
団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

1 しじみプロジェクト・桑名 伊藤　研司 桑名市播磨５１２－１ ・環境保全

2 ＮＰＯ法人　はあぶ工房“Ｔｏｇｅｔｈｅｒ” 〇 坂井　真佐子 桑名市陽だまりの丘7丁目１７０６
・保健・医療・福祉
・人権・平和

4 ピアニストの会・フリューゲル 原田　和恵 ・学術・文化・芸術・スポーツ

5 北伊勢災害ボランティア 川瀬　みち代
・災害救援
・まちづくり

6 桑名防災アマチュア無線ボランティア会(KAV) 福田　幸三 桑名市蓮花寺２９６－７ ・災害救援

9 エンパワメントみえ 志治　優美
・人権・平和
・社会教育　他

10 市民ガーデンティルス 川戸　由起 桑名市多度町多度２－２８－１
・まちづくり
・環境保全　他

11
特定非営利活動法人
ＭＣサポートセンターみっくみえ 〇 松岡　典子 桑名市西別所 ３０２ ・子どもの健全育成

12
特定非営利活動法人
”輪”リサイクル思考 〇 岡　　　　登

・団体運営支援
・環境保全 他

13 北勢軽便鉄道をよみがえらせる会 成田　正人 桑名市南魚町 ７１－４
・団体運営支援
・まちづくり

15
認定　特定非営利活動法人
みえきた市民活動センター 〇 小笠原　まき子

桑名市南魚町８６
ごうじ時計店内

・団体運営支援

16 シャンテ・クレール 桑名第九記念合唱団 笠井　　豊 桑名市和泉１５０番地 ・学術・文化・芸術・スポーツ

18 まちのファンクラブ 川戸　由起 ・団体運営支援

19 桑名の千羽鶴を広める会 長坂　喜代美 桑名市江場５１４－３
・学術・文化・芸術・スポーツ
・社会教育　他

20 桑名大相撲愛好会 水谷　英生
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

21 特定非営利活動法人千姫 〇 田上　了 桑名市吉津屋町４８番地２ ・保健・医療・福祉

22 くわなIT推進クラブ 和田　靖広 桑名市松ノ木７－１７－３９
・情報化
・社会教育　他

23 日本アマチュア将棋連盟くわな 西村　邦彦 桑名市新地１０４番地 ・学術・文化・芸術・スポーツ

桑名市市民活動センター登録団体



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

24 ＡＳＩＴＡ桑名 成田　正人 桑名市南魚町７１番地
・経済活性化
・団体運営支援

26 日進地区防犯委員会 後藤　善信
桑名市新屋敷１６９番地
日進まちづくり拠点施設内

・地域安全

27 ワード・くわな 中村　幸恵 桑名市長島町十日外面３５４ ・人権・平和

28 特定非営利活動法人 多度自然育成の会 〇 大橋　主郎 桑名市多度町香取１番地１６
・環境保全
・まちづくり　他

29 ゴミ・環境を考える桑員の会 河村　之子
桑名市江場２丁目５４番地２
（事務局　後藤清満）

・環境保全

33 これっとくらぶ 谷脇　真由弓
・男女共同参画
・子どもの健全育成　他

35 精義安全パトロール隊 佐藤　清和
・地域安全
・子どもの健全育成

36 勇気の会（骨髄バンク推進連絡会議） 中村　実穂 ・保健・医療・福祉

38 桑名少年少女合唱団 小森　節子
・社会教育
・学術・文化・芸術・スポーツ　他

39 桑名市PTA連合会 会長　満仲　富喜
桑名市長島町松ヶ島３８番地
長島地区市民センター内

・子どもの健全育成
・学術・文化・芸術・スポーツ　他

41 桑名歴史案内人の会 伊藤　通敏
桑名市有楽町５９
桑名市物産観光案内所内

・学術・文化・芸術・スポーツ

42 東部商研 安達仁兵衛 桑名市本町５４
・まちづくり
・経済活性化

43 新日本婦人の会、桑名支部 加藤　幸代 桑名市野田１－９－５
・男女共同参画
・保健・医療・福祉　他

44 私たちのまちづくりの会 大森　恵 桑名市長島町押付５３８－３９
・男女共同参画
・まちづくり　他

45 CAPみえ 日比野　一子 ・子どもの健全育成

48 植物セラピーフレンズくわな 児玉　照美 ・保健・医療・福祉

49 くわなPCネット 児玉　照美
・情報化
・保健・医療・福祉



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

50 自助具工房くわな 藤本　忠彦 桑名市筒尾１-９-１８ ・保健・医療・福祉

51 桑名市国際交流市民アドバイザー委員会 池田　由美
桑名市中央町二丁目３７番地
(桑名市役所 政策創造課女性活躍・多文化共
生推進室内）

・国際協力

52 桑名剣道協会 前川　吉正
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

53 （お母さんの会）あいうえお 横山　大枝
桑名市中央町５－４４－２
グランドメゾン中央公園　D-2

・子どもの健全育成

55 大山田サッカースポーツ少年団 小山　直樹
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

56 桑名市老人クラブ連合会 吉良　勇蔵
桑名市常磐町５１番地
桑名市総合福祉会館内

・保健・医療・福祉
・学術・文化・芸術・スポーツ　他

60 桑名九条の会 岡　　　康
桑名市伊賀町５５の２番地
　（桑名医療生協内）
事務局　岡　順三

・人権・平和
・学術・文化・芸術・スポーツ

61 多度雅楽育成会 田中　松緑 桑名市多度町柚井１８４２番地
・学術・文化・芸術・スポーツ
・まちづくり

62 桑員日中友好協会 川口　　譲 ・国際協力

63 桑名市スポーツ少年団軟式野球連盟 水谷　伸二
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

64 桑員九条の会 橘　陽一郎 桑名市大山田８－７－２４ ・人権・平和

65 特定非営利活動法人 夢工房 ○ 松本　織恵 桑名市東正和台１丁目１３－２
・保健・医療・福祉
・まちづくり　他

67 特定非営利活動法人  なのはな音楽療法研究会 ○ 藤田雅代 桑名市新屋敷９２番地
・保健・医療・福祉
・社会教育　他

68 桑員（そういん）エコリーグ 野田　盛二
桑名市蛎塚新田９２８－６
ＯＭＩエコショップ　まつだ内
桑員（そういん）エコリーグ事務局

・環境保全
・まちづくり

70 まちづくり工房 大塚　俊幸 桑名市桑栄町１－２　サンファーレ内 ・まちづくり

71 稀少難病の会　みえ 上田　誠 桑名市江場８番地 ・保健・医療・福祉

72 桑名太極拳吉田教室 吉田　公子 桑名市新屋敷１１５番地
・学術・文化・芸術・スポーツ
・保健・医療・福祉

73 観世流松盛会  (桑名能楽連盟、桑名子供仕舞養成会）
　　小松　勝憲
（松盛会々主、市連盟会長、
 養成会々長）

桑名市南寺町５３ ・学術・文化・芸術・スポーツ



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

74 木目込み人形 伊藤　友子 桑名市東太一丸２４ ・学術・文化・芸術・スポーツ

75 ゆめうた会 伊藤　友子 桑名市東太一丸２４ ・学術・文化・芸術・スポーツ

76 春琴会 渡邉　雅子 ・学術・文化・芸術・スポーツ

77 茶道　みやび会 朝倉　貴子 ・学術・文化・芸術・スポーツ

79 すまいるクワナ 平野　玲子
・人権・平和
・子どもの健全育成　他

80 フイ、フラ、オ、レイアロハ　桑名支部
レイ　マルヒア

渡邉　悦子
・学術・文化・芸術・スポーツ

81 特定非営利活動法人みのり福祉会 ○ 伊藤　繁雄 桑名市三之丸８６ ・保健・医療・福祉

82 桑名彫型画サークル 加藤　喜一 桑名市内堀１３４
・学術・文化・芸術・スポーツ
・社会教育

83 ＣＲグループ「和かなの会」 磯川　和子
・保健・医療・福祉
・子どもの健全育成

84 収集ボランティアグループ「和かなの会」 川瀬　照世 ・子どもの健全育成

85 精琴会（琴伝流大正琴） 佐藤　幸代 桑名市大山田６－７－１２１ ・学術・文化・芸術・スポーツ

87 はぶ・あ・すぷーん 北川　初江 ・子どもの健全育成

88 三重サイエンスボランティアの会 安藤　久夫 桑名市桑名６２８　　ハイツ北浜１０３ ・子どもの健全育成

89 防災ボランティアＴＡＤＯ 江上　元一 桑名市多度町大鳥居１６９ ・災害救援

91
知的障害児・者の生活を充実させる会
あおむしの会

佐藤　淑美 桑名市大字小貝須１２５７－１(夢の風） ・子どもの健全育成

93 桑名国際文化交流委員会 水谷　正 桑名市大福　１６９
・国際協力
・学術・文化・芸術・スポーツ

96 桑名相撲甚句会 高園　則雄 ・学術・文化・芸術・スポーツ

97 特定非営利活動法人　さらい ○ 中村　千代子
桑名市星川７８５　サンシティ１Ｆ
フードコート内

・保健・医療・福祉
・学術・文化・芸術・スポーツ　他

98 ぼちぼちいこか 網元　貴子
・保健・医療・福祉
・子どもの健全育成



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

99 ギター・マンドリン合奏ドリーム 戸谷　敏子
・学術・文化・芸術・スポーツ
・保健・医療・福祉

100 特定非営利活動法人　桑名失語症渡しの会 ○ 理事長　林　淳蔵 桑名市多度町古野字出口２０１１番地
・保健・医療・福祉
・まちづくり

103 桑名市水泳協会 伊藤　　勝 ・学術・文化・芸術・スポーツ

104
特定非営利活動法人
桑名子育て支援ネットワークＷｏｎｄer　Pocket

○ 藤田　寿花 ・子どもの健全育成

106
三重県年金受給者協会
四日市支部桑名正和部会

石川　南雄 桑名市蓮花寺８２５－２９ ・保健・医療・福祉

107 環境学習サークルみえ（桑名） 藤野戸　紘紀 桑名市大山田６－７－１１６ ・環境保全

108 桑名青年会議所 太田　靖人
桑名市大字矢田１６６番地
朝日鋳工所ビル２Ｆ

・まちづくり
・環境保全　他

109 布の部屋ボビン 平野　由美 桑名市野田３丁目１３－１２
・保健・医療・福祉
・環境保全

111 ＮＰＯ法人　レインボークラブ ○ 阿部　直久 桑名市蓮花寺644番地１８８ ・学術・文化・芸術・スポーツ

112 地域活動栄養士協議会桑名支部 星野　ひでみ ・保健・医療・福祉

113 桑名ハーモニカクラブ 松岡　啓子 桑名市安永１８７８ ・学術・文化・芸術・スポーツ

114 劇団すがお 加藤　武夫 桑名市森忠１０５８ ・学術・文化・芸術・スポーツ

116 桑名ハンドメイドの会 知念　清美 ・学術・文化・芸術・スポーツ

117 三重県介護支援専門員協会桑員支部 支部長　佐藤　久美 ・保健・医療・福祉

118 日本ボーイスカウト三重桑名第三団 伊藤　隆 桑名市小野山西１８０ ・子どもの健全育成

122 Kela&Rumikoアロハノウポリネシアダンス 飯田　尚美
・学術・文化・芸術・スポーツ
・保健・医療・福祉　他

123 桑名ギタリスト倶楽部 近藤　ナオ 桑名市深谷町２１４７ ・学術・文化・芸術・スポーツ

125 大山田レンジャーズ 丸山　裕 桑名市筒尾８－８－２３
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

126 健康を育てる会・トマト 佐藤　悦子 ・保健・医療・福祉



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

129 桑名面友会 阿部　哲夫 桑名市新西方５丁目７７ ・学術・文化・芸術・スポーツ

131 竹の子の会連絡会 栗田　みどり ・保健・医療・福祉

132 多度イーグルス 山室　久男 桑名市多度町小山２３８０－１
・子どもの健全育成
・学術・文化・芸術・スポーツ

133 日進少年野球倶楽部 森　満
桑名市大字矢田磧１１５
事務局　安田　健三

・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

134 久米ヤンキーズ 稲垣　誠 桑名市坂井１０５８－５
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

135 城東エンジェルス 佐藤　勲 桑名市赤須賀５２６－２６
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

136 桑部ファイターズ 黒田　勝成 桑名市能部６８４
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

137 立教ヤンガース 伊藤　和彦 桑名市鍛冶町３１
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

138 城南マリナーズ 村田　敦 桑名市大貝須６
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

139 大成スターズ野球少年団 加藤　嘉治 桑名市北別所２６８
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

140 長島野球スポーツ少年団 高木　安郎 桑名市筒尾7丁目９－１６
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

141 NPO三重県北勢地域年金友の会桑名益世部会 森 　  瑩 桑名市大字安永４５１ ・保健・医療・福祉

142 片桐会 片桐　朋子
桑名市蓮見町４１－４
ポレスター桑名弐番館８０４

・学術・文化・芸術・スポーツ

145 益世コンドルズ 石井　幸一 桑名市大字矢田９０－３
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子どもの健全育成

147 パセージ桑名 藤田　寿花
・子どもの健全育成
・男女共同参画

149 桑名和装振興会 渡辺　武久
桑名市南魚町70番地
 （桑名呉服商組合内）

・学術・文化・芸術・スポーツ

150 NPO三重県北勢地域年金友の会桑名東部会 後藤　清満 桑名市江場５４番地２ ・保健・医療・福祉

151 （社）桑名飲酒運転防止協会 中村　隆樹 桑名市大字下深谷部４７０６－２ ・地域安全

153 特定非営利活動法人　桑竹会 ○ 西山　光信
・環境保全



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

155 演劇集団Ｃブレンド 相原　千景 ・学術・文化・芸術・スポーツ

159 一般社団法人日本学会 佐藤　貴幸
桑名市未広町２２
ヤマハウイングビル５階

・学術・文化・芸術・スポーツ
・まちづくり　他

161 特定非営利活動法人　エフ・フィールド ○ 成田　久美子 桑名市陽だまりの丘7丁目２５０４
・子どもの健全育成      ・人権・平和
・経済活性化

164 ＮＰＯ　福祉ネット　どんぐり 服部　綾水 ・保健・医療・福祉

165 明るい社会づくり運動桑員地区協議会 吉良　勇蔵 桑名市大山田６－７－８３ ・まちづくり

166 桑名アレルギーっ子集まれ！ 亘　　咲智
・子どもの健全育成
・保健・医療・福祉

168 ＥＣＯ　エネ三重 小林　礼昌 桑名市陽だまりの丘６－６４６ ・環境保全

170 特定非営利活動法人  シー・ドリーム ○ 夏目　光章
・保健・医療・福祉
・社会教育　他

172 練功の会 伊藤　立子  桑名市北別所１２１２－１３ ・学術・文化・芸術・スポーツ

173 子ども応援ネットワークinくわな（CCN) 志治　優美
 桑名市北寺町６１
     NPO法人ネットワークくわっこ内

・子どもの健全育成

174 NPO法人　birthday　as　thanksday　club ○ 山本　健喜 桑名市野田三丁目１９番地４
・社会教育
・子どもの健全育成

175 ひだまり 中根　晃一 桑名市安永字九区割１３１９ ・職業能力開発

176 悠々倶楽部 大須賀　幸子 ・学術・文化・芸術・スポーツ

177 ランナーズ・ハイ 佐野　康治 ・学術・文化・芸術・スポーツ

179 NPO法人　子どもアイデア楽工 ○ 山上　敏樹 桑名市多度町古野１１０ ・子どもの健全育成

181 シニアカレッジくわな 清水　　卓 桑名市新築町４６
・社会教育他
・保健・医療・福祉他



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

183 リフレッシュ　練功 日沖　幸子 桑名市東正和台７－１２－２
・学術・文化・芸術・スポーツ
・保健・医療・福祉

184 マドレボニ―タ東海 　TOMOS 渡邉　さやか ・男女共同参画

185 特定非営利活動法人　みらい ○ 矢野　智美 桑名市大字額田４５５－３ ・保健・医療・福祉

186 桑名　まちおこし実行委員会　 黒田　真吾　 桑名市陽だまりの丘６－６４７ ・まちづくり

187 ストレッチ練功　 新井　泰子　 桑名市星見ヶ丘８－２０８
・保健・医療・福祉
・学術・文化・芸術・スポーツ

188 NPO法人　ミスナ ○
理事長

　金村　炳植
桑名市大字播磨１４７３－１

・保健・医療・福祉
・職業能力開発
・子どもの健全育成

190 ながしまエコの会 加藤　敏男 桑名市長島町葭ヶ須　３８８の１
・環境保全
・保健・医療・福祉
・社会教育 他

191 mamaすきる 河村　裕子
・子どもの健全育成
・保健・医療・福祉
・ 学術・文化・スポーツ他

192
三重パソコン要約筆記サークル
ことのは桑名支部

加藤　等
・県条例指定
・人権・平和
・保健・医療・福祉

193 NPO法人　ネットワーク　くわっこ ○ 堀内　千春 桑名市北寺町６１
・子どもの健全育成
・保健・医療・福祉
・社会教育 他

194 長島防災支援ネット 佐藤　嘉平 桑名市長島町出口９－２
・災害救援
・子どもの健全育成

195 交流サロン　ほっと 水谷　典明 桑名市西別所１７００－５９
・国際協力

197 下深谷100人会 森部　泰文
・まちづくり
・社会教育
・観光振興　　他

198 ビートルまちづくり委員会 森本　光生
・まちづくり
・社会教育
・観光振興　　他

199 のしろおたから発見隊 中村　雅春 桑名市多度町下野代４０４番地
・まちづくり
・社会教育
・観光振興　　他

200 ク・ハ・ナ！映画部 林　恵美子 桑名市南寺町６９
・まちづくり
・社会教育
・観光振興　他

201
特定非営利活動法人
交通事故の相談窓口

〇 梶田　哲平 桑名市中央町２－６２
・保健・医療・福祉
・消費者保護

202 特定非営利活動法人　よすが 〇
理事長

野田　盛二
桑名市大央町３７番地

・保健・医療・福祉
・まちづくり

203 北勢線の魅力を探る会 近藤　順子 ・まちづくり



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

204 プティグラン　きいろいおうちの会 西村　幸子 桑名市新地１０４ ・まちづくり

205 ガールスカウト三重県連盟第９団 知念　清美 ・子どもの健全育成

206
特定非営利活動法人
環境再生職人ネットワーク

◯ 上岡　敏男 桑名市中央町5丁目５１－５
・環境保全
・まちづくり
・子ども健全 他

207 わくわくフレンズ 加藤　　功 桑名市陽だまりの丘７－２８３５
・子ども健全育成
・保健・医療・福祉

208 特定非営利活動法人　太陽の家 ◯ 対馬　あさみ
・子ども健全育成
・保健・医療・福祉 他

209 やさしいコーラス 水谷　清子 ・学術・文化・芸術・スポーツ

210 いおり 大川　英樹 桑名市桑栄町１－１ ・子ども健全育成

211 篠笛サークル 岡部　一宏 ・学術・文化・芸術・スポーツ

213 諸戸徳成邸の保存・活用を考える会 集山　一廣 桑名市蓮花寺８２５－２０

・学術・文化・芸術・スポーツ
・まちづくりの推進
・観光の推進　　　他

214 おひさまの森ようちえん 正木　亜希
・子ども健全育成
・社会教育
・環境保全

215 特定非営利活動法人　くわな発達支援塾 ◯ 山本　将士 桑名市島田６９７－５
・保健・医療・福祉
・社会教育　他

216 わんわんパトロール隊「くわな歩ワン官」 富岡　優子 桑名市藤が丘１-４１０ ・地域安全

217 桑名セブンＪＶＣ 黒宮　公昭
・学術・文化・芸術・スポーツ
・子ども健全育成

218 建築寺子屋　くわな 清水　健二 桑名市星見ヶ丘９－６１３
・消費者保護
。まちづくり　他

219 城南こどもくらぶ 後藤　三保子 ・子ども健全育成

220 地域交流の広場ネットワーク 西田　喜久子 桑名市多度町小山１８９１－２
・子ども健全育成
・社会教育

221 特定非営利活動法人　かけはし桑愛 ◯ 代表理事　平野　勲 桑名市大字江場７７７－１
・環境保全　他

222 3・11を忘れない桑名の会 岩田　治 桑名市立花町１－１４－７
・環境保全
・保健・医療・福祉　他



団体名称
法
人

代表者 事務所住所 活動分野

223 I'rie Life　－　アイリーライフ 伊藤　恵美
・保健・医療・福祉
・まちづくり　　他

224 発達支援・子育てサポート　このて 竹内　有紀 員弁郡東員町笹尾東１丁目３０－３
・保健・医療・福祉
・子どもの健全育成

225 桑名いきいき体操のつどい 牧野　義勝 桑名市星川８５１－７
・保健・医療・福祉
・まちづくり

226 どんぐりの輪 水谷　志保 桑名市小貝須１７１－２ ・子ども健全育成

227 ALOHA Sprits 黒木　あゆ美 ・学術・文化・スポーツ

228 AIの集い、歌と友に 加藤　博 桑名市長島町押付５４３－３１ ・学術・文化・スポーツ

229 特定非営利活動法人　Bright Banders ◯ 米津　鷹 ・人権・平和

230 コミュニティハウス 縁 堀野　愛子 ・子ども健全育成

231 多世代交流のガーデンキッチン たんぽぽ 平手　マリ子 桑名市大山田３－７－７ ・子ども健全育成

232 Cooee プライアー　愛 ・子ども健全育成

233 カキカタ☆ツタエル 林　花奈子 ・子ども健全育成

234 特定非営利活動法人　コーヒー生産地と協働する会 ◯ 古賀　聖啓 桑名市星見ヶ丘7丁目３０１－２ ・国際協力

235 ASANTE  SANA 日比野　一子
・国際協力
・子どもの健全育成

236 みえ丘陵地防災推進クラブ 磯部　任弘
・災害救援
・地域安全　他

237 くわな子どもプロテクト 平野　利枝
・子どもの健全育成
・人権擁護
・男女共同参画

238 BOARD GAME CLUB PRIOR PHILIP
・国際協力
・学術・文化・スポーツ

239 桑名市食生活改善推進協議会 伊藤　ふみ子
・保健・医療・福祉
・子どもの健全育成

240 三重県シニアテニス連盟 森ノ木　収 桑名市藤が丘四丁目３１１ ・学術・文化・スポーツ

241 シェアリング桑名 成谷　世那 ・子ども健全育成


