 30代

活動場所
児童関係施設
（こどもの森　すくすく　さくらんぼハウ
ス）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.17　団体名 里山花とみどりの会 結成年月日 H28.4.1

登録者数/活動者数 10/10 会員の主な年代 60代

活動場所 屋外・地域 活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.18　団体名 佐善トキめきクラブ 結成年月日 Ｈ28.3

登録者数/活動者数 20/16 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所
いきいきサロン
（佐善トキメキくらぶ）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.19　団体名 笑健美体操 結成年月日 H21.4.1

登録者数/活動者数 28/28 会員の主な年代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
（ふれあいセンター）

活動回数 週１回

主たる活動内容 骨盤体操で健康増進の意識と向上を図る。

子育てで悩んでいることはありませんか？
月に１回程度、土日を中心に集まり、園や学校生活のこと、家庭での子どもの気
になることなど、自由におしゃべりを楽しんでいます。
お茶を飲みながら、ほっと一息つきに遊びに来てください。

燕市観光協会より依頼を受け、年間6回の「エコ・トレッキングツアー」を開催
しています。他市の地域振興課より国上周辺の危険個所のパトロールを年間通じ
て行っています。その他国上山周辺での「ムササビ」の調査と山野草の増殖と植
栽を計画しています。

脳トレなどしながら、地域の方同士交流をしています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.20　団体名 島上ぴんしゃん元気の出る体操の会 結成年月日 S23.4.18

登録者数/活動者数 20/10 会員の主な年代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
（島上農村環境改善センター）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.21　団体名 消費生活サポーターつばめ 結成年月日 H29

登録者数/活動者数 5/5 会員の主な年代 50代 60代

活動場所 老人関係施設 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.22　団体名 若年性認知症サポートセンタースワロー 結成年月日 H28.4.1

登録者数/活動者数 11/11 会員の主な年代
30代 60代 70
代以上

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月１回

主たる活動内容

No.23　団体名 絵手紙水仙会 結成年月日 H16.2.1

登録者数/活動者数 6/6 会員の主な年代 70代以上

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月１回

主たる活動内容

いつまでも元気なからだで楽しく生きたいというみんなの願いで、笑いながら元
気の出る体操をしてからだを動かすことの楽しさをしってもらうことを目的にす
る。

消費生活に関する情報提供、アドバイス、悪質商法や特殊詐欺被害防止の出前講
座の講師などの活動を行っています。

毎月第一土曜日に燕市市民交流センターでオレンジカフェの開催。
年4回、日本音楽健康協会が認定する「健康カラオケサポーター養成講座」の開
講。
年2回、カラオケクラブとの「歌まつり」の開催など

介護施設2カ所に毎月絵手紙を届けています。技能向上を図るため日々練習して
います。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.24　団体名 水中ウォークマーメイドクラブ 結成年月日 H19.9.1

登録者数/活動者数 49/49 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（燕庁舎3階）

活動回数 月6回

主たる活動内容

No.25　団体名 赤十字安全奉仕団燕市分団 結成年月日 S42.12.1

登録者数/活動者数 75/50 会員の主な年代
40代 50代 60
代 70代以上

活動場所 屋外・地域 活動回数 月１回

主たる活動内容

No.26　団体名 たっしゃらかね 結成年月日 H19.7.1

登録者数/活動者数 15/4 会員の主な年代 70代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（小中川集会所、小古津新集会所）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

名称：水中ウオーク　マーメイドクラブ
活動内容：高齢者の健康維持を目的にした運動グループ
①水中運動…水中で運動することにより、体重は1/10に負荷は600倍に値する
と言われています。腰や膝に負担をかけずに筋力を鍛えることが出きます。
②レインボー体操及びコンディショニング…高齢になっても自分の事は自分でで
きるように健康寿命を維持できることを目的に筋肉を鍛え体調を整えています。
活動日：①毎週水曜日、PM１：３０～２：３０　B&Gプール
②毎月、第1・３月曜日、AM９：３０～１１：００　燕庁舎3階
会費：月2,000円（6ヶ月全納）
講師：新潟医学協会事業社

1．災害発生時の救助奉仕活動
２．事故を防止するための事業
３．救急法、水上安全法の普及啓発、指導と技術向上のための訓練
４．その他必要な事業

１．口の体操　２．口の体操　3．口の体操　４．いっぱい笑うこと
５．おしゃべりすることでの脳トレになること　６．集会所まで歩くことで足の
リハビリになる　７．歩くのが大変な方は家族が送ってくれるようになり協力し
てもらえるようになりました。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.27　団体名 サロン竹の子会 結成年月日

登録者数/活動者数 0/8 会員の主な年代 70代以上

活動場所 屋外・地域 活動回数 月１回

主たる活動内容

No.28　団体名 長寿福祉課　認知症の人と介護者のつどい 結成年月日 H28.4.1

登録者数/活動者数 15/0 会員の主な年代 50代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.29　団体名 燕語りの会 結成年月日 H19.10.1

登録者数/活動者数 10/10 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所
活動対象者の自宅
（いきいきサロンなど）

活動回数 年１０～２０回

主たる活動内容

無理をせず、スタッフ８名少ない資金で活動をしています。上諏訪・文京町・向
陽の三町内で仲良くして自治会から貴重な助成金を頂き自由参加で月一回楽しい
催しを行っています。スタッフで１２回の行事を考えるのに苦労します。大勢の
参加者を募るためには何をやったら楽しんでもらえるのかなあ

認知症の事で分からないこと、誰かと話してみたい、聞いてみたいことなど同じ
ような体験、経験を持つ人たちが自由に思いを話し合う場です。その中から自分
らしく暮らし続けていく為のヒントを見つけていける場所です。申し込み参加費
不要、お気軽にお越しください。

図書館主催の語りの講座を受講後に有志で立ち上げた会であり、年４回３か月ご
とに学習会を開き（会場は吉田産業会館）研修している。その研修をもとに年２
回、ご披露の会を開いている。（会場は吉田産業会館、画廊遊童）その他地域の
茶の間、小学校、保育園にもボランティアで語らせてもらっている。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.30　団体名 燕市手話サークル愛 結成年月日 S57.7.1

登録者数/活動者数 30/30 会員の主な年代 50代

活動場所
老人関係施設
（老人福祉センター）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.31　団体名 一般社団法人燕三条青年会議所 結成年月日 H9.8.1

登録者数/活動者数 77/77 会員の主な年代 30代

活動場所
屋外・地域
（燕三条エリア）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.32　団体名 燕市民生委員児童委員協議会 結成年月日 H18.4.1

登録者数/活動者数 125/125 会員の主な年代 60代

活動場所
屋外・地域
（燕市全域）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

燕市手話サークル愛では燕市聴覚障がい者協会と一緒に手話を学びながら生活や
行事などの情報交換をしています。
年齢層の幅広く２０代から８０代まで楽しく交流しています。燕市の地域行事へ
の参加、小学校に行き手話体験の講師、新潟県ろう協の行事などにも参加し交流
を深めています。

燕三条青年会議所は、県央地域に明るい豊かな社会を築くためにまちづくり事業
やひとづくり事業を通じて社会に奉仕、貢献する活動を行う団体です。

（１）地区民児協の連絡調整に関すること
（２）社会福祉の調査研究、資料の収集、情報交換等に関すること
（３）研修及び行事の実施に関すること
（４）関係機関、団体等との連絡提携に関すること
（５）その他、協議会の目的達成に必要な事業

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.33　団体名 燕市肢体不自由児者父母の会 結成年月日 S37.11.1

登録者数/活動者数 19/19 会員の主な年代 60代

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.34　団体名 燕市日之出町自治会 結成年月日 S37.1.1

登録者数/活動者数 487/0 会員の主な年代 全年代

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.35　団体名
重度心身障害児育児サークル
つうぃんくる

結成年月日 H27.11.7

登録者数/活動者数 24/8 会員の主な年代 30代 40代

活動場所 屋外・地域 活動回数 月１回

主たる活動内容

会員相互のふれあいをモットーに社会的視野を広め、会員の福祉増進と自立向上
に資する福祉問題の改善に努めています。
新潟県肢体不自由児・者父母の会および関連団体が実施する行事に参加したり会
員相互の親睦研修を行っています。

日之出町自治会は、地域住民相互の連絡、地域環境の整備、福祉の向上や住民の
親睦などの地域の共同活動を行うことにより、住民が生活しやすい地域を作るこ
とを目的にしています。

私たち「つうぃんくる」は重症心身障害児とその家族同士、地域での身近な相談
相手や語り合える仲間づくりを支援し、育児負担感の軽減のために交流の場を設
ける活動を行っています。地域に活動を知ってもらい、支援の輪を広げて住みよ
いまちづくりを目指します。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.36　団体名 つばめアレルギーっ子クラブ 結成年月日 H28.7.1

登録者数/活動者数 15/0 会員の主な年代 40代

活動場所
児童関係施設
（こどもの森）

活動回数 年１～５回

主たる活動内容

No.37　団体名 燕地区保護司会 結成年月日 S30

登録者数/活動者数 38/38 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所 会員の自宅 活動回数 週２～３日

主たる活動内容

No.38　団体名 点訳ミモザの会 結成年月日 S57.4.1

登録者数/活動者数 9/6 会員の主な年代 50代 60代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月１回

主たる活動内容

No.39　団体名 灯台の会 結成年月日 H4.4

登録者数/活動者数 27/20 会員の主な年代 60代

活動場所
老人関係施設
（太陽の園、さわらび、みなみよしだ）

活動回数 年１～５回

主たる活動内容

更生保護に取り組むとともに、社会を明るくする運動、再犯防止のための活動を
推進している。

点字カレンダーの作成、郵送。時事週報の作成、郵送。点字希望に応えるプライ
ベートサービス、学習会での研鑽。

潤いのある社会の構築を目指し活動を行う。
花壇づくり、廃油石鹸つくり

私たち「つばめアレルギーっ子クラブ」は食物アレルギーを持つこどもの保護者
の会です。おしゃべり会では、食物アレルギーでの悩みや経験談などの情報交換
をしています。また、災害時のアレルギー対応など、防災に関する勉強会なども
行っています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.40　団体名 和む会 結成年月日 H10.5.1

登録者数/活動者数 12/4 会員の主な年代 70代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（太田ふれあい館）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.41　団体名 なかよしサロン渡部 結成年月日 H15.7

登録者数/活動者数 11/11 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.42　団体名 燕音声訳〝七色の会″ 結成年月日 H27.9.1

登録者数/活動者数 14/13 会員の主な年代 60代

活動場所 会員の自宅 活動回数
月２回　４～５
日

主たる活動内容

No.43　団体名 西燕婦人会　みすみ会 結成年月日

登録者数/活動者数 0/0 会員の主な年代 70代以上

活動場所
老人関係施設
（つばめ福祉会関係施設）

活動回数

主たる活動内容

毎月いろんな料理、デザートが食べられるので楽しみにして参加していると会員
の方からは評判がいいです。

地域の高齢者の閉じこもりや介護予防を目的に楽しく交流し仲間づくりを支援す
る。

視覚に障がいのある方、文章の読みずらい方に、文字・図・表・写真などを読ん
で声にして伝える活動です。
主な活動は「広報つばめ」を音声訳し、パソコンで録音、それをCDにする作業
を行っています。毎号燕市の公式ホームページでも聞くことが出来ます。

燕市内老人施設で繕い物や喫茶のお手伝い。会員の健康維持とコミュニケーショ
ンを図る。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.44　団体名 新潟ヘルプマーク普及ネットワーク 結成年月日 H30.10.1

登録者数/活動者数 3/3 会員の主な年代 50代

活動場所 公民館や地域公共施設 活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.45　団体名 花咲かでんでん（むし） 結成年月日 H19.4.1

登録者数/活動者数 5/5 会員の主な年代 60代

活動場所 老人関係施設 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.46　団体名 ハンド*アロマ 結成年月日 H25.11

登録者数/活動者数 18/10 会員の主な年代 40代 50代

活動場所
障がい児・者関係施設
（はばたき）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

災害・緊急時や日常生活で、外見からは分からないけれど困った時など援助や配
慮が必要な人がつける「ヘルプマーク」
支援内容を記載する「ヘルプカード」の周知・普及を広めるために、公共機関で
のポスター掲示や講演会や福祉イベント等々のブースで全国ヘルプマーク普及
ネットワーク作成の手帳型ヘルプカードの説明と配布活動。

「燕市を元気なまちにしたい」という目線で地域のふれあいサロンを中心に劇団
活動をしている。

高齢者、障がい者、子育て中の家族を対象とした「アロマハンドトリートメン
ト」

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.47　団体名 ハンドメイドBOOKの会 結成年月日 H21.4.1

登録者数/活動者数 3/3 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所 会員の自宅 活動回数

月1回打ち合わ
せ、年に2～3回
作品展示　作品
作りは自宅で活
動

主たる活動内容

No.48　団体名 はっぴーズコミュ子育てサロン 結成年月日 H19.10.1

登録者数/活動者数 15/10 会員の主な年代 30代

活動場所
公民館や地域公共施設
（すくすく）

活動回数 週１回

主たる活動内容

No.49　団体名 花CLUB 結成年月日 H27.8.31

登録者数/活動者数 12/3 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容
「ハーブティーでホット一息！お花の好きな人が集まる会です」簡単なアレンジ
メントや小物づくりなどおしゃべりしながら楽しみましょう。季節に合わせたオ
リジナルハーブティーをご用意してお待ちしています。

燕市内で子育てをする親や家族、子育てに関わる人々に対して子育て支援や児童
の健全育成に関する事業を行っています。地域の子育て力向上をサポートとしま
す。

乳幼児向けに布で作った絵本、タペストリー、エプロンシアター、パペット、お
もちゃなどを作り希望者に提供しています。
月に1回第2水曜日13：30～１５：３０　老人福祉センターで活動していま
す。作品作りは主に自宅でしています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.50　団体名 白山町みんなの食堂 結成年月日 H30.4.1

登録者数/活動者数 10/9 会員の主な年代
40代 50代 60
代 70代以上

活動場所
児童関係施設
（白山町児童館）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.51　団体名 バーベナの会 結成年月日 S63.4.1

登録者数/活動者数 18/16 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.52　団体名 パソコンサークル一笑会 結成年月日 H10.10.1

登録者数/活動者数 22/20 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 週１回

主たる活動内容

食を媒体にした地域のつながりと居場所づくりを目的にする。

交差点の花壇の植栽と雑草取りで道路を通行する皆さまに気分よく安全にしてい
く。美しい花を見ると笑顔になれます。

仲間づくりを通じた高齢者のパソコンサークル活動の中でパソコン技術の習得を
実行しています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/

16



燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.53　団体名 ひまわりクラブ 結成年月日 H27.2.1

登録者数/活動者数 5/5 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.54　団体名 ひまわり会 結成年月日 Ｈ１６.4

登録者数/活動者数 60/8 会員の主な年代 70代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（横田区民会館）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.55　団体名 飛燕メサイア合唱団 結成年月日 H17.5

登録者数/活動者数 18/18 会員の主な年代 50代

活動場所
公民館や地域公共施設
（燕市文化会館）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

ひまわりクラブは、レインボー体操やスクエアステップを中心に６０代～８０代
の方が生涯現役の体づくりを行っています。見学、体験など大歓迎です。仲間づ
くり、自分のために、１歩を踏み出してみませんか？

高齢者健康づくり
地域の協力スタッフ（ボランティア）の方の協力を得て実施、お年寄りから健康
に過ごしていただき長寿社会を支える役割を考えています。月１回の集まり、軽
体操から始まり雑談では人と人との絆が見られる。又月を替え１年生から６年生
までが課外授業で訪問してくれる。お年寄りと一緒に色々な遊びをする。新しい
遊びは、教えてもらい。昔の遊びはお年寄りが教えてあげる。その一体間は何と
も温かさを感じます。
・はな広場のバスが送迎してくれます、スタッフの送迎がなくなり安心です。

県央地域でオラトリオ「メサイア」を歌い続けたいと結成した団体です。この
曲、誰もがメロディーを担当でき、達成感や満足感も高い合唱曲の最高峰です。
また、現在「メサイア」以外の日本の曲も練習しています。毎回、楽しみながら
一生懸命に練習しています。気軽に覗きに来てくださいね。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.56　団体名
障がい児の地域生活支援を求める会
ぴゅあ・きっず

結成年月日 H20.4.1

登録者数/活動者数 25/15 会員の主な年代 40代

活動場所
障がい児・者関係施設
（はばたき）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.57　団体名 フットMOON 結成年月日 H21.4.1

登録者数/活動者数 17/16 会員の主な年代 60代

活動場所
老人関係施設
（さわたりの郷他）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.58　団体名
富士通フロンテック
新潟工場

結成年月日

登録者数/活動者数 420/120 会員の主な年代
20代 30代 40
代 50代 60代

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

障害がある子の親の会です、主に燕市在住の方で保育園の子から成人の子まで年
代が幅広く、発達障がい、自閉症、ダウン症など、障がいも様々です。一人で悩
まずに何でも話し合い、仲間づくりをしています。

福祉施設、子育てサロン、地域のサロンなどで定期的にフットセラピーの施術ボ
ランティアをしています。フットセラピーの活動を通じて、高齢者・子育て中の
ママ達、地域の方々とのつながりもでき、喜んでいただいてます。

１．「みなみ親水公園」の草取り、清掃活動…毎年６・８月に協力会社を含め２
００人規模で実施
２．行政官割の「春日町交差点花壇」の花植えボランティア…毎年４月～９月頃
まで１０数名で実施
３．ペットボトルキャップ回収によるNGOへの寄附
４．BOOKMAGIC（古本、CD等回収）によるNPOへの寄附
５．新潟県「みどりの募金活動」への寄附
６．ボランティア・市民活動大交流会への参加

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.59　団体名 ふれあい体操 結成年月日 H29.4

登録者数/活動者数 7/7 会員の主な年代 50代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
（ふれあい会館）

活動回数 週１回

主たる活動内容

No.60　団体名 分水マジック愛好会 結成年月日 H15.6.1

登録者数/活動者数 4/4 会員の主な年代 70代以上

活動場所
老人関係施設
（特養・デイサービス・ショートステイ）

活動回数 4人で5日間

主たる活動内容

No.61　団体名 ぷれジョブ・ひまわり 結成年月日 H23.4.1

登録者数/活動者数 0/69 会員の主な年代 40代

活動場所 屋外・地域 活動回数 週１回

主たる活動内容

・支援を必要とする子どもたちを対象としたお仕事体験を通して、1週間に1
回、1時間の活動を半年間行います。
地域にある事業所にご協力いただき、子どもたちがやってみたい、また、できそ
うなお仕事を体験してます。活動は、地域のジョブサポーターと一緒に行い、サ
ポートしてもらいます。
子どもたちの「働く」ことへの喜びが生まれ、社会性が育ち、自分に対する自信
が深まります。
また地域の方々の障がい者理解がすすみ、地域の大人が、地域でこどもを育てる
喜びを分かち合うことができます。地域にたくさんの知り合いが増えます。そし
て、障がいのあるなしにかかわらず、地域の人たちのつながりが広がり、誰もが
暮らしやすいあたたかな地域づくりを目指し活動しています。

福祉、ボランティア活動への積極的な参加を行い、地域住民への娯楽の提供を図
る。
新しいマジックの研究、開発及びマジック知識、技術の向上を図る。

介護予防の体操

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.62　団体名 ほっとサロン吉田 結成年月日 H25.4.1

登録者数/活動者数 2/2 会員の主な年代 50代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月１回

主たる活動内容

No.63　団体名
ボランティアヘルパー
「まごの手」

結成年月日 H14.4.1

登録者数/活動者数 10/10 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所
老人関係施設
（分水の里）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.64　団体名 みのり会 結成年月日 H23.4.1

登録者数/活動者数 4/4 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所
老人関係施設
（老人福祉施設、老人ホーム等）

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

在宅で家族の介護をしている方を対象にサロンを開催。同じ立場の方同士、お
しゃべりや年2回の食事、年1回の日帰り温泉などを通してリフレッシュしても
らうことを目的にしている。第一月曜日13：00～16：00、燕市民交流セン
ター　参加費　無料（食事、温泉は除く）

地域における福祉活動への参加

私達みのり会は計４人で活動しています。高齢になり人員も足りないのが悩みで
す。活動内容は民謡を中心に太鼓や三味線など、その他ナツメロなど昔の歌など
歌って喜ばれています。活動場所は主に老人福祉施設などでやっています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.65　団体名 みつば会 結成年月日 H12.5.1

登録者数/活動者数 23/10 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（分水桜町公会堂）

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.66　団体名 みどり 結成年月日 H19.4.1

登録者数/活動者数 9/7 会員の主な年代 60代

活動場所
老人関係施設
（さわたりの郷）

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.67　団体名 みんなともだち 結成年月日 H24.1.1

登録者数/活動者数 17/15 会員の主な年代
40代 50代 60
代

活動場所
老人関係施設
（サロン）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

花見、紅葉見学、ゲーム大会、保健師による健康相談など包括支援センター、分
水の里の職員から講演会

学校、福祉施設などでガーデニング活動をしています。緑や花に親しみながら、
児童、生徒、地域の方々と交流を図り無理のない楽しい時間を共に過ごします。

電気も電池もいらない。いつでもどこでもだれとでもコミュニケーションがとれ
るボードゲーム「カロム」。基本は「おはじき」正確に指ではじく技術が必要で
すがお年寄りも簡単にできるゲーム。おじいちゃんと孫が一緒に遊べるゲームで
す。いろんな世代の人たちが一緒に遊び、笑い、話せるコミュニケーションを一
緒に楽しみましょう。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.68　団体名 傾聴ボランティア「ゆう＆あい」 結成年月日 H21.4.1

登録者数/活動者数 17/16 会員の主な年代 60代 70代以上

活動場所
老人関係施設
（吉田愛宕の園等10カ所）

活動回数

月10カ所の高齢
者福祉施設を各
1回づつ訪問、
個人宅を4か
所、月1回づつ
訪問

主たる活動内容

No.69　団体名 要約筆記つばめ 結成年月日 H14.4.1

登録者数/活動者数 14/14 会員の主な年代 40代 50代

活動場所
公民館や地域公共施設
（吉田公民館・燕市民交流センター）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.70　団体名
（燕市）
吉田手話サークルふれあい

結成年月日 H6.1.24

登録者数/活動者数 30/15 会員の主な年代 50代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 週１回

主たる活動内容

「私の話をきいて欲しい」という方の為に、心に寄り添ってお話しをお聴きする
活動です。会のメンバーは「傾聴ボランティア養成講座」修了者です。傾聴とい
う聴く技術が人間関係をより良くすることを願い活動しております。初心者の方
でも活動に興味のあるかた、又利用されたい方は是非お知らせください。

聴覚に障害のある方に、講演会や会議などの話の内容をその場で書いたり、スク
リーンに映して読んで内容を理解していただく文字通訳です。聞こえない人、聞
こえにくい人も、健聴者と同じように情報を得ることができ、社会の中で安心し
て生活ができるように「音や声のバリア」をなくすための活動を行っています。
また、年に数回障害のある方たちとの交流会も開いています。

手話を通して、聴覚障がい者と交流できるように、手話の学習や聴覚障がい者を
理解するために交流会の機会を多く持つようにしている。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.71　団体名 幼児読み聞かせの会 結成年月日 S.62.4.1

登録者数/活動者数 6/6 会員の主な年代
30代 40代 70
代以上

活動場所
公民館や地域公共施設
（吉田図書館、児童館わらべ）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.72　団体名 燕市吉田手をつなぐ育成会 結成年月日 Ｓ.38.6

登録者数/活動者数 54/0 会員の主な年代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
（ふれあいセンター）

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.73　団体名 燕地区老人クラブ連合会 結成年月日 S41.11.20

登録者数/活動者数 1343/0 会員の主な年代 70代以上

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容
老人クラブ連合会は地域づくりに寄与していく事を目標に活動の輪を広げ、明る
く活力のある事業を行っています。老人クラブの三大運動の推進を図る。健康づ
くり活動、友愛活動、奉仕活動

吉田手をつなぐ育成会は知的障害者の親子が集まり活動している会です。年間行
事は、相談、勉強会、親子で楽しめる会の開催です。行事を通じ、地域での知り
合いを作り、また社会のマナーを学び、余暇の使い方などを学習しています。毎
年繰り返し同じ行事を行っていますが、会員親子の皆さまは毎回楽しみに参加し
ており、作業所とは別のつながりが広がっています。

毎月第1、３、土曜日、吉田図書館で11：00～11：30まで幼児、小学生（低
学年）を対象におはなし、紙芝居、絵本の楽しさを知ってもらいたいと読み聞か
せをやっています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.74　団体名 吉田地区老人クラブ連合会 結成年月日 Ｓ３９．４．

登録者数/活動者数 1310/0 会員の主な年代 70代以上

活動場所 屋外・地域 活動回数 週４～６日

主たる活動内容

No.75　団体名 分水地区老人クラブ連合会 結成年月日 Ｓ３９．４．

登録者数/活動者数 1117/0 会員の主な年代 70代以上

活動場所
老人関係施設
（分水健康福祉プラザ・分水福祉会館）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.76　団体名 朗読ボランティアあじさい 結成年月日 H20.4.1

登録者数/活動者数 7/3 会員の主な年代
50代 60代 70
代以上

活動場所
その他
（市内保育園、立正保育園）

活動回数 月１回

主たる活動内容

吉田地区内の23老人クラブの連合体です。各老人クラブの独自性を尊重しなが
ら、高齢者が心身ともに健康で充実した日々をすごせるよう「シニアセンターよ
しだ」を活動拠点として書道教室、登山教室等２６の「生きがい教室」を開催し
ているほか、熟年成人式、老人スポーツ大会、ふれあい弥彦山登山、文化祭、ふ
れあい芸能まつり等を行っています。

分水地区老人クラブの会員相互の親睦及び会員の健康増進、教養を図るとともに
知識と経験を活かし、社会に貢献する社会福祉活動を行っている。

朗読ボランティアあじさいは会員7名、現在3名で主に市内の保育園への毎月1回
程度絵本などの読み聞かせを行っています。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市ボランティア連絡協議会登録団体

No.77　団体名 バラエティハウス（笑い療法士） 結成年月日 H22.4.1

登録者数/活動者数 8/8 会員の主な年代 60代

活動場所
老人関係施設
（つばめの茶の間など）

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.78　団体名 フラワーサークル向日葵 結成年月日 H29.10

登録者数/活動者数 6/1 会員の主な年代
20代 50代 60
代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 週１回

主たる活動内容
お花を通して豊かな感受性と自己表現の能力を引き出して、知性・道徳性・美的
感覚・共感性などを育むことを目標としています。

笑いの健康効果の話（笑い療法士）高齢者の生きがい健康づくり（健康生きがい
づくりアドバイザー）の話をします。その他民謡やナツメロ、手踊り、レクダン
ス、落語の読み聞かせ、踊りグループ、紙芝居など要求に応じて楽しんでいただ
きます。

詳しく情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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№ 団体名称 頁 № 団体名称 頁

1 特定非営利活動法人 分水さくらを守る会 1 21 燕三条ラーメン王国 7

2 ＮＰＯ　ＢＡＫＫＡ舎 1 22 ふれあいフォーラム実行委員会 8

3 特定非営利活動法人アビリティ燕 1 23 れっつばめ(つばめ若者会議） 8

4 特定非営利活動法人信濃川大河津資料館友の会 2

5 NPO法人骨髄バンク命のアサガオにいがた 2

6 特定非営利活動法人すまいる 2

7
NPO法人ジャパンパラダンススポーツ協会
日本車いすダンススポーツ連盟新潟県支部 3

8 NPO法人雀新会 3

9 特定非営利活動法人ネットワークみどり緑 3

10 NPO法人ねっとわーくエプロン 4

11 特定非営利活動法人ＵＤ２１にいがた 4

12 特定非営利活動法人リカバリー燕 4

13 NPO法人ロボコンジャパン 5

14 粟生津地区協議会 5

15 燕第一地区まちづくり協議会 5

16 燕第二地区まちづくり協議会 6

17 分水小学校区まちづくり協議会 6

18 吉田南地区協議会 6

19 燕北地区まちづくり協議会 7

20 太鼓道場 分水 7

掲載団体一覧Ⅱ（燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体）



燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.1　団体名
特定非営利活動法人
分水さくらを守る会

結成年月日
法人平成17年2
月10日

登録者数/活動者数 187/50～80 会員の主な年代
30代 40代 50
代 60代 70代
以上

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.2　団体名 ＮＰＯ　ＢＡＫＫＡ舎 結成年月日 H22.4.1

登録者数/活動者数 15/7 会員の主な年代 60代

活動場所
その他
(要請があれば活動場所は様々、研修会など
は公民館)

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.3　団体名 特定非営利活動法人アビリティ燕 結成年月日 H21.4.1

登録者数/活動者数 29/28 会員の主な年代 40代 50代

活動場所
屋外・地域
(畑作業)

活動回数 毎日

主たる活動内容

分水地域の美しい自然、歴史的、文化的な「さくらの里」「良寛の里」の遺産を
未来に継承するため、多くの地域住民のご賛同をいただき、大勢のボランティア
の力を結集して、「万本さくらの推進」「さくらの管理」「緑化の推進」「花の
里づくり」など貴重な自然環境を守るためのボランティア活動を推進していま
す。

大型紙芝居と腹話術を中心とした講（口）演と子育てや児童関係施設や老人関係
施設、保育園等へ訪問して関わりを持ち、笑顔をあふれるまちにしたいという活
動目的

・地域に根ざして働くことを通して自立を目指し、元気な心と体を育成し、社会
とつながり地域を共有します。
・障害者総合支援法に基づき、誰もが住み慣れた地域での生活を実現するために
障害がある方に対して総合的な支援を行います。
・この制度の中でアビリティ燕が行っているサービスは「就労移行支援」「就労
継続支援Ｂ型」の多機能事業所「共同生活援助（グループワーク）」「相談支援
事業」となります。

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.4　団体名
特定非営利活動法人信濃川大河津資料館友
の会

結成年月日 H23.11.21

登録者数/活動者数 193/30 会員の主な年代 70代以上

活動場所
その他
(信濃川大河津資料館)

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.5　団体名 NPO法人骨髄バンク命のアサガオにいがた 結成年月日 H20.12.1

登録者数/活動者数 48/29 会員の主な年代 50代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月１回

主たる活動内容

No.6　団体名 特定非営利活動法人すまいる 結成年月日 H20.2.6

登録者数/活動者数 15/12 会員の主な年代 50代 60代

活動場所
障がい児・者関係施設
(ケアホームにっこり)

活動回数 毎日

主たる活動内容

信濃川や大河津分水に関し研究し資料情報の交換を行っています。地域のみなさ
んもご参加いただける楽しいイベントや川に関する場所などを見学に行く「河川
探訪バスツアー、各種講座、講演会を企画し実施しています。

白血病などの血液疾患の患者さんに対し、有効な治療法である骨髄移植を行うた
めドナーになってくださる方を一人でも多く登録してもらえるように呼びかけ
る。
また命の大切さを意識してもらうため「命のアサガオ」の種を県内の小学１年生
に贈り、アサガオを育て、種をつなげていく。

知的障害児をもった親達が作り上げた団体、法人です。主に分水地区に在住の重
度の知的障害児が高等部卒業後の活動の場所を提供する為に、当法人は障害者地
域活動支援センター「すまいる分水」を運営しています。
又、知的障害者の住いの場である指定障害福祉サービス事業のグループホーム
「ケアホームにっこり」も運営しています。

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.7　団体名
NPO法人ジャパンパラダンススポーツ協会
日本車いすダンススポーツ連盟新潟県支部

結成年月日 H6.4.1

登録者数/活動者数 13/13 会員の主な年代
30代 60代 70
代以上

活動場所
老人関係施設
(つばめ福祉会)

活動回数 週１回

主たる活動内容

No.8　団体名 NPO法人雀新会 結成年月日 H20.10

登録者数/活動者数 19/3 会員の主な年代 50代

活動場所
その他
(雀新会健康麻雀教室)

活動回数 週４～６日

主たる活動内容

No.9　団体名 特定非営利活動法人ネットワークみどり緑 結成年月日 H18.2.24

登録者数/活動者数 35/20 会員の主な年代 60代

活動場所
屋外・地域
(三燕みどりの森公園、国上山ビジターセン
ター周辺、大曲河川公園)

活動回数 週１回

主たる活動内容

毎週日曜日に燕市吉田ふれあいセンター３階で車いすダンスの練習および講習又
つばめ福祉会に月１回の訪問活動をしています。

純粋な競技としての麻雀（健康麻雀）の普及活動を通じ、高齢者と若年者のコ
ミュニティの構築、健康の増進等を図ると共に麻雀の社会的イメージを浄化する
事を目的にしています。

市民の力で手づくりした自然豊かな三燕みどりの森を拠点として、8月に昆虫教
室、9月にアウトドア体験教室など自然の豊かさや自然の中で遊ぶ楽しさを伝え
ています。また国上山の自然を知ってもらい、あわせて自然と食・体（命）のつ
ながりを知ってもらうために、5月と10月に「薬草観察と薬膳料理教室」を開催
しています。

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.10　団体名 NPO法人ねっとわーくエプロン 結成年月日 H10.4.1

登録者数/活動者数 21/7 会員の主な年代
40代 50代 60
代

活動場所 屋外・地域 活動回数 週４～６日

主たる活動内容

No.11　団体名 特定非営利活動法人ＵＤ２１にいがた 結成年月日 H18.8.8

登録者数/活動者数 15/0 会員の主な年代 60代

活動場所
その他
(ウィルアシスト展示場)

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.12　団体名 特定非営利活動法人リカバリー燕 結成年月日 H25.3.13

登録者数/活動者数 25/0 会員の主な年代 60代

活動場所
障がい児・者関係施設
(caféさんぽ道・地域活動支援センター)

活動回数 週４～６日

主たる活動内容

障がいを持つ当事者が、一人の社会人として自分の意思で自立した日常生活・社
会生活を楽しく送ることができるよう支援します。当事者がスタッフの支援を得
ながらcaféさんぽ道の仕事（社会参加）をしたり、気軽に立ち寄っていただ
き、相互交流を深めるための居場所としてご利用いただきます。また、当事者や
ご家族からの相談をお受けし、関係機関にお繋ぎします。

地域住民が互いに支え合って安心して暮らせるお手伝いをするために
・イキイキサロンの手伝い・家事援助、院内介助・事務所の一角を喫茶室とし
しゃべり場を提供

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.13　団体名 NPO法人ロボコンジャパン 結成年月日 H22.10.20

登録者数/活動者数 22/22 会員の主な年代 40代

活動場所 燕市民交流センター 活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.14　団体名 粟生津地区協議会 結成年月日 H13.7

登録者数/活動者数 0/0 会員の主な年代
40代 50代 60
代

活動場所 屋外・地域 活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.15　団体名 燕第一地区まちづくり協議会 結成年月日 H17.11.27

登録者数/活動者数 10911/88 会員の主な年代 60代
活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

2006年燕三条青年会議所主催のもとロボコンは始まった。2011年からはＮＰ
Ｏ法人ロボコンジャパンが引き継ぎ運営を行っている。燕三条地域、新潟市、長
岡市の小学生1年生～6年生を対象に毎年約250名の児童が参加、ロボットキッ
トを作成、教室で親子一緒に作成し各地域での予選大会、そして最後決勝大会が
行われる。親子の絆、ものづくりの楽しさを知ってもらう。

粟生津小学校区に居住する住民が豊かで潤いのある地域コミュニティを構築し、
安全・安心で誰もが住みよい地域にしていくため、伝承行事の塞の神や粟生津ま
つり、青少年健全育成のための行事、支え合い活動、長善館の講義体験と学習発
表会、老人会と保育園児のかるた大会、下校時の安全パトロール、地元企業視
察、合同避難訓練、広報誌発行など、地域全体の交流を深め住みよいまちづくり
を目指しています。

燕第一地区区域内の住民の自治意識の高揚を図り、住民と行政の協働のまちづく
りを進め、思いやりの心を育て、連帯感を持った住みよい環境づくりと安心して
気持ちよく暮らすことができる特色ある地域づくりを推進することを目的とす
る。具体的事業としては、みんなで作る案山子勢揃い、防災訓練、防犯パトロー
ル、地域交流事業、つばめっ子かるた大会、広報誌の発行その他

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.16　団体名 燕第二地区まちづくり協議会 結成年月日 Ｈ１８．２

登録者数/活動者数 0/0 会員の主な年代

活動場所 屋外・地域 活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.17　団体名 分水小学校区まちづくり協議会 結成年月日 H18.8.23

登録者数/活動者数 8721/92 会員の主な年代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
(分水福祉会館)

活動回数 月２～３回

主たる活動内容

No.18　団体名 吉田南地区協議会 結成年月日 H17.8.9

登録者数/活動者数 34/59 会員の主な年代 60代

活動場所 屋外・地域 活動回数 週１回

主たる活動内容

地域コミュニティの推進を目的に安全で住みよいまちづくりと明るく元気なまち
づくりを推進し、自治意識の高揚及び住民と行政の協働によるまちづくりを行う
ため防災・健康スポーツ、家庭教育、文化活動を実施しています。

当協議会は７部会ありそれぞれの活動を行っております。主な活動の紹介としま
して、「子ども見守りボランティア」「花壇の管理」「福祉の交流会」「認知症
の声掛け訓練」「郷土の歴史講演会」協議会まつりとして「レクリエーション大
会・餅つき大会・ステージ大会」など行っております。また当協議会は、市から
委託事業として「敬老会事業・さくら公園の草取り」や補助事業として「防災講
座や映画の自主上映会」を行う。当協議会は「燕市分水福祉会館」の指定管理を
行っています。

人を育て、人を活かし、人がふれあう、人が助け合うを合言葉に、小学校を中心
とした地域のための活動を行っています。

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.19　団体名 燕北地区まちづくり協議会 結成年月日 H17.11.13

登録者数/活動者数 12/12 会員の主な年代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
(小中川公民館)

活動回数 月１回

主たる活動内容

No.20　団体名 太鼓道場 分水 結成年月日 H25.1.1

登録者数/活動者数 17/0 会員の主な年代 10代以下

活動場所
老人関係施設
(燕市内各施設)

活動回数 週１回

主たる活動内容

No.21　団体名 燕三条ラーメン王国 結成年月日 H22.12.1

登録者数/活動者数 6/2 会員の主な年代 50代

活動場所 屋外・地域 活動回数 年１～５回

主たる活動内容
燕三条ラーメン王国は、地域のたからであるご当地ラーメンを通じて、燕三条地
域の活性化及び郷土愛の醸成を目的とする団体です。

当協議会は、総務部会、環境部会、福祉部会、文化部会の4つの部会でソフト
ウェア夫々活動しています。総務部会はまち協の広報事業と防災事業を主に担当
しております。環境部会では花植え運動とリサイクルを利用とした物つくり運動
を行っております。
福祉部会はレインボー健康教室と今の子供が思っていることをTシャツに書き、
それを一定期間電鉄跡地に展示する「Tシャツアート展」を開催しております。
また、文化部会では、「北国街道ウオーキング」「布草履つくり」地元の児童館
と協働で「もちつき体験」を行っております。いずれの事業も評価いただき継続
事業として実施しております。役員間の意識統一のために原則月１回、役員会を
開催しております。

平成２０年１１月子供太鼓教室としてスタート
平成２５年１月現在の太鼓道場分水となりました。同年５月には燕市イキイキま
ちづくり団体に登録され地域のイベントや福祉施設で演奏し各世代との交流を
図っています

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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燕市内NPO法人、まちづくり協議会、イキイキまちづくり団体

No.22　団体名 ふれあいフォーラム実行委員会 結成年月日 H3.4.1

登録者数/活動者数 42/33 会員の主な年代 60代

活動場所
公民館や地域公共施設
(燕北多目的道場)

活動回数 年６～１１回

主たる活動内容

No.23　団体名 れっつばめ(つばめ若者会議） 結成年月日 H26.1.1

登録者数/活動者数 8/7 会員の主な年代 40代

活動場所 屋外・地域 活動回数 年１～５回

主たる活動内容

年に1回、市民との交流を目的としたふれあいフォーラムを開催しています。
フォーラムのテーマは「環境」「福祉」「交通安全」そして「地域づくり」で
す。ご家族、友人、お誘いあわせてご来場ください。

イベントを通して「燕が好きかも」と思えるきっかけづくりを行っています。ま
た様々なイベントを通して人と人をつなぐ出会いの場であったり、知られざる市
内の魅力的な活動や場所、人の紹介など「まちを知り、人とつながれるきっかけ
の場」を提供しています。

詳しい情報を知りたい方は、燕市社会福祉協議会　電話番号：0256-78-7867
燕市社会福祉協議会ホームページ　http://www.tbm-swc.jp/
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