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「市民活動マッチングカタログ 2021」について 

◆このカタログについて 

「市民活動マッチングカタログ 2021」は、千葉市民活動支援センターに登録をしているボラン

ティアグループや NPO 法人などの市民活動団体のうち、ボランティアや新メンバーを積極的に受

け入れている団体を紹介する冊子です。団体の活動内容や連絡先はもちろん、会員の年齢層、今後

やってみたい活動、「こんなまちにしたい」といった“夢”なども掲載。団体の『ワクワク感』が伝

わるような内容になっています。 

特に“ワカモノ”世代の皆さんに、ボランティアや市民活動への参加のきっかけづくりとしても

らいたいという思いで作成しました。もちろん、すべての団体は世代を問わずメンバーを受け入れ

ていますし、ボランティア活動の経験が豊富な方も歓迎されます。どうぞこのカタログを活用し、

あなたにピッタリの団体を見つけてください！ 

◆カタログの使い方 

カタログには各団体の連絡先が記載されているので、興味をもった団体があったら、直接連絡を

してください。なお、電話番号やメールアドレスは団体専用のものでなく、自宅の固定電話だった

り、個人のメールアドレスを兼用していたりする場合もあります。電話やメールをする際は、担当

者の氏名や団体名をはっきり伝えてください。その際に、「千葉市民活動支援センターのマッチング

カタログを見て連絡をした」と伝えると、話が通じやすくなるでしょう。 

また、ボランティア活動（活動体験）への参加や、入会するにあたって不安なことなどがあれば、

千葉市民活動支援センターまで、どうぞお気軽にご連絡・ご相談ください！ 

◆団体の活動分野について 

各団体の紹介ページの右上には、その団体の主たる活動分野

を、数字と分野の名称で表示しています。また、その下に活動分

野として数字のみを記載していますが、これはその団体が該当

する、すべての活動分野です。以下に、数字と分野の名称の対応

を記します。 

 

１：保健･医療･福祉 ２：社会教育 ３：まちづくり 

４：観光の振興 ５：農山漁村・中山間地域の振興 ６：学術･文化･芸術･スポーツ 

７：環境保全 ８：災害救援 ９：地域安全 

10：人権擁護･平和推進 11：国際協力 12：男女共同参画社会の形成 

13：子どもの健全育成 14：情報化社会の発展 15：科学技術の振興 

16：経済活動の活性化 17：職業能力開発・雇用機会拡充 18：消費者の保護 

19：市民公益活動団体の運営・活動に関する連絡・助言・援助（中間支援） 

 

※このカタログは、2021年 6月に団体から提出された原稿をもとに作成しています。 



１．保健・医療・福祉－① 
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１ 

アワーズビスケットクラブ 

（特非）アワーズ美助っ人クラブ 

目的・ 

主な活動 

高齢者等の地域の支え合い、助け合い活動、家事支援、

健康づくり、認知症の当事者や介護者を理解し寄り添う自

立生活の支援。世代を超えた多様な活動を創意工夫し地域

社会に貢献する。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

協力スタッフの持てる力を出し合い、地域

の支え合い、助け合いの活動をしている。

自治体など助成金を利用している。 

貝塚憩いの森 

ウオーキングで地域づくり 

花いっぱい花壇づくり 

毎週木曜日 9:30～12:00 

開催予定は事業所へお問合せ 

桜木第４公園 

認知症の当事者やその家族を支援 

居場所提供 

健康維持を目標に自立生活支援 

みつわ台 3丁目 

みんなの広場 

オレンジカフェ三丁目 

火曜日 13:30～15:30 

健康体操わかば 第 2･4月曜日 

13:30～15:30 

「今日なん歩会」登録者のデータ集計 ウエルシア小倉店 水曜日 16:00～16:15 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
1999年 9月 50人 自立した高齢者等が中心 有（1,000円／年） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・コロナ禍にあっては、感染症防止対策をしっかりと行い、準備

をしています。 

・若葉区の地域活性化支援事業として、特別史跡加曾利貝塚公園

から坂月川から都川の源流までウオーキング、ろっぽう水の道

(桜の開花時期）ウオーキングを計画。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

連絡先 
     スナハセ カズコ TEL：０４３－３５６－８５０２ 

担当者氏名 砂長谷 和子 FAX：０４３－３５６－８５０２ 

E-mail：obc0555@outlook.jp HP：http://bisukettoclub.blog.fc2.com 
 

活動分野：1、3、9、13 

☆メッセージ・PR 

体験することで、ボランティア活動の楽しさや責任、やりがい等

が発見できます。また、自分自身の埋もれていた長所など見えてき

ます。ぜひ、仲間や自然とふれあっていただきたいと思います。 

◇今後やってみたい活動 

震災、原発事故を風化させないため、ひまわり里親

プロジェクトを 2 年前から実施。今年はひまわりの花

をバックに、復興支援歌を 100 人ほどで合唱したい。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

地域が老若男女、世代を超えて、笑顔の

あいさつが飛び交うまちにしたい 



１．保健・医療・福祉－② 
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２ 

カソリカイヅカトモニイキルプロジェクト 

加曽利貝塚ともに生きるプロジェクト 

目的・ 

主な活動 

千葉市内で集めたどんぐりを使って、福祉作業所と市民

の関わりの中でクッキーを作り、販売しています。加曽利貝

塚の価値をＰＲする素敵なお土産品をつくり、共生の地域

づくりを進めることを目指しています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

どんぐり集めのイベントを行います。市民に

公園のどんぐりを集めてもらいます。 

加曽利貝塚、幕張海浜公園、

千葉公園、昭和の森 

9月～10月 

（年に数回） 

集めたどんぐりを使って、福祉事業所で加工

して焼き菓子を作ります。 

（洗浄→殻むき→製粉→焼き菓子） 

千葉市内の福祉事業所 

10カ所 

10月～3月 

集めたどんぐりを使って、福祉事業所で加工

して焼き菓子を作ります。 

マルシェ、バザー、イベン

ト、店舗、ＳＮＳ発信 

通年 

（月に 2,3回程度） 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2019年 6月 6人 

会員は 40～50代の立ち上げメンバーですが、プロジ

ェクト参加・協力の福祉事業所が１５施設・１幼稚園

あります。 

無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・活動の場所によっては、受け入れる人数に制限があります。 

・活動に参加希望の方は事前にご連絡ください。 

・見学はご自由にきてください。 
○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     タジマ ユキ TEL：０９０－６９３６－４８８４ 

担当者氏名 田嶋 夕紀 FAX： 

E-mail：info@kasorikaizuka.com HP：https://kasorikaizuka.com 
 

活動分野：1、2、3、4、6 

☆メッセージ・PR 

どんぐり拾いからクッキー販売まで、地域の多くの人と関

わりながら進めています。イベント販売やＳＮＳの発信など

で、みなさんのアイディアと力をぜひ発揮してほしいです！ 

◇今後やってみたい活動 

どんぐりクッキーをもっともっと広めて、

みんなに愛される千葉市のお土産品にしたい

です！ 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

障害の有無や、年齢、職業など、立場や環境

に関わらず、それぞれが自分の力を発揮して

生きがいと喜びを感じて生きられるまち。 



１．保健・医療・福祉－③ 
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３ 

ハートキッズジャパン 

（特非）ハートキッズ・ジャパン 

目的・ 

主な活動 

生まれながらに心臓病を持つこどもたちとその家族が

世界標準の治療を受けられ、安心した未来が迎えられるよ

うサポートします。小中学生向けの心臓外科医体験ハート

キッズ教室、心臓病の教育事業などを行います。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

ハートキッズ教室：小中学生が心臓外科医に

なり模擬心臓手術体験をしてもらう 

千葉市科学館 ２０２１年１０月予定 

（年 1回） 

一般市民・患者・家族に向けた心臓病に関す

る講演活動 

公民館・市民ホール 年２～４回 

小児病棟サンタクロース訪問：入院中のこど

もたちにクリスマスプレゼントを授与 

大学病院 １２月（年１回） 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2021年 4月 13人 

30代から 70代。一般市民、社会人、医

療従事者。 
有（10,000円／年） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ NPOハートキッズ・ジャパンの活動理念を理解して頂ける方 

 ○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

〇 活動の見学 

 

 

 

 

 

連絡先 
     スギモト コウイチ TEL：０８０－７３８６－６０１９ 

担当者氏名  杉本 晃一 FAX： 

E-mail：info@heartkidsjapan.com HP：heartkidsjapan.com 
 

活動分野：1、2、6、13、15 

☆メッセージ・PR 

NPO ハートキッズ・ジャパンは今年４月に設立されたば

かりの NPO です。NPO ハートキッズ・ジャパンの活動に

ご興味のある方ならどなたでも参加をお待ちしています。 

◇今後やってみたい活動 

心臓病を治療中のこどもたちにパルスオキ

シメーターを配布することによりこどもたち

の命を守る事業 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

地域のみなさんが心臓病について理解し、

心臓病をもつこどもたちと家族を末長くサポ

ートできる優しいまちづくり 



１．保健・医療・福祉－④ 
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４ 

プチルポイナゲ 

プチ・ルポ稲毛 

目的・ 

主な活動 

近所のおせっかいおばさん的な感覚をもって、育児中の

ママ・パパたちに寄り添い気軽に頼れるサポートを提供し

つつ自立を目指したフォローを行います。月 2回ほっとひ

といきティータイムを稲毛区で開催しています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

ほっとひといきティータイムの開催 こどもしょくどういっぽ 

（稲毛区小仲台） 

月 2回金曜日 

マタニティタイムの開催 同上 月 1回金曜日 

ほっとひといき（個別対応） 同上 随時 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2019年 10月 7人 子育て経験のあるママたちが中心です 無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ 活動への体験・見学希望の方は、必ず事前にご連絡ください。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     ムラ カオリ TEL：０９０－４６６５－２６２２ 

担当者氏名 村 薫 FAX： 

E-mail：petit.repos.inage@gmail.com HP： 
 

活動分野：1 

☆メッセージ・PR 

赤ちゃんと触れ合うことができます。一緒に育児中の

ママ・パパがほっとひといきできて、笑顔になれる空間

にしましょう。人が大好きで、あったかいメンバーが仲

間入りをお待ちしています。 

◇今後やってみたい活動 

ママやパパがいつでも来れる居場所を作り

たい。育休中のパパたちだけのティータイム

の開催をしたい。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

妊娠中も産後も辛い時に気軽に SOSが言

えるまちにしたい。 



１．保健・医療・福祉－⑤ 
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５ 
ユニバーサルアクセスデザイニング 

（特非）ユニバーサル・アクセス・デザイニング 

目的・ 

主な活動 

障害者を含むすべての人が、様々な機会に平等にアクセ

スできる社会の実現がミッション。現在は、海辺のバリア

フリー化を目指した取組に力を入れています。障害のある

方の社会参加に関する相談にも応じています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

海辺を車いす利用者等、誰でも楽しめる空

間にすることを目指したイベント「誰でも

ビーチ！」の開催 

検見川の浜（稲毛ヨット

ハーバー付近の海辺）他 

１～２か月に１回程度 

移動に困難を伴う観光客等のための情報

（店舗や観光施設のバリアフリー情報）の

収集・発信とモデルコースの検討 

主に千葉市内 未定 

「モビマット」の貸出 主に千葉県内 依頼に応じて 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2012年 10月 11人 

幅広い年齢層の会員がいます。理事長

（30歳代）は電動車いす利用者ですが、

会員の過半数は健常者です。 

有（3,000円／年） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・イベント「誰でもビーチ！」の運営ボランティアを主に募集して

います。1時間程度でも可。受付や案内、会場設営（資材運搬）、

写真撮影、障害者のサポートなど、様々な内容から選べます。ま

ずは見学（モビマットの利用体験）にお越しください。 

・会員の他、ご寄附も募っています。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    ワタナベ タダヒロ TEL：  

担当者氏名 渡邊 惟大 FAX：  

E-mail：uadchiba@gmail.com HP：http://universalaccess.web.fc2.com 
 

活動分野：1、2、3、4、10 

☆メッセージ・PR 

今年 5 月に、車いす等が乗っても沈まない特殊なマット

（モビマット）を購入しました！Facebook ページで動画

やイベント「誰でもビーチ！」の情報を公開しているので、

ぜひご覧ください。 

◇今後やってみたい活動 

“ユニバーサル観光”に関する情報発信や

相談対応、支援、ツアーの実施などを事業と

して行う「観光センター（仮称）」の開設。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

千葉市の海辺を、さらには千葉市全体を、

日本で一番車いすでも（誰でも）訪れやすい、

訪れたくなる、楽しめるまちにしたい！ 



１．保健・医療・福祉－⑥ 
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６ 

ヨウジョウケンシンホウ テンチノカイ 

養生健身法 天地の会 

目的・ 

主な活動 

SDGｓ“すべての人に健康と福祉を”を目標に、一人で

も多くの人が、心身ともに元気で健康で幸せに過ごせるよ

うに、拍手ヨガダンス、森林ヨガ、声ヨガを通じて健康づ

くり、人とのつながりを広める活動を行っています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

公園ヨガ 西小中台 貝塚公園 毎週日曜日 10時～11時 

他団体とのコラボ ミニ講習会開催 きぼーる（オンラインで） 毎月 1回 

イベント開催“新緑の中、森林ヨガと拍手

ヨガダンス” 

城址公園など 年 1、2回程度 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
1993年 3月 47人 

20 歳代から 80 歳代まで、男性会員も。

60歳以上女性が多い。 
有（300円／年） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・ボランティアの受け入れについては、当会の行なっている健康

法を学びながら行なうことが条件です。 

・まずは一緒に踊りましょう。そうして、自分が元気になって、

周りの人も笑顔で元気になれるように一緒に活動しましょう。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
      ヨダ イヅミ TEL： 

担当者氏名 依田 いづみ FAX： 

E-mail：riyuexia2014@gmail.com HP：https://clappingsquaredance.wordpress.com 
 

活動分野：1、3、6、7、13 

☆メッセージ・PR 

健康づくりを通じて、自分も周りも、心も体も健康にする

市民活動を一緒にしてみませんか！また、多様な団体とのコ

ラボ（子ども、学生、若い人、聴覚・視覚障害者、ダンス部、

合唱部など）を希望しています。是非お声をかけて下さい。 

◇今後やってみたい活動 

多様な人達と拍手ヨガダンスを楽しみたい。

各世代が一緒に歌って踊る拍手ヨガダンスの

DVDを若い人達とコラボして作成したい。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

拍手ヨガダンスを踊って、元気になる人を

増やして、人々が世代を超えてニコニコと自

然に人と関われるまちにしたい。 



２．社会教育－① 
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７ 

チバヤカンチュウガクヲツクルカイ 

ちば夜間中学をつくる会 

目的・ 

主な活動 

千葉市に公立夜間中学設置を願い、市民のニーズを掘り

起こすため、まずは市民の力で学びの場を開こうと「ちば自

主夜間中学」を主宰。来校者それぞれの求めている学習に寄

り添うため、主にスタッフと 1対 1で学習しています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

様々な事情で中学校を卒業していない方、ま

た卒業していても学び直しをしたい方、日本

語を学びたい外国の方など、個々のニーズに

合わせて学習支援を行います。 

千葉市美浜区 

高洲コミュニティセン

ター 講習室など 

毎週木曜日 17 時半～19 時

半（その後 10分ほどのミー

ティング）原則として第 5

木曜日は休校 

公立夜間中学設置に向けての広報活動、財政

活動（ジャズライブ、夜間中学の映画上映会

など） 

  

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2018年 5月 90人 

学習者は小学生から 80代まで。スタッ

フは高校生から 80代までおります。特

に教員免許は必要ありません。 

有（賛助金として 

一口 1,000円／年） 

（学習者は不要です） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・これまでは、開校日にふらっと来ていただいて構わなかったの

ですが、コロナ対応のため、一応、事務局にご連絡ください。

メールでも、電話でもけっこうです。 

・手洗い、マスク着用をお願い致します。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     ミヤタ ケイコ TEL：０９０－８０８０－３９５１ 

担当者氏名 宮田 敬子 FAX：０４３－２７２－２１８８ 

E-mail：bookaholic873@gmail.com HP：https://chiba-yachu.com/ 
 

活動分野：2 

☆メッセージ・PR 

千葉市は 2023年に市立夜間中学開校を決定。自主夜間中学

の今後のあり方、市民のつくる学びの場について、いっしょに

考えていきましょう。 

◇今後やってみたい活動 

昨年コロナ禍で中止になってしまった上映

会「こんばんはⅡ」を行いたいです。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

公立夜間中学設置とともに、様々な学びの

場が市民の手で開かれる町でありたい。 



２．社会教育－② 
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８ 

ヘンテヘンシュウブ 

gente 編集部 

目的・ 

主な活動 

人を通して障害を識るフリーペーパー「gente」の発行

が主な活動です。当事者へのインタビュー取材により、そ

の人が直面する「社会にある障害」への気づきを発信して

います。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

「gente」取材制作にかかわる活動 特に決まっていません 年 4回 3か月毎の定期発行

に向け随時取材制作 

「gente」配架先の拡大 主に首都圏 「gente」を継続的に置く

配布協力先を開拓します 

「読者交流イベント等の開催」 主に千葉、 

 東京/オンライン 

交流イベントの開催など

行う予定です 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2017年 11月 3人  無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・継続的に地域で配架をサポートしてくれるボランティアさんは

歓迎します。 

・入会（活動参加）は随時歓迎です。

体験・見学等は取材、制作などでし

たら内容により可能です。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     オオサワ モトキ TEL： 

担当者氏名 大澤 元貴 FAX： 

E-mail：info@gentepaper.org HP：https://www.gentepaper.org/ 
 

活動分野：1、2 

☆メッセージ・PR 

gente 編集部は「モノづくり」活動です。障害や福祉の

知識はいりません。取材や制作の技術も必要ありません。

好奇心ある人になら、何かできることがあります。活動参

加をお待ちしています。 

◇今後やってみたい活動 

読者交流の機会は増やしていきたいと考え

ています。今までに取材してきた方々を招い

たイベントも検討しています。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

社会にある障害についての認識が広まり、

ちょっとした声かけや配慮のできる人が少し

でも増えたらと思います。 



３．まちづくり－① 
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９ 

フェアトレードチバ 

フェアトレードちば 

目的・ 

主な活動 

世界の人々がともに豊かになれる社会を目指し、千葉に

フェアトレードのあるライフスタイルを広げ、ひとりひと

りが主役の豊かな地域社会づくりに挑戦しています。世界

と地域の人と環境に配慮したものを選ぶ啓発活動を行な

っています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

イベントや勉強会などの企画実施 ・きぼーるなど 

・リモート 

年に 1〜2回程度 

情報の収集と発信 ・フェアトレードを取り

扱う各団体への訪問 

・リモート 

・訪問は不定期（2〜3ヶ月に

1度程度） 

・SNS発信は毎週 

地域のフェアトレード産品創出 ・リモート ・毎月の定例会で打ち合わせ 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2019年 8月 10人 

大学生から社会人まで幅広い年代の方

に参加していただいています 
無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ リモート会議やボランティア作業となるので、自宅でネットにつ

ながった PCによる作業ができる方を歓迎します！  新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     ナルセ ハルカ TEL：０７０－２７９４－７５７５ 

担当者氏名 成瀬 悠 FAX： 

E-mail：fteventchiba@gmail.com HP：https://www.ftchiba.net/ 
 

活動分野：3、7、10、12 

☆メッセージ・PR 

フェアトレードやエシカルに関心をお持ちの方、一緒に

千葉にフェアトレードを広げませんか？ イベントの企画

実施、資料作成、地域リサーチ、広報など。 

◇今後やってみたい活動 

千葉の人々の毎日の生活にフェアトレード

がある、そんな意識啓発と、地域社会を作ろ

うとしています。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

人と環境に配慮された衣食住の選択が持続

可能な発展へのアクションと実感できる、地

域と世界の人の顔がつながったまち 



３．まちづくり－② 
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１０ 

マチヅクリチバ 

（特非）まちづくり千葉 

目的・ 

主な活動 

千葉の活性化を目指す市民やまちづくりを推進する各

種団体などに対して、まちづくりに関する事業やサポート

事業などを展開し、千葉のアイデンティティー確立やまち

づくり活動の発展に寄与することが目的です。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

「いい街ちばフリーマーケット」の運営 千葉銀座通り 

（中央区中央） 

月に 1回第 4日曜日 

（変更の場合あり） 

「大道芸フェスティバル inちば」の運営 千葉都心エリア一帯 

（中央区中央・他） 

年に 1回 5月開催 

（2021年は 9月開催予定） 

「千葉市民活動支援センター」の運営 

※千葉市の施設・指定管理団体として受託 

中央区中央 2-5-1 9階 毎日。実施事業「千葉市民

活動フェスタ」は 11月 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2002年 1月 80人 

会員は 20 代から 70 代で、働いている世

代が中心です。企業経営者が多く、男女比

はボランティア会員含めて概ね 7：3です。 

有（12,000円／年） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・会員（ボランティア会員・賛助会員含む）は随時募集しています。 

・ボランティアとして関わりたい場合は会員にならなくても OKです。 

・まちづくり千葉が関わっている事業

は多数ありますので、まずメールか

電話で問い合わせください。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    カシウラ トシアキ TEL：０４３－２０１－５５１５ 

担当者氏名 樫浦 敏彰 FAX：０４３－２０１－５５１０ 

E-mail：npo@chal.jp HP：https://www.chal.jp/npo/ 
 

活動分野：3、4、6、16、19 

☆メッセージ・PR 

活動に参加することをメインとする「ボランティア会員」

の会費は無料です。千葉を盛り上げるため、活動に参加して

ください！様々な出会いがありますよ！ 

◇今後やってみたい活動 

イベントの他にも現在多くの事業を実施して

いますが、まちづくり千葉が主催するショート

ムービーコンテストの開催を考えています。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

千葉を舞台にした映画ができることを“夢”と

し、映像制作に関して寛容で、情報発信力があり、

愛される「まち」になって欲しいと思います。 



６．学術・文化・芸術・スポーツ－① 
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１１ 

オープンチバ 

OPENちば 

目的・ 

主な活動 

障がい者スポーツを『知ろう、観よう』と呼びかけてい

ます。あらゆる人が、パラスポーツを楽しめる機会づくり

をしています。パラスポーツに親しんで頂けるイベントの

主催や競技大会の応援ツアーを行います。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

ちばパラスポーツカフェ  市内イベント会場  

（ブルーカフェ etc） 

年に１回  

（６～８月頃） 

パラスポーツ競技大会の応援ツアー  千葉ポートアリーナ  年に４～５回開催  

定例会  ちばさぽ・新宿公民館  月１回 

（第４土曜日 18:30～） 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2016年 9月 8人 

３０代～８０代。女性が多い。明るくアク

ティブな人たちばかりです。 
有（1,000円／年） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・ボランティアの受け入れは高校生以上です。交通費も出ます。  

・学生は会費無料です。  

・大学生のボランティア団体歓迎です。 

・体験参加や見学は大歓迎です。 

・定例会はオンライン参加可。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     マスザワ カナエ TEL： 

担当者氏名 舛澤 可奈恵 FAX： 

E-mail：open_chiba@yahoo.co.jp HP：https://www.facebook.com/openchiba 
 

活動分野：1、2、6、10、11 

☆メッセージ・PR 

パラアスリートは言います。「失ったものは数えない。

残されたものを活かす。そんな私たちを見てほしい。」 

彼らの力強い言葉に私たちは勇気をもらう。パラスポ

ーツの凄さを知ってほしい！！ 

◇今後やってみたい活動 

障がい者と健常者が一緒になって楽しめ

るレクレーションゲームイベントをやって

みたい。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

この千葉を「パラスポーツのまち」として

目指したい。パラスポーツ競技大会が観客で

一杯になるまちにしたい。 



７．環境保全－① 

13 

１２ 

エコメッセチバジッコウイインカイ 

エコメッセちば実行委員会 

目的・ 

主な活動 

持続可能な社会を目指し、多様な主体とのパートナーシ

ップで開催し、今年は 26回目です。SDGs達成を目指し、

「笑顔あふれる、未来を創ろう」を今年のテーマに、会場

とオンラインで開催します。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

実行委員会運営委員会会議 千葉市民活動支援センター 

及びオンライン 

毎月第１木曜日 

18:30～20:50 

実行委員とボランティアにて当日の運営 幕張メッセ国際会議場 2021年 10月 17日（日） 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 1996年 38人 
２０歳〜７０歳代、大学生、市民団体、

企業、自治体職員 
無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・ボランティア受け入れは、高校生

以上です。 

・参加等ご希望の方は事前にご連絡

ください。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
 TEL：０８０－５３７４－００１９ 

エコメッセちば実行委員会事務局 FAX： 

E-mail：info@ecomesse.com HP：https://www.ecomesse.com/ 
 

活動分野：2、3、4、6、7 

☆メッセージ・PR 

10 月１７日（日）の当日には、ボランティアが必要

です。あなたの力を待っています。詳細は連絡先まで。 

◇今後やってみたい活動 

持続可能な社会の未来像を若い人が創り

育てていくエコメッセちば 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

子どもも若い人もみんなで創る楽しめる

エコメッセちば 



７．環境保全－② 
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１３ 

ココカラビーチクリーンタイ 

ここから☆ビーチクリーン隊 

目的・ 

主な活動 

千葉市の人工海浜で、海洋プラスチックごみ問題の解決

に向けて、ビーチクリーンと、環境学習啓発活動を行って

います。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

ＫＥＭＩＧＡＷＡ ＢＥＡＣＨ ＣＬＥＡＮ 検見川の浜 

・ヨットハーバー側 

・花見川河口左岸側 

毎月第二土曜日 

ＭＡＫＵＨＡＲＩ ＢＥＡＣＨ ＣＬＥＡＮ 幕張の浜 毎月第四土曜日 

環境問題勉強会 市内レンタルスペース 随時 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2017年 9月 

（自由 

参加制） 

最年少は 4歳から、最高年齢は 80歳代まで。学生

や在日外国人、市民活動家と幅広い。 
無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ボランティアの受け入れは、随時実施。要相談。 

生活クラブ生協のボランティア行事保険に加入済。 

参加体験・見学希望は、事前にご連絡ください。 
○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     オカベ マサコ TEL：０９０－８０８４－１１１０ 

担当者氏名 岡部 雅子 FAX：０４３－２７３－１３９１ 

E-mail：kokotomo2017@gmail.com HP：http://kokokara-bc.jugem.jp/ 
 

活動分野：7 

☆メッセージ・PR 

身近な海辺にプラスチックなどのゴミが流れついています。

浜を歩きながら、野鳥を観察しながらビーチクリーンをして、

千葉市の海辺から地球環境改善に向けて、出来ることを考えて

みませんか？爽やかな達成感を感じに、気軽にお越しください。 

◇今後やってみたい活動 

年齢、国籍、障害の有無を問わない、多様性

のあるビーチクリーン活動。ヨットを活用し

た海洋マイクロプラスチック調査。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

日本最長の人工海浜から、日本一美しい人

工海浜へ。自然を大切にする、思いやりある心

を持った人が住むまちへ。 



７．環境保全－③ 
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１４ 

ソンノウノモリコウエンヲソダテルカイ 

園生の森公園を育てる会 

目的・ 

主な活動 

千葉市有数の貴重な自然が残された園生の森公園を舞

台に、森に残る希少な植物などの生態系を守り育て、次の

世代に受け継ぐことを目的に、公園内のパトロール、草刈

りや外来種の除去などのお手入れ、自然観察会を中心に活

動しています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

公園内のパトロールと清掃しながらの自然観察。森を

見守り、森の自然を記録しています。 

園生の森公園・ 

市民緑地園生の森 

週 2〜3回 

植物や昆虫などに詳しい講師の解説を聞きながら森の

自然について学びます。あやめ台小の授業にも協力。 

園生の森公園・ 

市民緑地園生の森 

毎月第 2土曜日 

園路の補修や、草刈りなど自然環境を整え、快適に利用

できるようお手入れをしています。 

園生の森公園・ 

市民緑地園生の森 

毎月第 4土曜日 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2006年 5月 110人 

60〜70 代が最も多いが、上は 80 代、下は 30 代まで、幅

広い。個人での参加が多く、森で友達になる人も多い。30

代のパパママと子どものメンバーも継続。女性がやや多

く、男女問わずみんな適度に面倒見がよい人ばかり。 

無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・ある程度日本語でコミュニケーションがとれれば、一切の属性は

問いません。バリアフリーな公園ではないのでその点ご注意く

ださい。（杖をつくメンバーや車椅子のメンバーも元気に活動中

ですが…。） 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

連絡先 
     ササキ トモユキ TEL：０９０－３５２２－６９２１ 

担当者氏名 佐々木 知幸 FAX： 

E-mail：p.mume1980@gmail.com HP：https://www.facebook.com/sonnounomori 
 

活動分野：3、6、7、9、13 

☆メッセージ・PR 

駅前のびっくりするほど豊かな森です！ 毎日歩いても飽きま

せん。みんな自分のペースで、自由に自然を楽しみ、守り育てて

います。ぜひ遊びに来てください。 

◇今後やってみたい活動 

植物を中心に守り育てる活動をしてきま

したが、今後は昆虫や野鳥など幅広い生き物

がいやすい場所にしたいと考えています。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

狭い公園に豊かな自然が押し込められるので

はなく、人間と共存しながら、都市と自然が混ざ

り合って繋がり合うまちにしていきたいです。 



７．環境保全－④ 
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１５ 

ハナミガワノカンキョウヲマモルカイ 

花見川の環境を守る会 

目的・ 

主な活動 

『花見川を、ゴミのない、きれいな水と緑の水辺に戻し、

次の世代に引き継ぎましょう。』を合言葉に、花見川サイク

リングコースおよび周辺地域の生活環境、生物多様性など

の公益的機能の改善・維持・保全を図る活動をしています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

花見川サイクリングコース周辺

のゴミの回収 

花見川サイクリングコース 

（千葉市花見川区） 

毎月第 2日曜日 7:00～8:30 

毎月第 4土曜日 9:00～10:30 

花見川の水質調査 花見川（千葉市花見川区） 毎月第 1日曜日 9:00～10:30 

花見川サイクリングコース周辺

の植栽（樹木、草花）の管理 

花見川サイクリングコース 

（千葉市花見川区） 

毎月第 1日曜日 10:30～12:00 

毎月第 3土曜日、毎週水曜日 

および金曜日 9:00～12:00 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
1999年 2月 30人 

設立当初から参加の 70 歳代を中心に、最年少は

20歳代まで。 
無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・活動への体験参加、見学を希望される方は、事前にご連絡くだ

さい。なお、中学生以下の方は保護者同伴をお願いします。 

・現地までの交通費は自己負担、体験のための保険加入はありま

せん。 

・活動を支援いただける賛助会員も募集中です。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    オイカワ アキラ TEL：０４３－２１３－９８０８ 

担当者氏名 及川 朋 FAX：０４３－２１３－９８０８ 

E-mail：aoikawa@apricot.ocn.ne.jp HP： 
 

活動分野：3、4、7、9、13 

☆メッセージ・PR 

町づくりは地元の住民主体で。動機は『花見川流域を少し

でも良くしたい』で充分。気軽に参加して、その成果を楽しみ

ませんか。ぜひ体験参加・見学してみてください。 

◇今後やってみたい活動 

現在の千葉市に加え、千葉県とも協業関係

を持ち、花見川および両側の斜面を含めた流

域全体の生活環境の保全と自然再生の実現。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

近隣に住む人達が主体となって、『花見川』

とその周辺の生活環境と自然を守る、憩いと

癒しにあふれる町づくり。 



８．災害救援－① 
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１６ 

チバレスキューサポートバイク 

（特非）千葉レスキューサポートバイク 

目的・ 

主な活動 

バイク愛好者で組織された災害救援活動支援団体です。

災害発生時にはバイクの機動性を生かし県内災害VCの設

置・運営支援を行います。平時には走行訓練（ツーリング）

や野営訓練（キャンプ）を実施しています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

災害発生時には主に千葉県災害ボランティア

センター連絡会加盟団体として活動します。 

県内外の被災地 災害発生時 

県市町の防災訓練に参加し、日本赤十字社など

の防災関連機関との連携強化を行います。 

千葉県内 九都県市合同防災訓練 

（毎年 9月頃） 

定例会、走行訓練、野営訓練など 千葉県内 定例会 ２カ月毎 

訓練  １～２回/年 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
1998年 6月 40人 

災害ボランティアにご興味のある方。年齢、

性別、バイク免許の有無は問いません。学生

さんの入会を歓迎します。 

有（3,000円／年） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・災害ボランティアに興味のある方であれば、災害ボランティア活動

経験、自動二輪免許の有無は問いません。災害発生時の活動は週末

が主となりますが、平日に活動できる方は大歓迎です。 

・２カ月毎に千葉市や船橋市のサポセンで定例会を開催していますの

で、ご参加いただければ団体のご説明をさせていただきます。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    マルヤマ タケシ TEL：０９０－４２０８－９０１０ 

担当者氏名 丸山 岳 FAX：  

E-mail：crb-office@chiba-rb.or.jp HP：http://www.chiba-rb.or.jp/ 
 

活動分野：８ 

☆メッセージ・PR 

災害ボランティアはどなたでもご参加いただける活動です。 

災害発生時に皆様のお力を最大限に発揮していただく為の

きっかけとして仲間になっていただけると幸いです。 

◇今後やってみたい活動 

バイクによる災害ボランティア活動の啓蒙

（ライダーの社会的地位向上） 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

災害発生時に誰でも災害ボランティア活動

に参加できる環境 



８．災害救援－② 
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１７ 

ボウサイヒナンジョウンエイマニュアルヲツクルカイ 

防災・避難所運営マニュアルをつくる会 

目的・ 

主な活動 

当会作成の「支援の必要な人の視点を入れた防災・避難

所ノート」をもって、依頼のある所で、防災講座やワーク

ショップを開催している。公民館、自治会、子ども会、学

校、男女共同参画センターなど。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

出前講座の企画・練習 千葉市民活動支援センター 随時 

出前講座・ワークショップ 依頼先 依頼日時 

その他、必要に応じての打合せ 千葉市民活動支援センター 随時 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2012年 4月 5人 50代、60代の女性が多い。 無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ 災害時のボランティアは、団体としてはやっていません。個人での登

録や活動となります。会員を募集しています。主に、出前講座のアシ

スタントや講師（講師候補も可）を募集しています。会の「支援の必

要な人の視点を入れた防災・避難所ノート」を読んで、賛同してもら

った方の参加を希望。講師としてのトレーニングもします。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     スイトウ イズミ TEL：０９０－７２５５－６２９６ 

担当者氏名 出納 いずみ FAX：０４３－２５４－７７４８ 

E-mail：bosai0010@gmail.com HP：https://bosaihinan.exblog.jp 
 

活動分野：8、9、10、12 

☆メッセージ・PR 

当会作成の「支援を必要とする人のための視点を入れた

防災・避難所ノート」をもって、公民館、学校、自治会、子

ども会など出前講座へ。防災グッズ、防災クイズ等楽しく

役立つ講座をひらきます。 

◇今後やってみたい活動 

改訂版を出したい。学校をふやして、子ど

もたちと「自分で考える」ワークショップを

したい。依頼先にあわせたプログラムづくり

を継続。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

大人も子どももみんなで、減災に取り組み、

災害時には、互いに助け合って、誰も取り残

したり、排除したりしない「減災都市ちば」が

できるといいな、と思う。 



１０．人権擁護・平和推進－① 
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１８ 

コチネコ 

（一社）こちねこ 

目的・ 

主な活動 

「猫もしあわせ、人もしあわせ」 

上記理念の下、活動や広報を通し生命の尊さを伝え、正

しい知識、優しい心で猫も人も互いに共存できる社会を作

るために保護猫愛護活動や保護猫譲渡会等を実施・開催し

ています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

保護猫施設運営 千葉市中央区本町 毎日 

捨て猫の保護・救護 千葉市を中心とした千葉県全域 週 1回程度 

保護猫譲渡会開催 千葉市中央区本町 3ケ月に 1回 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2019年 9月 60人 

40代～50代が最も多く、次いで 20代～30代、

60 代の男女。女性の割合が高い。 
有（任意） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ボランティアに関して経験は不問ですが、猫アレルギーの無い方、

千葉市で活動できる方のご登録をお待ちしています。 ○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    クサキリ エイリュウ TEL：０４３－３０１－５２２６ 

担当者氏名 草切 榮隆 FAX：０４３－２２２－３７６１ 

E-mail：info@kochineko.or.jp HP：https://kochineko.or.jp/ 
 

活動分野：1、7、10 

☆メッセージ・PR 

私どもは、まだまだ小さな団体ですが、たくさんの方の

お力を借りて少しずつ前進しております。一緒により良い

街づくり、誰もが幸せになれる街づくりをしませんか。 

◇今後やってみたい活動 

・公益社団法人化を目指す 

・全国に小さな保護猫施設を展開する 

・千葉ゆかりのアーティストと力を合わせ、

音楽チャリティーイベントを開催する 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

猫も人も動物も住みやすい街にしたい。 



１３．子どもの健全育成－① 
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１９ 

コラボライフ 

（一社）コラボライフ 

目的・ 

主な活動 

大家族のような少人数の学童クラブです。子どもの自己

成長力を信じ切るという方針で、大人は「目（安全）と頭

（知恵）は貸すが、手と口は出さない」をモットーにして

います。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

学童クラブ「キッズコミュニティ

凛童舎」幕張本郷園 

花見川区幕張本郷 2-20-7 

影澤ビル 2F 

平日放課後主体、土日祝あり 

学童クラブ「キッズコミュニティ

凛童舎」幕張駅前園 

花見川区幕張町 4丁目 623-3 平日放課後主体、土日祝あり 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2011年 4月 20人 

利用会員：小学生 

ボランティア：高校生～シニア 
無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ 多様な大人と出会わせるために週 1 回限定のボランティアを募集し

ています。子どもの自主性を尊重していますので、必ずしも子どもた

ちと遊んでいただく必要はありません。一緒に居ていただくことに価

値があると考えていますので、体力に自信のないシニアの方も大歓

迎。ときどき外遊びに同行いただくこともありますが、ベンチなどで

見守っていただければ OK。気が向いたら、昔遊んだ遊びなどを教え

てやってください。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    ヨシオカ ヒデキ TEL：０４３－２７４－９７７６ 

担当者氏名 吉岡 秀記 FAX： 

E-mail：rindows.jp@gmail.com HP：http://rindows.jp/ 
 

活動分野：１３ 

☆メッセージ・PR 

学童クラブを中核とした、「地域の絆」回復常設装置のプロト

タイプを成功させて「オープンソース化」し、子どもたちの「現

在」と「20年後」の両方を同時に救うことを目指しています。 

◇今後やってみたい活動 

コミニティカフェ、フリースクール、子

ども食堂、学習支援塾 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

近隣住民の中で、見守られつつ子どもたちが自然

に自分で育っていき、子どもをハブに地域住民もつ

ながりを深める街 



１３．子どもの健全育成－② 
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２０ 

チバシコドモノマチシービーティージッコウイインカイ 

千葉市こどものまち CBT 実行委員会 

目的・ 

主な活動 

こどものまちＣＢＴは、開催前の企画段階から子ども達

が主体的に関与し、子ども達による市役所やお店などを運

営する「ごっこ遊び」の集合体として“まち”を運営する

事業です。実行委員会は、それを見守る役目です。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

千葉市こどものまちＣＢＴの開催 千葉市子ども交流館及び

きぼーるアトリウム 

年に 1回 

（8月下旬に 3日間） 

ミニＣＢＴの開催 

（小規模な千葉市こどものまちＣＢＴ） 

千葉市子ども交流館 年に 1回 

（3月下旬に 1日間） 

コアスタッフ会議（主たるこどもスタッフ

とユーススタッフが参加する会議） 

千葉市子ども交流館 月に 1回程度 

開催期間前は頻繁に開催 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2010年 6月 40人 

ユーススタッフは、主に大学生で 18歳から 20代で

構成されています。大人スタッフは、30代～60代ま

で様々な年齢です。男女比はほぼ同じ。 

無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・子供たちの活動を見守ることができれば誰でも参加できます。 

・基本的に活動は休日（土日祝）または平日の夜のみです。 

・連絡方法は、Eメールか LINEを利用しますので、スマホ 1台

あれば大丈夫です。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    カシウラ トシアキ TEL：０４３－２４５－５６７３ 

担当者氏名 樫浦 敏彰 FAX：０４３－２４５－５５４７ 

E-mail：cbt@kodomo-koryukan.jp HP：http://c-b-t.net/ 
 

活動分野：2、3、13 

☆メッセージ・PR 

10年以上の歴史がある「千葉市こどものまちCBT」。

参加した子供たちが成長してユーススタッフになった

りしています。そんな姿を見ることができるこの事業に

是非参加ください。 

◇今後やってみたい活動 

全国各地にある「こどものまち」との連携や

訪問参加、コラボ企画などを推進したいと思

います。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

子供たちの自主性を重んじている事業で

す。大人たちでは想像できない「こどものま

ち」になればと思います。 



１３．子どもの健全育成－③ 
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２１ 

チバチュウオウオヤコゲキジョウ 

（特非）千葉中央おやこ劇場 

目的・ 

主な活動 

千葉市の子どもたちに対し、子どもの自主的な文化的社会

的体験活動の場作りに寄与することを目的とする。（舞台鑑

賞事業、子どもの体験活動事業、子育て支援事業） 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

舞台鑑賞事業 

子どもの発達年齢に合わせた鑑賞会を行う。 

（幼児、低学年、小学生以上、高学年以上） 

市内のホール 年間 8回程度 

子どもの体験活動事業 

デイキャンプなど 

千葉市、近隣の施設 不定期 

子育て支援事業 

おやこリズム体操 

きぼーる 

子ども交流館アリーナ 

月２回、木曜 

（８月休み） 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2002年 11月 159人 年少児～大人まで 有（1,500円／月） 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ いずれも、有料である場合が多いです。また、活動内容によっては、

終了する時間が２１時くらいになることがあります。 ○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     オオツカ ルイ TEL：０４３－２５１－０１４２ 

担当者氏名 大塚 るい FAX：０４３－２５１－０１４２ 

E-mail：ccoyako@yahoo.co.jp HP：http://ccoyako.pupu.jp/ 
 

活動分野：6、13 

☆メッセージ・PR 

前身となる「千葉おやこ劇場」が誕生し、11月で 50年を迎えます。

子どもに喜怒哀楽や驚きを体験させたい、たくましい創造力をもった人間

に育ってほしいという願いで拡がった理念は、現在も色あせることがあり

ません。子どもの成長に大切な「体験の場」を、提供し続けていきます。

内）。 

◇今後やってみたい活動 

子どもたちが心豊かに成長するために必要

な、文化芸術体験の機会や遊びの体験を提供

し続けるために、努力していきたいです。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

子どもたちがいつでも安心安全に遊べる、

文化芸術にかかわれる環境を作っていきたい

です。 



１３．子どもの健全育成－④ 
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２２ 

ホウカゴエヌピーオーアフタースクール 

（特非）放課後 NPOアフタースクール 

目的・ 

主な活動 

私たち放課後NPOアフタースクールは、すべての子ども

たちに安全で豊かな放課後をお届けする NPO法人です。 

本部は東京・文京区、千葉市では、千葉市教育委員会内に

事務所があり、千葉市放課後子ども教室の活動支援を行っ

ています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

モデル校として選定された千

葉市内 16 校の小学校の放課後

子ども教室の活動支援 

園生小学校他市内 15校の小学校。

各区に 1校～3校の支援校があり、

場所は選べます。 

平日午後（放課後の時間帯、月

～金 14:00～16:30頃）。夏休み

などは活動がありません。 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2009年 6月 

300人 

(ボランティア 

スタッフ) 

千葉市のスタッフは 11名、全員がワーキングマザーで

す。ボランティアスタッフは、学生、主婦、自営業の方、

シニアの方と幅広い年齢層の方が活躍されています。 

無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・活動は各小学校により不定期です。月に 1 回程度でもご参加い

ただけます。 

・教員や保育士を目指している方、歓迎

します！ 

 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     サトウ ヤスコ TEL：０８０－４９０５－０１２４ 

担当者氏名 佐藤 康子 FAX： 

E-mail：chibashi_houkago@npoafterschool.org HP：https://npoafterschool.org/ 
 

活動分野：2、3、6、9、13 

☆メッセージ・PR 

子どもたちの成長に熱い志のある方、社会を巻き込んだ教育活動を

作りたい方、多くの人とコミュニケーションが可能な方、私たちと一

緒に子どもたちのゴールデンタイムを創っていきましょう！ 

◇今後やってみたい活動 

「放課後は子どもたちのゴールデンタイ

ム」をキーワードに、たくさんの可能性に満

ち溢れた放課後の時間と場所を提供していき

ます。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

子どもたちと地域の大人との交流を活性化

し、先生や親ではない大人の人とナナメの関

係を築き、そこから様々な学びや体験ができ

る環境を整えていきたいです。 



１４．情報化社会の発展－① 
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２３ 

ザボランティアサポーターズ 

ザ・ボランティア サポーターズ 

目的・ 

主な活動 

「市民活動団体向けに IT環境の充実を無料サポート！」 

ザ・ボランティア サポーターズは、市民活動をされてい

る皆様を支援するために HP の作成や IT スキルの技術講

座などの多様なサービスを提供しています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

市民活動向けに無料の多機能ホームページ

を代行して作成し公開する。 

千葉市民活動支援センター 

及び在宅活動 

支援センター：1回/月 

在宅：適宜 

活動現場をレポートし動画や写真を撮影し、

YouTubeに投稿し市民活動の状況を PRする。 

活動現場 

市民活動団体とのコラボ 

適宜 

パソコンやスマホ教室を開催し、市民活動さ

れている方々の ITスキル向上を手助けする。 

千葉市民活動支援センター 

などの施設 

適宜 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2021年 4月 7人 

現会員の年齢層は 70歳代ですが、幅広い年齢層

の受け入れ募集中です。 
無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ホームページや動画に興味のある方なら歓迎します。特に、これら

のスキルをお持ちの方は大歓迎です。活動に参加される際には、パ

ソコンかスマホ（タブレットでもよい）をご持参ください。会員向

けに ZOOM など IT スキル向上を狙ったカリキュラムを準備中。

活動の体験参加や見学を希望される方は、事前に連絡願います。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     サトウ コウイチ TEL：０９０－２５２８－７１３０ 

担当者氏名 佐藤 幸一 FAX： 

E-mail：mb4nr5@bma.biglobe.ne.jp HP：https://sites.google.com/view/chibabora-action 
 

活動分野：2、6、7、14、19 

☆メッセージ・PR 

私達は「ちばさぽ」の談話室などで、1回/月の会合を行ない、

在宅ワークで HP や動画を作成しています。是非一緒に活動の

質を高め、幅を広げてみませんか。 

◇今後やってみたい活動 

①HP と動画を通して他の市民活動団体との

コラボ及びネットワーク化 

②ゲームやレクレーションを取り入れた活動 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

様々な環境が整備され、子供から高齢者まで

気軽に参加できる自治会活動が盛んなまち 



１７．職業能力開発－① 
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２４ 

オトナショクドウ 

おとな食堂 

目的・ 

主な活動 

すべての人が誇りをもって働き生活できることを目指し

ています。千葉での主な活動は「おとな食堂」。就職に悩む

学生さん、既卒者、失業している人、コロナで生活が苦し

くなってしまった方が本音で話し、弱音を吐けて、安価で

食事ができ、カウンセラーなどと話せる食堂です。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

おとな食堂 千葉市内（稲毛区、中央区、

花見川区など） 

不定期（土日） 

東京では様々な団体と繋がりがあります 様々 様々 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2018年 9月 3人 

学生から年配の方まで様々な方が活躍されていま

す。条件は一つだけで、社会的弱者に偏見がないこ

とです。 

無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・千葉市内では「おとな食堂」中心です。配膳でも調理でも呼び

込みでも対象者のお話を聴くなど、なんでもできることをお願

いします。 

・不定期なので来られるときだけで大丈夫です。参加や見学だけ

でも大丈夫です。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
    ヤマギシ カオル TEL：０９０－６１３４－３４４９ 

担当者氏名 山岸 薫 FAX： 

E-mail：chappi3000ky@gmail.com HP： 
 

活動分野：1、10、12、13、17 

☆メッセージ・PR 

まだ始めたばかりです。これからもっとおとな食堂を広げ

ていくためにはマンパワーが必要です。コロナの影響はまだ

しばらく続き、いつ誰が貧困に陥っても不思議ではない時代。

ぜひ一緒に作り上げていきましょう。 

◇今後やってみたい活動 

大きなおとな食堂や年末炊き出し。主催者は

千葉を超えて様々な団体をまたいで横のつな

がりやネットワークを広げています。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

共助のまち（安心して働くことができ暮ら

せることが出来るまち、働く人が悩みを抱え

るときすぐに SOSを出せるまち） 



１７．職業能力開発－② 
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２５ 

チバケンショウガイシャドローンキョウカイ 

千葉県障害者ドローン協会 

目的・ 

主な活動 

障害者へのドローン講習、ドローンパイロット育成、資

格取得の補助操作補助具の作成、練習場の確保、空撮や動

画撮影、動画編集、感染症対策の管理など 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

ドローン講習、パイロット育成、 

資格取得の相談等 

未定 随時 

映像作成及び編集 指定された場所 随時 

感染症対策 指定された場所 随時 
 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2021年 6月 3人  無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ 体験参加については動画編集です。 

○ 新規会員の入会 

○ 活動への体験参加 

○ 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     サトウ ヒロシ TEL：０４３－３０７－３７３０ 

担当者氏名 佐藤 博 FAX：０４３－３０７－３７２８ 

E-mail：ccdra@f.2-d.jp HP：https://f.2-d.jp/ccdra/ 
 

活動分野：1、6、14、16、17 

☆メッセージ・PR 

障害者が立ち上げたドローンパイロットの育成や映像撮影

をする団体です。また感染症対策もイベントなどで展開し、

入場管理なども提供しています。 

◇今後やってみたい活動 

ドローンを使った撮影、障害者ドローン

パイロットの育成 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

ドローンなどを通して障害者の活動を支援

したい 



１９．中間支援－① 
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２６ 

チバシミンカツドウシエンセンター 

千葉市民活動支援センター 

目的・ 

主な活動 

ボランティアや NPO に関心がある人に情報提供や相談

対応をしたり、市民活動団体に会議室などの貸出をした

り、組織運営の支援を行っている施設です。どなたでも参

加できる講座、イベント等も開催しています。 

《こんな団体です！》 

活動内容 活動場所 活動日程・頻度 

ニュースレター「ちばさぽ通信」の発行 

（発送作業） 

千葉市民活動支援セン

ター 

年 6回（毎奇数月の初旬） 

「千葉市民活動フェスタ」の開催 きぼーるアトリウム他 年１回（11月第三週頃） 

※今年度は 11月 20日・21

日の予定 

各種講座や交流事業の実施 市内の公共施設等 

（オンラインも活用） 

年 10数回程度 

 

設立年月 会員数 会員の年齢層や属性など 会費の有無 

西暦 
2014年 4月 28人 

「センターサポーター」という、ボランティア（会員）

の登録制度があります。現在、サポーターの多くはシニ

ア世代の方です。 

無 

《こんな将来像を描いています！》 

 

 

 

 

《ボランティアや会員募集などについての情報》 

可 対応可能な項目 条件・注意事項など 

○ ボランティアの受け入れ ・「ちばさぽ通信」の発送作業（チラシの仕分け、封入）のお手伝

いや、市民活動フェスタなどのイベントや講座の準備・会場設

営・受付等のお手伝いなどのボランティアを募集予定です。 

・必ずしも「センターサポーター」に登録しなくても、ボランテ

ィア活動に参加いただけます。 

○ 新規会員の入会 

 活動への体験参加 

 活動の見学 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
     ハラダ マサタカ TEL：０４３－２２７－３０８１ 

担当者氏名 原田 正隆 FAX：０４３－２２７－３０８２ 

E-mail：info@chiba-npo.net HP：https://chiba-npo.net/ 
 

活動分野：19 

☆メッセージ・PR 

施設の愛称は「ちばさぽ」です。市民活動を一緒にサポート

しませんか？あなたのサポートが千葉市の未来を創り上げて

いきます。まずはお気軽に施設にお立ち寄りください！ 

◇今後やってみたい活動 

施設の利用者が快適に過ごせるような環境

美化活動。また、コロナが落ち着いたら、サポ

ーターの交流会を開催したいです。 

◇「こんなまちにしたい」といった“夢” 

誰でも気楽に交流をしたり、一息ついたり

できる、そんな活動や居場所があちこちにあ

る、孤立のないまちにしたいです。 
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のご紹介 
 

「千葉市民活動支援センター（愛称：ちばさぽ）」は、これからボランティアや NPO などの

市民活動を始めようとする方への情報提供や相談対応をしている他、既に市民活動をしている方

や団体に会議室等の施設・設備の貸し出しや組織運営の支援などを行っている施設です。どなた

でも参加できるイベントや講座も開催しています。 

千葉市で活動をしているか、これからしようとしている人であればどなたでも自由に入館する

ことができます。一部の設備は利用にあたって団体登録が必要ですが、資料の閲覧や相談など、

ほとんどのサービスは登録不要で、また無料で利用することができます。 

どうぞお気軽に足をお運びください！ 

※千葉市民活動支援センターは 2017年 4月より 2022年 3月まで、「まちづくり千葉・リベ

ルタちば・まちづくり商会 共同事業体」が指定管理者として管理運営を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、講座やイベントの内容を変更したり、中止したり

する場合がありますので、ご注意ください。 

※2022年度以降の事業（講座やイベント等）の実施内容は未定です。 
  

ボランティアやＮＰＯなどの市民活動を応援 

☆こんな事業（講座やイベント等）をやっています！ 

 

 

■ボランティア・市民活動マッチングプログラム 

ボランティアをしてみたいという方と、受入れしたい団体とが直接顔

を合わせて話をし、活動に結び付けてもらう企画。いわば、就職活動の

合同説明会の市民活動版です。年に一回開催。「 まずはどんな団体があ

るのか、自分に合っているかが知りたい」という方におススメです。 

■まちなかボランティア養成講座 

 観光等で千葉を訪れる外国人や障害者のおもてなしをしたい！

でも、語学力も障害者に接した経験もない…。」そんな方にぴったり

の講座です。コミュニケーションのノウハウや千葉市の歴史「 観光

資源などについて学ぶ講義「 約 3時間半）と、イベント会場で実際

に外国人や障害者への案内を体験する実習での 2本立てです。 

■ボランティア募集情報等の資料の掲示 

様々な分野「 内容のボランティア募集情報をカードにして、わかりや

すく掲示しています。「 ボランティアは初めてなんだけど…」といっ

た相談にももちろん対応します！「NPO の団体紹介パンフレットな

ども配架しており、自由にご覧いただけます。 
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☆最新情報は、ネットでチェック！ 

イベントや講座の詳しい情報は、ホームページや facebookで発信中です。（アドレスは下記。）

ホームページからは、センターの情報誌「ちばさぽ通信」もダウンロードできます。 

 

◆所在地・連絡先 

〒260-0013 千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2号館 9階 

TEL：043-227-3081 FAX：043-227-3082 E-mail：info@chiba-npo.net 

URL：https://chiba-npo.net Facebook：https://www.facebook.com/chibasapo/ 

※「千葉中央ツインビル２号館」は 14階建てで、千葉市

文化センターや千葉商工会議所などが入居しています。

１階は千葉銀行などです。 

◆開館時間・休館日 

【開館時間】月曜～土曜＝9:00～21:00 

日曜・祝日＝9:00～18:00 

【休 館 日】年末年始（12月 29日から 1月 3日） 

◆アクセス案内 

○電車・バスでご来館の方 

＊「JR千葉駅」（中央改札）・「京成千葉駅」より徒歩約 10分／「京成千葉中央駅」より徒歩

約 8分／「千葉モノレール葭川（よしかわ）公園駅」より徒歩約 3分 

＊「千葉銀行中央支店」バス停より徒歩約 1分 

（JR千葉駅東口バスターミナルの乗り場 8・9より「千城台車庫」行き・「御成台車庫」行きなど、

乗り場 6より「川戸都苑」行きなどに乗車。１つめが「千葉銀行中央支店」です。） 

○お車でご来館の方 

専用の駐車場はございませんが、ツインビル 2 号館地下に有料駐車場（約 100 台分）がある他、

周辺には、民間のコインパーキングが多数あります。 

○自動二輪・自転車でご来館の方 

専用の駐輪場はございません｡また、ツインビル 2 号館にも、来館者用の駐輪場はございません。

自動二輪・自転車は､千葉銀座通りの有料駐輪場をご利用ください｡ 

 

【団体登録について】 

会議室や印刷機、紙折機、ロッカー等を利用するには、団体登録（無料）が必要です。また一部の

事業は、登録団体であることが参加（出展等）の要件となっています。登録をすると隔月発行のニュ

ースレター「ちばさぽ通信」の郵送や、登録団体紹介コーナーへの掲載などのサービスを受けること

ができます。登録の手続きをするには、お手数ですがご連絡の上、一度当センターにご来所ください。 

（※2021年 6月末時点での登録団体数は、775団体です。） 
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