
ボランティア協力者名簿 
                          (尚、名簿のご氏名は順不同です。) 

高齢者福祉部 

 一人暮らし高齢者食事会 

  民生委員児童委員、主任児童委員、連合福祉部委員、交通安全母の会委員、友愛活動推進委員 
区役所保健師、新橋地域ケアプラザ保健師 

   

 地域おしゃべり会 

  椎名 清一、牧 幸治、榎本 忠二、舩越 みさ子 

 

青少年育成部 

 児童文化教室（座禅・書道展） 

  船田 郁子、大森 香理、菊永 孝記、菊永 由美、工藤 陽子、小林 ゆみ子、竹本 由希子、 

  田中 成子、田渕 清美、寺澤 利恵、富沢 弥生、船田 真己、船田 綾子、古澤 あかね、 
  松村 美由紀、村上 昇、村上 麻紀、持田 和則、持田 恭子、横山 陽子 
 

 新橋自習クラブ（無料塾） 

  朝田 満明、小菅 一郎、佐藤 啓治、朝田 幸子、小松 和子、伊藤 克己、栗田 恭平、 
丸橋 聖司 

 

 ジュニアボランティア新橋 

  舩越 みさ子、小池 節子、大竹 孝子、船田 郁子、舩越 清明、足立 伊千雄、横内 幸枝、 
石岡 靖子、立平 チエ子、筒井 勝大、泉区ボランティアネットワーク、 
泉区主任児童委員有志、泉区内の子育てサロン有志、泉区布おもちゃぐるーぷ、 

泉区ジュニアフレンド有志、いずみ野中学校生徒有志、岡津中学校生徒有志 
 

子育て支援部 

 子育て支援活動（みんなの広場） 

  舩越 みさ子、佐々木 真由美、相澤 進、石岡 靖子、船田 郁子 
 

 講談社全国訪問おはなし隊 

  舩越 みさ子、立平 チエ子、小池 節子、大竹 孝子、船田 郁子 
 

 世代ふれあいサロンしんばし 

  光岡 ウメ、中丸 勢津子、辻 喜代子、小出 チエ子、武子 良子、渡辺 ミヨ、佐々木 真由美、 

舩越 みさ子、竹ノ内 省吾、丹羽 猛、荻原 捷子、飯山 玲子、山口 彩子、小池 節子、 
田渕 清美、船田 郁子、横内 幸枝、藤巻 美代子 

 

気軽にサロン 

立平 チエ子、小久保 志津代、小松 和子、江田 典子、渡辺 富美子、竹ノ内 省吾、 

丹羽 猛、筒井 勝大 

 

 コミュニティしんばし食堂   

  伊東 容子、山口 絢子、篠塚 三美子、河合 留美子、山中 幸子、荻原 捷子、舩越 みさ子、 

大竹 孝子、横内 幸枝、朝田 満明、平等 尚貴、筒井 勝大、舩越 清明、相原 しおり 

吉住 大和、藤野 美知子 
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ボランティア支援部 

 地域作業所支援活動（ぴぐれっと） 

  中丸 勢津子、竹之内 岺子、渡辺 ミヨ、守屋 サチ子、植村 敏子、石岡 靖子、武子 良子、 

小宮 愛子、山中 幸子、熊谷 弘子 
 

おもちゃ病院新橋 

奥村 明、おもちゃ病院ドクトルベアーズ 
 

刃物研ぎサービス 

丹羽 猛、渡辺 一男、千葉 匡、志村 昇、渡辺 ミヨ、荻原 捷子  
 

カレーを食べる会 

  渡辺 ミヨ、守屋 サチ子、植村 敏子、小宮 愛子、小池 節子、石岡 靖子 
 

助けあいぬくもり隊 

伊東 崇、伊東 容子、大江 儀次、川辺 辰男、木村 潔、小谷 朋之、鈴木 保、千葉 匡、 
星川 正義、山口 勉、渡辺 一男、朝田 満明、大竹 孝子、小池 節子、鈴木 裕子、 
藤巻 美代子、船田 郁子、山口 かおる、横田 こずえ、渡辺 富美子、横内 幸枝、 
船越 みさ子、丹羽 猛、筒井 勝大 、足立 伊千雄、野知 勝 
 

生涯学習支援部 

 ふれあいサロン寺子屋パソコン 

  講師として丹羽 猛、奥村 明 
 

 新橋自然観察クラブ 

  倉川 典夫、飯山 玲子、小林 一二、奥村 明、大貫 芳夫、中丸 定昭、光岡 ウメ、横田 光邦、 
中丸 優、相澤 信幸、相澤 初枝、朝田 満明、渥美 弘子、荒川 健夫、岩永 みずよ、 
榎本 収子、大江 儀次、小林 ツエ、小林 なか、佐藤 啓治、清水 紀代子、高堰 英明、 
土屋 喜美江、堀口 愛司、羽山 裕美、水野 由紀子、村松 百合子、山崎 かおる、 
渡邉 喜久子、筒井 勝大 

 

 新橋ホームふれあい麻雀 

  川島 恒夫、石原 桂子、池田 桂勝、大江 儀次、小川 信吉、奥村 禮子、久保 富子、 
田村 晃、筒井 勝大、山科 恒雄、吉川 長生、丹羽 猛、朝田 満明、足立 伊千雄 

 

 竹炭をつくる会 

丹羽 猛、伊東 崇、筒井 勝大、中丸 定昭、大江 儀次、星川 正義、木村 潔、千葉 匡、 
渡辺 一男、足立 伊千雄、川辺 辰雄、真田 良治、小谷 朋之、朝田 満明、荒川 健夫、 
羽山 裕美、山崎 かおる 

 

 電子レンジで簡単料理を楽しむ会 

  丹羽 猛、石岡 靖子、渡辺 ミヨ、荻原 捷子 
 

広報部 

  丹羽 猛、足立 伊千雄、阿部 武夫、筒井 勝大、蒲谷 昭子、土井 妙子、横田 こずえ、 
山岸 三雄、大木 俊一、金田 健一、藤野 美知子、青木 かおり、中丸 美和 
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民生委員児童委員、主任児童委員 

 共同募金活動 

  民生委員児童委員、主任児童委員、泉保護司会、更生保護女性会 
 

 ふれあい世代交流－技能伝承遊び 

  民生委員児童委員、シニアクラブ（旧老人クラブ） 
 

 小学生授業支援 

  シニアクラブ、民生委員児童委員、菊永 由美、野知 勝、川久保 拡、竹井 治子 
  齊藤 美子、筒井 勝大 
 

全体 

 啓発活動（地区社協研修会） 

  舩越 みさ子 
 

 新橋社協主催研修（セミナー開催） 

  牧 幸治、榎本 忠二 
 

 街ぐるみ健康体操教室 

  横山 美智子、竹之内 省吾、丹羽 猛、保健活動推進員 
  

地域活動のボランティア 

 ミニ電車 設営、運行 

  ７月 新橋コミュニティハウス主催 「ミニ縁日」 

  11月 泉区「区民ふれあい祭り」、「新橋アッテ祭り」 
  3月 泉区環境事業局「神明台のつどい」 
  志村 昇、木村 潔、平尾 芳久、大江 儀次、渡辺 一男、奥村 明、中川地区有志 
 

 おでん作り 10月 「泉寿まつり（泉寿荘）」 
  大貫 芳夫、中野 公義、木村 潔、志村 昇、平尾 芳久、横山 美智子、大貫 ツル子、 
  大貫 明美、中丸 孝子、相原 京子、落合 キヨ子 
 

野菜販売 11月 泉区「区民ふれあい祭り」 

  横田 光邦、中野 公義、志村 昇、木村 潔、平尾 芳久、朝倉 順子、河合 留美子、稲村 梨香、
泉区農業応援隊 

 

キーマカレー作り 11月 泉区「区民ふれあい祭り」 

  守屋 サチ子、植村 敏子、渡辺 ミヨ、山中 幸子、熊谷 弘子、石岡 靖子、小宮愛子、 
  舩越 みさ子、小池節子、大竹 孝子 
 

焼きそば作り ７月 新橋コミュニティハウス主催「ミニ縁日」 

12月 新橋地域ケアプラザ、新橋コミュニティハウス共催「ありがとうまつり」 

3月 泉区環境事業局「神明台のつどい」 

 中野 公義、石岡 靖子、渡辺 ミヨ、横山 美智子、大貫 ツル子、舩越 みさ子、小池 節子、 
 大竹 孝子、山口 かおる、船田 郁子、渡辺 富美子、鈴木 裕子、横田 こずえ、藤巻 美代子、 

  横内 幸枝、朝田 満明 
 

 餅つき 12月 新橋地域ケアプラザ、新橋コミュニティハウス共催「ありがとうまつり」 

  志村 昇、木村 潔、平尾 芳久、渡辺 一男、渡辺 ミヨ、大貫 芳夫、大貫 ツル子、 
    横山 美智子、大貫 明美、相原 京子、中丸 孝子 
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