
□■栄町住民活動支援センター利用登録団体一覧　１４７団体■□

団体名 分野 団体名 分野 団体名 分野

あおぞら会 環境 さかえハーモニー 文・芸・ス 地縁法人三和区 まちづくり

明るい社会づくり　栄カトレアグループ 社会教育 さかえ保育園保護者の会 子ども 地縁法人松ヶ丘自治会 まちづくり

アグリライフ味の宿 社会教育 サカエマジック 文・芸・ス 地縁法人麻生区 まちづくり

あじきカトレアフラサークル 文・芸・ス 栄町立北辺小学校　ベルマーク委員会 子ども 地縁法人矢口区 まちづくり

安食台小学校ＰＴＡ 子ども 栄町朝顔の会 まちづくり 地縁法人辺引区 まちづくり

安全安心を考えてみんなで遊び隊 子ども 栄町カラオケ愛好会 文・芸・ス 地縁法人安食台3丁目自治会 まちづくり

安食さざんか会 文・芸・ス 栄町硬式テニス専門部 文・芸・ス 地縁法人安食台二丁目自治会 まちづくり

安食台オンラーズ 文・芸・ス 栄町更生保護女性会 人権擁護 地縁法人南ヶ丘自治会 まちづくり

安食駅前・美化清掃友の会 まちづくり 栄町子ども会育成連絡協議会 子ども 地縁法人田中自治会 まちづくり

色鉛筆画「すみれの会」 文・芸・ス 栄町古文書学習会 社会教育 千葉県ゲートボール連盟栄町支部 文・芸・ス

江戸芸かっぽれ会 文・芸・ス 栄町さくらの会 環境 千葉県ユニセフ協会 国際協力

NPO法人　ねむの里 福祉 栄町さざんかクラブ連合会 まちづくり ちゃちゃの会 福祉

NPO法人　子どもプラザ成田　栄支部 子ども 栄町シニア運動クラブ 文・芸・ス 陶遊会 文・芸・ス

NPO法人　栄町観光協会 まちづくり 栄町障害者福祉協議会 福祉 陶芸クラブ 文・芸・ス

NPO法人住みよい地域づくり推進協議会 環境 栄町商工会女性部 経済活動 図書室ボランティアおはなしの会 子ども

NPO法人　さかえ保育園 子ども 栄町少年野球連盟 文・芸・ス 童謡を歌う会 文・芸・ス

NPO法人　助け合いネットさかえ 福祉 栄町赤十字奉仕団 福祉・災害 ナミエバレエスタジオ 文・芸・ス

NPO法人　ドラゴンカヌーさかえ まちづくり 栄町卓球連盟 文・芸・ス ニットサークル 文・芸・ス

NPO法人まちづくりサポートひと・まち倶楽部 NPO支援 栄町地域活動支援センター保護者の会 福祉 のら里くら里健康ウォーキングの会 まちづくり

NPO法人生涯学習栄カルチャークラブ 社会教育 栄町地区連絡協議会 まちづくり のら市の会 まちづくり

えむの会 環境 栄町手をつなぐ親の会 福祉 パソコンを楽しむ会 情報

演劇　鈴の会 福祉 栄町俳句会 文・芸・ス 花・花Ｈ２Ｏ まちづくり

オカリナサークル風の詩 文・芸・ス 栄町婦人バレーボール連盟 文・芸・ス PCサポート．Ｃｏｍ 情報

仮名とペン字と書の会 文・芸・ス 栄町舞踊連盟 文・芸・ス FUさかえ(Ｆｒｅｓｈ　ｕｐ　Sakae） 環境

上町ふれあい会 まちづくり 栄町ボランティア・NPO連絡協議会 福祉・災害 フィットネスサークル 文・芸・ス

環境くらぶ 環境 栄町ヤングジャイアンツ 文・芸・ス フォークダンスステップワン 文・芸・ス

北辺田太鼓クラブ 文・芸・ス 栄町ライオンズクラブ まちづくり フォト五七五の会 文・芸・ス

北辺田ミニバスケットボールクラブ 文・芸・ス 栄町朗読奉仕会 福祉 フラ･ハーラウ･オ・ノエラニ 文・芸・ス

キャンバス栄 文・芸・ス 栄町を愛する女性の会 まちづくり 花のネットワーク　フラワーサミット 環境

キャンドルナイトの会 環境 酒直寿会 まちづくり ふれあいパトロール隊 地域安全

絆MBC 文・芸・ス 酒直小地区防犯住民の会 地域安全 フレンズダンスソサイエティ 文・芸・ス

グランドゴルフ　月曜会 文・芸・ス サロン酒直台 まちづくり プロスパーダンススポーツサークル 文・芸・ス

グランドゴルフ　水曜会 文・芸・ス 栄町安食台福寿会 まちづくり 文武育成会 文・芸・ス

グランドゴルフ　金曜会 文・芸・ス CSもも まちづくり 布鎌ふれあいボランティア 子ども

クレンサ栄レインボーFC 文・芸・ス 下総栄太鼓 文・芸・ス フレッシュフィットネスさかえＢ 文・芸・ス

Kurukuru“パッ”の会 環境 (社）日本３Ｂ体操協会千葉県支部　東葛３グループ 文・芸・ス 双子の会＠成田近郊 子ども

健康体操　ラ・ムーヴ 文・芸・ス 趣味の園芸友の会 経済活動 房総会（グランドゴルフ） 文・芸・ス

ケナフとふれあい花壇 環境 手話サークルあすなろ 社会教育 ボーイスカウト栄第一団 子ども

けやきの会 まちづくり 手話ダンスさかえ 文・芸・ス ポレ・ポレ 国際協力

コール・クレッシェンド 文・芸・ス ジョーカーズ 文・芸・ス 町の花りんどうくらぶ 環境

ココナッツアイランド栄 文・芸・ス 人材バンクキャロット まちづくり mamatoco terasu（ままとこ　てらす） 子ども

心の架け橋を築く会 まちづくり 杉の子会 文・芸・ス 水と緑のチャリクルさかえ 環境

秋桜の会 文・芸・ス セーフティーネットすまいる 地域安全 みゅーじかるを支える会 まちづくり

子供フィットネスサークル 文・芸・ス 正統無雙直傅栄信流居合道栄信会 文・芸・ス 南曽根ふれあいクラブ まちづくり

心にそよ風＆アートの輝きソフィアヒューマンセンター 福祉 ZERO 環境 八重の会 文・芸・ス

栄エンジェルス 文・芸・ス たすけあいネットワークフレンズ まちづくり 野外体験活動塾『ネイチャーワールド」 子ども

栄カヌークラブ 文・芸・ス 田中子供会 子ども 未来探し隊 まちづくり

さかえサイクリングクラブ 文・芸・ス 楽しく木もくウォーク 文・芸・ス 　　　　　　　　　　　　　（団体名あいうえお順）

さかえ市民みゅーじかるの会 まちづくり 短歌の会 文・芸・ス

さかえ書道サークル 文・芸・ス 地縁法人　安食台４丁目自治会 まちづくり 　　　　　　　　　    平成２４年１２月現在


