
丹波市市民プラザ登録団体一覧

活動目的 活動概要

1
DANCE COLLECTION実行
委員会

地域住民が集い楽しめる「コミュニティオアシス」の形成
と、丹波市を中心とした地域の方々にダンスの素晴らしさ
を伝えるため、「YOUME TOWN DANCE SHOW」及び
「DANCE COLLECTION」事業を企画運営する。

2008年より2019年まで、計23回のダンスイベントを開催
し、現在では全国最大級のダンスイベントに成長してい
る。

2
TAMBA OUTDOOR
ECOLOGY

環境保全活動及びエコ、リサイクル活動を通じ地域住民
が集い憩える「コミュニティオアシス」の形成を目指し、会
員相互の密接、連携をもととして、地域との融和を協調を
図り、地域の発展と地域社会への貢献を目的とする。

主たる活動は、環境体験学習事業の実施と子育て支援活
動への協力、エコ・リサイクル活動の啓蒙、SNS、メールの
広告代理受託としている。

3 株式会社タンバンベルグ 地域貢献イベント・地域活性イベントなど。
文化活動を行う団体や、官公庁主催の催しへの会場提供
や、合同企画の実施。

4 ゆめタウン専門店会
地域貢献イベント・地域活性イベントへの協力、商店街活
性化など。

文化活動を行う団体や、官公庁主催の催しへの会場提供
や、合同企画の実施。

5 氷上郷土史研究会 丹波市内の歴史文化の発掘、顕彰 市内外での研究会、講演会、会誌（論考）の発行

6 夢の塾 南米フォルクローレ練習 南米楽器の使い方を広げる

7
特定非営利活動法人
Imagine丹波

地域住民のキャリア形成 高校でのキャリア教育

8 グライネ 地域の若者へのキャリア教育サポート 若者の意見交換会などの場の提供、まんが会など

9 きどにぃ会 透析患者、自助活動
透析、腎臓病の学習会や病気理解促進、料理教室等、透
析防災、減災学習

10 丹波市ベテランテニスクラブ 高齢者の健康増進 テニスの練習

11
一般社団法人　丹波市観光
協会

会議・研修会・講座等の開催
丹波市観光協会主催の事業や地域・各団体との共催事
業で市内外に向けの研修会・講座等の開催や観光協会
職員研修会や役員会等の開催

12 丹波サイクリング協会 スポーツサイクルによる地域振興
サイクリングイベントの開催、サイクルラック、マップの作
成、自転車関連の地域づくり活動、啓発等

13 フラワーサークル＊花畑＊
日々の仕事、生活の忙しさからひとときの自分へのいやし
や子供とのコミュニケーションづくり

フラワーアレジメント、プリザーブドフラワー、ハーバリュー
ムボールペン作り

14 ぐりぐらクラブ 多胎児親子の交流情報交換 親子あそびクッキング

15 アウトドアkids
野外活動を通して丹波の四季や自然を感じ、家ではでき
ない体験をする。親子交流を計る。

自然の中での活動や親子で簡単なアウトドアクッキング

16 ちびっこぼうけんたい
丹波で子育てする親子の交流の輪を広げる。環境学習等
を通して親子で楽しみながら学ぶ機会を創出し生涯学習
へとつなげる

環境学習のための講師を招き水辺の生きものなどについ
て学ぶ。親子学習として野外クッキングを行う。

17 ハッスルママの会 相互の交流、情報交換を行う バドミントン、交流会と仲間づくり

18 親子ダンササイズ
親子ダンスを通してふれあいをし絆を深める会員同士の
交流を深める

親子ダンス

19 Happy エクササイズ
バレトンピラティスをとおして心身のリフレッシュを計る。親
子で情報交換や仲間づくりをする。

バレトンピラティス

20 わくわくチャレンジ 親子で色々な事に挑戦し仲間作りの輪を広げる 苗植え、料理、お餅つき、親子交流

21 ぴょんぴょんクラブ
２歳児以上の親子の交流と仲間づくりをする。子育ての情
報交換や親子学習の場とする。

親子参加の講座学習、交流や情報交換

22 よちよちクラブ
１歳児を持つ親子の交流と仲間づくりをする。子育ての情
報交換や親子活動の場とする。

親子参加の講座学習、交流や情報交換

23 はいはいクラブ
０歳児を持つ親子の交流と仲間づくりをする。子育ての情
報交換や親子活動の場とする。

親子参加の講座学習、交流や情報交換

24 丹波市視覚障害者福祉会 福祉交流会（あゆみ会） 福祉交流会（あゆみ会）

25 キラキラコーラス
コーラスの練習を通して、仲間意識や合唱の楽しさを共有
する。親子で参加することで情報や交流を計る。

月2回程度のコーラスの練習と依頼があれば事業等に参
加する。

26 たんばで暮らそう NPO設立準備 NPOの設立研究

27 丹波シニアアンサンブル シニア世代の音楽活動 老人施設、アフタースクール、いきいきサロン等での演奏

28 丹波市俳句協会

田ステ女、西山泊雲、野村泊月、西山小鼓子、片山桃史、
細見綾子などの丹波市に関わる著名俳人を顕彰するとと
もに、青少年への俳句文化の振興と俳句文化の定着、ま
た俳句を通じた言葉の交流を図るための事業を実施する
ことを目的とする。

（１） 丹波市に関わる著名俳人の顕彰
（２） 青少年の俳句文化の定着に関する事業
（３） 丹波市の俳句文化振興に関する事業
（４） 各関係団体及び関係機関との連携
（５） その他本会の目的達成に必要な事業

29 丹波古文書倶楽部
古文書解読技術の修得、日本近世史学習、古文書取扱
技法の収得

毎月第２土曜日午前中２時間の講義、年数回のフィール
ドワーク、茶話会、懇親会

30 和ネット丹波 男女共同参画の推進 男女共同参画社会の実現にむけての研修等

31 丹波栗っこ会 栗の普及活動 栗の栽培、加工

32 丹波市木の駅実行委員会 丹波市内の森林整備・木材利用 木の駅プロジェクト

33 三七友会 高校同級生のサークル活動 同窓会、旅行
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34
一般社団法人 兵庫県宅地
建物取引業協会 三田･丹波
支部

不動産無料相談会 無料相談

35
特定非営利活動法人　Tプ
ラス・ファミリーサポート

子育て支援、女性支援
託児室の運営、出張保育、ファミリーサポート
丹波市子育てポータルサイト「すくすくポケット」の運営
女性や育児の相談事業

36
株式会社地域計画建築研
究所　大阪事務所

持続可能な地域づくりを目指すシンクタンク、コンサルタン
ト

都市計画、まちづくり支援、行政計画支援、建築設計等

37 みんなの社会科（仮） ＜立ち上げ準備中＞ アサーティブネスの練習・「公共」の研究

38
排泄用具情報館　むつき庵
丹波

排泄ケアに関る情報の発達 排泄ケアの学習会、相談

39 氷上子育て親の会 不登校、ひきこもり支援
・親の会（不登校、ひきこもり）
・居場所TAMARIBA
（不登校、ひきこもり体験若者の活動）

40 梅扇会 ボランティア訪問、梅扇会の打ち合わせ 新舞踊で施設等の訪問

41 梶愛育班 子供と独居老人の見守り、声かけ 地域内の声かけ

42
ライオンズクラブ国際協会
335-A地区4R・１Z
　氷上ライオンズクラブ

知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由
を守り、社会奉仕活動を行う。

献血奉仕（年4回）、清掃活動（年4回程度）、寄付（社会福
祉協議会等）

43 ツクツクEC丹波 EC地域活性化活動 EC普及活動

44 100円きょうしつ運営チーム 教育 教育の場づくり

45 NPO法人コミュニティリンク
ICTを利用し、人をつなぎ、地域をつなぎ、安心安全に暮ら
しやすい地域社会の発展に寄与することを目的とする。

まちづくりの推進を図る事業
情報化社会の発展を図る事業

46 一般社団法人　Be まちづくりコンサル、移住促進 移住希望者や地域住民からの相談対応、セミナーなど

47 氷上情報教育研究会
小学校における情報教育を教育実践をとおして研究する
会です。

毎月１回、メンバーが集まり、教育実践を交流します。

48 白鳩会 エコ・生活 手作り、ノーミート

49
社会福祉法人　丹波市社会
福祉協議会

丹波市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的
とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の
活性化により地域福祉の推進を図る。

地域福祉推進　ボランティア市民活動センター　介護福祉
事業　障がい者福祉サービス事業

50 柏原高校第42回生同窓会 みんなで同窓会を成功させる。 同窓会開催に向けた準備、実施

51 丹波地域ビジョン委員会
「21世紀兵庫長期ビジョン　丹波地域ビジョン」を県民の参
画と協働により実現する。

ビジョンを実現するための実践活動、ビジョンの普及啓
発、ビジョンの進捗状況の検証、新たなビジョンの検討
等

52
注文をまちがえる喫茶店in
丹波　企画実行委員会

認知症の方々がスタッフとして主体的に参加されるカフェ
を開催することを軸に、関連する諸活動を通して丹波市域
の地域福祉の裾野を大きく広げていきます。

カフェ「だんない」として上記のカフェを現在は２ヵ月に１回
開催しています。ケアマネージャーさんを通して地域への
説明を行う。自治会組織の協力を得て地域広報を行う。
地元商店等の協力を頂くなど、開催自体が地域の福祉推
進に寄与

53 Sunnysmile 親子英語サークル
主として１～3才児さんの親子を対象とした英語ワーク
ショップ

54 どんぐり食堂
多様な人が集まれる場を開き、その中で地域の子ども達
を見守り、互いに交流し、成長できるよう参加者、協力者
とその場をつくっていくこと

子どもも大人も気軽に参加して一緒にご飯を食べられて、
食事の前後も遊んだり、おしゃべりしたり、勉強したり、本
を読んだり、自由に過ごせる場所を月に１回開催します。
（参加費 子ども100円 大人300円）

55 新世紀 高齢者との交流 月2～3回市内の介護施設等　社交ダンスを通じて交流

56
一般国道175号早期整備促
進協議会

一般国道175号バイパスの早期整備の促進を図ることに
より市民生活の向上を目指す

沿線市町等による期成同盟との連携と要望活動、市民へ
の啓発活動、他

57
丹波復興女性プロジェクト会
「ぽんぽ好」

地域資源、地域資産を生かした事業を進め、地域の活性
化に寄与する

・農産物の加工、販売
・地域住民の健康増進
・都市住民との交流、その他に関すること

58 丹波写友会
写真を通じて会員相互の親睦を深め、地域文化の向上に
努め、社会に貢献することを目的とする。

・写真撮影会の実施
・作品展への出展　など

59
みんなの想火　兵庫実行委
員会

47都道府県の仲間と共に竹あかりに火を灯すイベントを
行う。

日本47都道府県に支部を分け、夏に竹あかりのイベント
を同時開催する。

60 氷上吹奏楽団 吹奏楽の練習と演奏発表 定期演奏会、地域での演奏発表および、その練習
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