
ＮＮＮＰＰＰＯＯＯととと企企企業業業のののマママッッッチチチンンングググフフフォォォーーーラララムムム   
～ＮＰＯと企業の出会いの場の創出～ 

（申込期間 ７月１日～８月２０日） 

 

 

 

 
 

       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

埼玉県共助社会づくり課 担い手支援担当 FAX：048-830-4751  E-mail：a2835-02@pref.saitama.lg.jp 

企 業 

ＮＰＯ 

その他 

(○で囲んでください) 

企業名・団体名 

 

 

電話 

 

部署名 お名前
フリガナ

 

参加区分 
(○をお付けください) 

午前 午後 終日 

     

     

     

※本申込書にご記入いただきました個人情報につきましては、本事業の実施のために使用するほか、埼玉県が NPO等の支援に関する事業案内に利用させていただきます。 

このマッチングフォーラムは， 

       NPO の「企業の支援を求めたい」や 

       企業の「新たな社会貢献活動の形を見つけたい」 

  などのニーズを結びつける出会いの場です。 

 16 団体が、企業とのマッチングにつながる提案事業を行います。 

 

８月２７日（火）ＮＰＯと企業のマッチングフォーラム参加申込書 

 

（キリトリ） 

開催日 平成２５年８月２７日（火） 
場 所 ソニックシティ 4 階市民ホール（403・404） 

対象者  社会貢献や NPO 等との協働をお考えの企業の方、NPO そのほか御興味がある方 

参加費  無料 

主 催  一般社団法人 埼玉県経営者協会  埼玉県県民生活部共助社会づくり課 

プログラム 
９：１０    受付 

９：３０    開会挨拶  

９：４０    [第１グループ]プレゼンテーション及び質疑応答 

１０：４０～５０ 休憩 

１０：５０    [第２グループ]プレゼンテーション及び質疑応答 

１１：５０    名刺交換・情報交換会 

１２：２０    昼食休憩(昼食は各自でおとりください) 

１３：３０    [第３グループ]プレゼンテーション及び質疑応答 

１４：３０～４０ 休憩 

１４：４０    [第４グループ]プレゼンテーション及び質疑応答 

１５：４０    名刺交換・情報交換会 

１６：３０    閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込方法・募集期間 

申込方法 申込欄にご記入の上、下記宛先に FAX または郵送で 

お送りください。E-mail での申し込みも可能です。 

     （件名に「マッチングフォーラム申し込み」と 

ご記入ください。） 

募集期間   ７月１日（月）～８月２２日（木） 

詳細ＵＲＬ  http://www.saitamaken-npo.net/html/jyosei-seminar/25seminar/ 

     （提案概要、申込書のダウンロードはこちらから。） 

 
＜宛先＞ 

埼玉県共助社会づくり課 担い手支援担当 花田、志塚    

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3－15－1 

       TEL：048-830-2828 
FAX：048-830-4751  E-mail：a2835-02@pref.saitama.lg.jp 

 

mailto:a2835-02@pref.saitama.lg.jp�
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   ＮＮＮＰＰＰＯＯＯととと企企企業業業のののマママッッッチチチンンングググフフフォォォーーーラララムムム                                                                                       
           提案事業のプレゼンテーションを行う 16団体を御紹介します。 

    

   

   

 

 

 

  

 

 

 

       

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 絵本の読み聞かせ、 

紙芝居のプロ集団です 

 人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝには、他を

思いやる心と言葉が大切。生

の音楽を加えて、 

子ども達に語りか 

け、次世代を担う 

人間関係形成能力 

を育みます。 

特)GreenLeafわかば 

理事長  小泉 淑子 
H19 ボランティア劇団として発足、

H25 法人化。地域密着で高齢者や子育

て支援を主な活動とする。 

 

※プレゼンテーションの順番は、グループ内で変更となるばあいがあります。 

子どもの犯罪被害を 

未然に防ぐ！ 

 

 

犯罪機会論に基づいた防犯

教室を 6歳児対象にクイズ

や寸劇、ロールプ 

レイングなどで行 

う。ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの養 

成に協力下さい。 

特)さいたま NPO センター 

    新井  治 
市民自治によるまちづくりを目

指して、埼玉県で最初に設立さ

れた市民活動支援団体。 
■http://www.sa-npo.org/ 

様々なスキルを持った 

人材を紹介できます 

障害者雇用の促進を考えて

いる企業と、私たちのもとで

職能を身につけた 

人材とのつなぎ役 

になり、就職支援 

を行います。 

特)生涯学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ協会 

副代表理事 坂本 法子 
障害者の職業訓練事業を受託し

主にＰＣの資格取得講座を開

催。就職支援やﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟが強み。 
http://www5.ocn.ne.jp/~clarinet/ 

従業員やお客さん同士を 

スポーツでつなぐ 

 スポーツコミュニティの力

でチーム力向上や、お客さん

との関係を深め、 

売上げアップに 

つなげませんか？ 

 

きゅぽらスポーツｺﾐｭﾆﾃｨ 

代表   石井 邦知 
2011年 2月設立。ｿｰｼｬﾙｽﾎﾟｰﾂと

いう交流型のｽﾎﾟｰﾂ活動や､地域

団体と協働し貢献活動を実施。 
http://cupola-sports.jimdo.com/ 

もっと活躍！ パワフル 

ウーマン育成塾☆ 

 育児中の女性等のビジネス

センスを錆びさせない、討論

型講座とフォロー 

アップ相談を実施。 

職場復帰率･定着率 

向上を図ります。 

メンターＡtoＺ 

代表   五十嵐 ゆき 
毎年千人超の相談実績を持つ専

門家集団。自分らしい生き方を

求める女性に総合キャリア支援

を提供。http://www.necomoaz.com/ 

日本の未来 世界の未来 

私達も担います 

 日本で学ぶ外国ルーツの子

ども達に企業の支援を! 

外国ルーツの子ど 

も達も、明日を担 

う大切な人材です。 

 

特)ふじみの国際交流ｾﾝﾀｰ 

[FICEC] 国際子どもｸﾗﾌﾞ 

担当理事 山畑 博子 
地域に暮らす外国籍の人々との他文

化共生に向け様々な活動しています 

■http://www.ficec.jp/ 

企業人が学生の 

質問にこたえて就職支援 

 

 

地元企業が 10数名の学生の

質問に回答する双方向交流

授業参加企業を募 

集します。学生･企 

業共に有益であった 

事例を紹介します。 

特)学生キャリア支援ﾈｯﾄﾜｰｸ 

理事長  橋本 光生 
産官学協働で企業人と学生の交

流型キャリアデザイン授業をコ

ーディネートするＮＰＯ。 
■http://www.scsnet.jp/ 

まだ×2 元気な高齢者…が 

何を求めているのか？ 

地域支え合い活動 1万時間。 

ｻﾎﾟｰﾄ実績から得た様々な角

度から捉える高齢 

者ﾆｰｽﾞは、御社の 

高齢者対象事業の 

未来を導きます。 

特)志
し

民
み ん

アシストﾈｯﾄﾜｰｸ 

事務局長 杉山 英雄 
川口市で活動の実績を誇る「安

心おとどけ隊」、190名のｻﾎﾟｰﾀｰ

が絶大な信頼を得ています。

http://www.shimin.jp/anshin/ 

 

聴導犬の育成と 

普及啓発活動の場を 

訓練やデモンストレーショ

ンの場、募金箱の設置場所を

ご提供ください。 

社会的認知度を共 

に築きあげること 

が目的です。 

特)聴導犬普及協会 

訓練･広報部 秋葉圭太郎  
聴導犬とユーザーのスムーズな

社会参加を目指し、聴導犬の育

成･普及啓発活動に取組む。 
■http://www.hearingdogjp.org/ 

森の力でリフレッシュ 

里山ビオトープ 

 自然循環型の里山を提供し

ます。管理はもちろん、環境

学習やスポーツに 

もなる薪割りを楽 

しくレクチャーし 

ます。 

特)森臨隊(しんりんたい) 

代表理事 菰田 晴雄 
県西部の放置林を里山に再生。

そこから出た森林資源の有効利

用、人材育成にも力を入れる。 
■http://shinrintai.org/ 

森と結ばれた 

木育
も く い く

プログラム 

 大学と「木と結ばれた木育」

や「自然遊び」のプログラム

づくりを進めてお 

り、環境教育に関 

心のある企業を探 

しています。 

特)木の家だいすきの会 

代表理事 鈴木 進 

‘森に緑を、住まいに木を’
を理念に家づくり、森の保全を

図る活動を展開しています。 
■http://www.kinoie.org/ 

日米特許 緊急発信ｼｽﾃﾑ 

「元気にし TEL?!」 

40人に 1人と言われる高齢

者の孤独死を減らす画期的

なアプリを開発し 

ました。このﾋｭｰﾏﾝ 

ﾈｯﾄﾜｰｸの共同事業 

を提案します。 

特)楽市楽画 

理事長   打田 純二  
「豊かな社会と環境改善に貢献

したい」知恵を持ち寄り、アイ

ディアで特許を取っています。 
■http://rakuichirakuga.com/ 

子どもにアートを 

運びます！ 

 

 

県内各地で親子が大勢集ま

るイベントを開催します。商品

紹介、モニター協 

力も可能です。広 

報印刷費や開催費 

等の支援も歓迎で 

す。子どもにアート体験を！ 

特)子ども劇場おやこ劇場 

埼玉ｾﾝﾀｰ事務局長野田あさ子 
親子を対象とする舞台鑑賞、プ

ロのアーティストとの交流等を

県内各地で企画・運営している。

 
日本「唯一」そこにある

鳥たちの可能性と必要性 

手放された鳥たちの未来の

ため。手放さず済む未来のた

め。共に歩んだ小 

さな家族の第二の 

家 TSUBASAの活動 
に賛同ください。 

特)ＴＳＵＢＡＳＡ 

代表理事 柴田祐未子 
日本で唯一の飼い鳥保護団体。 

新たな家族を探す活動や、教育

啓発を全国で展開中。                                                              
■http://www.tsubasa.ne.jp/ 

住み続けたい 魅力ある 

街づくりを目指して 

 前身団体から約 30年、公民

学連携の街づくりを実践。次

世代の担い手育成の 

ため ESDとしての景 

観まちづくり教育事 

業を新展開します。 

特)越谷市住まい･ 

   まちづくりセンター 

教育･広報企画部 山口こずえ 
良好な住環境の維持管理、エリアマ

ネジメントの推進･支援している。 
■http://www11.ocn.ne.jp/~kosimati/ 

提案概要 

 第１ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 第４ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 第２ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 第３ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ブランド繭‘いろどり’ 

地産地消のすゝめ 

埼玉産のブランド繭，そこか

ら織られる着物。一緒に企画

しませんか？ 

社員さん向けに着 

方教室も出張しま 

す。 

特)川越きもの散歩 

代表理事 藤井美登利 
「着物っていいね」と見直すき

っかけを提供し、県の繭や養蚕

文化の振興にも大きく貢献。 
http://kawagoe-kimono.jimdo.com/ 


