
№ 分野 団体名　 代表 連絡先 
会員
数

活     動     内     容

1 国際交流 かにえ国際交流友の会 藤田　美保 95-1111 約100

・住民が主体となり国際交流を目的とした活動
・外国人対象の日本語教室では、日常生活に必要
な日本語の指導
・会員や一般の方の参加を募り、講演会や各国料
理の立食パーティなど各種イベント（年６回程度）を
開催し、地域住民の国際理解を深める

2
観光

教養・文化・歴史・芸術
かにえガイドボランティア夢案内人 杉浦　恵子 58-1360 13

・蟹江町の名所や旧跡、歴史や伝統文化を案内
・須成神社・龍照院にて定期公開日ガイドの実施
（毎月18日　午前10時～午後３時　※1～2月は休
み）
・ユネスコ無形文化遺産に登録された須成祭のガイ
ド・ＰＲ
・歴史・文化体験活動を実施して、町の活性化を支
援

3
自然・環境

観光
地域活動（清掃奉仕を含む）

学戸ホタルの会 牧田　日出男 96－2483 35

・環境について考えるきっかけになってもらおうと、
地元住民や学戸小学校PTA・児童・教員で活動
・毎年6月中旬に「ホタル鑑賞の夕べ」を開催。多く
の方が見学にみえる。
・ホタル小屋周辺の清掃及び幼虫飼育のため役員
が水温を週３回確認

4 防災・防犯 かにえ防災減災の会 前田　幸正 95-8042 25
・町内の防災に関する啓発活動
・防災学習会の開催、防災訓練への参加

5 防災・防犯 西之森本田区防犯パトロール隊 後藤　光彦 95-3219 33
・西之森本田区において、徒歩及び青パトによる地
域の防犯パトロール（月５回程度）

6
防災・防犯

地域活動(清掃奉仕を含む)
舟入区防犯パトロール隊 佐藤　豊 95-0339 22

・舟入区全域の見回り活動及び清掃活動　(２回／
月)
・舟入小学校児童下校時の見守り活動　(１回／週)

7 防災・防犯 フクロウ隊 水野　久夫 95-1038 11
・蟹江中学校区において、防犯パトロール及び児
童、生徒下校時に見守り活動

8

スポーツ・レクリエーション・まつ
りなどの

手伝い、防災・防犯、
地域活動（清掃奉仕を含む）

中瀬パトロール隊 澤野　宏 95-9711 29

・中瀬台地区において、防犯パトロール及び児童下
校時の安全パトロール
・町内行事における交通安全指導
・町内行事における協力

9 防災・防犯 ＮＣカニエパトロール隊 冨田　さとみ 96-5824 約50
・ニューシティ蟹江地区において、小学校の通学路
を中心にパトロール（月12回）

10 防災・防犯 学戸小学校区防犯パトロール隊 鬼頭　勝義 95-8450 49

・青色回転灯付パトロール車にて源才コミュニティセ
ンターから学戸小学校及び学戸小学校区内の公園
(１０箇所)を巡回し、児童に「声かけ｣を行う。
(毎週火曜日午後３時４５分～午後４時４５分)

11 防災・防犯 「犯罪はいやよ」の会 服部　幸夫 95-0923 49
・新蟹江小学校区内の町内会において月1回、合同
で防犯パトロール
・週1回、各町内会でパトロール

12 防災・防犯 須成安全パトロール隊 石原　博義 95-9024 31

・須成地区において、毎月16日、隊員全員で徒歩
及び青パトによる防犯パトロール
・毎週金曜日は3名が輪番で青パトによる防犯パト
ロール

13 防災・防犯 かにっこみまもり隊 横江　等 96-1418 13

・蟹江小学校内における不法侵入者の監視及び学
童の安全保護活動(授業のある日に交代で２名配
置)
・月１回、学校長、教頭らとの打合せ会議

14 防災・防犯 新蟹っ子見守り隊 服部　幸夫 95-0923 29
・新蟹江小学校区において、児童の登下校時の見
守り及び学校周辺における声かけ運動

15 防災・防犯 藤丸自主防犯委員会 濱田　憲司 95-7236 27
・地域の防犯パトロール及び児童の下校時に見守
り活動

16
防災・防犯

地域活動(清掃奉仕を含む)
上之町パトロール隊 加賀　由巳 95-0196 20

・１３人～１５人で午後８時から上之町をパトロール
（５と０のつく日の月６回）

17 防災・防犯 源才パトロール隊 鈴木　晃 95-6588 27

・源才区内の安心、安全確保のため毎週土曜日の
夜間に地区内を青色回転灯付自動車(学戸小学校
区パトロール隊と共働)及び徒歩にてパトロールを
実施

蟹江町ボランティア登録団体一覧　　（順不同）

主 管 課　 　　　　　　　蟹　江　町　役　場　　 　　　政　策　推　進　課　　　　　　　　　　　　　　　電話　９５－１１１１

主 管 課　 　　　　　　　蟹　江　町　役　場　　　　　　ふ　る　さ　と　振　興　課　　　　　　　　　　　電話　９５－１１１１

主 管 課　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020.9.1現在
　　蟹江町では、現在会員募集中のボランティア団体を紹介しています。
　　詳細については、団体または主管課にお問い合わせください。

　　　　　　　蟹　江　町　役　場　　 　　　　安　心　安　全　課                        　　    電話　９５－１１１１
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数

活     動     内     容

18 防災・防犯 駅前区自主防犯会 小柳　一達 95-3933 17
・ＪＲ駅前地区において、小学校下校時のパトロー
ルと夜間のパトロール

19 防災･防犯 南蟹江団地自治会 杉谷　卓志 95-9441 20

・南蟹江団地内において、月２回（第２・４土曜日）、
団地内の各班長及び役員の３人体制による団地内
防犯パトロール(午後７時～午後９時、季節による
時間帯の変動あり)

20

スポーツ・レクリエーション・まつ
りなどの手伝い

防災･防犯
地域活動（清掃奉仕を含む）

富吉防犯パトロール隊 後藤　吉樹 95-0314 19

・毎月２回、拍子木と警告灯を用いての防犯・防災
パトロール
・防犯セミナーの開催による住民への防犯意識の
高揚
・キッズセーフティ情報、防犯特報の周知、共有化
による犯罪の未然防止
・毎日、小学生児童の登下校見守り

21 防災･防犯 舟入発展会・防犯パトロール隊 吉田　寿徳 95-6745 15
・舟入地区、宝地区において街路灯の少ないところ
を中心にパトロールを行い、夜のひったくり、痴漢な
どの防犯につとめる。

22 防災･防犯 近鉄蟹江駅前防犯パトロール隊 加藤　俊男 95-1111 12
・月、金の午後２時から午後５時まで近鉄蟹江駅前
防犯ステーションでの駐在、周辺パトロール、道案
内などのコミュニティ活動

23 こども・青少年の支援･育成 蟹江町図書館読み聞かせボランティア
図書館長
鈴木　敬

95-0605 5
・乳幼児、児童を対象に絵本等の読み聞かせを行
う。

24 地域活動(清掃奉仕を含む) 蟹江町図書館書架整理ボランティア
図書館長
鈴木　敬

95-0605 2
・返却資料を書架に戻す。
・書架の整理

25
こども・青少年の支援･育成、

その他(子育て支援)
読み聞かせボランティア

蟹江町保健センター
所長　佐藤　正浩

96-5711 10
・乳幼児とその保護者を対象とした絵本、紙芝居の
読み聞かせ
(４か月児健診及び５歳児健診時に行う)

26 地域活動(清掃奉仕を含む) フィル・ハート
大島　博秋

（事務局長：光田　慎二)
95-1111 約80 ・日光川土手の清掃活動

27 地域活動(清掃奉仕を含む) 蟹江川をきれいにする会 伊藤　峰雄 95-1111 40

・年２回、蟹江川清掃、河川パトロール及び水質調
査を実施し、年間を通じてプランターの設置管理等
を行う。
・年１回、会報「かにえ川」を発行し、河川浄化等の
啓発に努める。

28
こども・青少年の支援・育成

託児・保育、国際交流
防災・防犯

一般社団法人かにえ子ども日本語の
会

代表理事
川崎　直子

メール：
kaniekodo
mo@gmail

.com

10

・蟹江町の保育所及び小中学校に在籍する外国に
ルーツを持つ子どもたちの日本語支援を行う。（月4
回）
・町の委託事業で夏休み宿題教室を毎年開催

29 高齢者支援、その他(傾聴) 傾聴ボランティアふくみみ 大下　まさえ 96-0534 10
・蟹江町内及び大治町内の高齢者施設での傾聴活
動
・月１回定例会で傾聴に関する勉強会の開催

30

高齢者支援、障がい者支援
こども・青少年の支援・育成

スポーツ・レクリエーション・まつ
りなどの手伝い、国際交流

かにえボランティアサークル 山口　道子 96-2940 34
・障害者支援、高齢者支援、青少年の育成
・介助、書道、点字、音訳、手話、朗読、福祉バ
ザー等

31 防災・防犯
愛知手伝隊　ＮＰＯボランティア希望の
木

中井　喜市
070-5337-

5292
15

・地震・災害の対策としての家具等の固定・移動等
の広報・推進及び工事のお手伝い活動

32 その他 ボランティアセンター
社会福祉協議会

事務局長
岡村　智彦

96-2940

　個人
38

　団体
32組

・ボランティア活動に関心のある方とボランティアの
援助を必要とする方や施設などとの橋渡しをするこ
とで誰もが安心して暮らせるまちづくりのお手伝い
・ボランティアに関する問い合わせも受付ける。

33 高齢者支援 朗読勉強会「言の葉」 伊藤　久恵 95-4648 67
・高齢者施設での読み聞かせ、紙芝居（カリヨン１
Ｆ・２Ｆ、しょうぶ会へ月１回ずつ）
・読み聞かせのための勉強会の開催

主 管 課　 　　　　　　　蟹　江　町        　　　　　　　図　書　館                　　        　　　　　　　 電話　９５－０６０５

主 管 課　

主 管 課　 　　　　　　 蟹　江　町　　社　会　福　祉　協　議　会                        　　          　　 電話　９６－２９４０

主 管 課　

　　　　　　　蟹　江　町　役　場　　 　　　 健　康　推　進　課                        　　      電話　９６－５７１１

　　　　　　　蟹　江　町　役　場　　 　　　 環　境　課                        　　        　　　　電話　９５－１１１１
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34
こども・青少年の支援・育成

災害支援
非営利団体　ONiGiRi 加藤　裕子

090-5103-
2081

70
・被災地支援活動や子ども食堂の運営を通じて、引
きこもり、自殺、虐待、育児放棄などの問題解決に
向け、明るい社会、明るい未来を作るための活動

35
こども・青少年の支援・育成

災害支援、防災・防犯
地域活動(清掃奉仕を含む)

NPO法人にこにこママネットワーク 髙阪　美帆 96-1466 200

・蟹江西子育て支援センター受託運営
・プレママ・産後ケアサロン受託運営
・ママのための防災セミナー開催
・にこにこママフェスタ開催

36
自然・環境

地域活動（清掃奉仕を含む）
スマイルクリーンズ 秋谷　昌信 95-2181 15

・国道沿いに不法投棄された家庭ゴミ、空き缶、た
ばこの吸殻、プラスチックゴミなどを拾い集め、仕分
けをして、ゴミ専用袋に詰める。
・高架橋下の草刈り

主 管 課　 　　　　　　　蟹　江　町　役　場　　 　　　 土　木　農　政　課                        　　      電話　９５－１１１１


