保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

アシスト秩父
所在地: 〒 368-0051

埼玉県秩父市中村町3-12-23

電 話： 0494-25-0339

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
福祉有償運送法の下、乗車定員11人未満の自家用自
動車の輸送サービスにおいて透析患者の通院の為の
輸送で複数乗車が可能となっています。

FAX: 0494-25-0339

U R L： http://1st.geocities.jp/assistchichibu/
Ｅｍａｉｌ： assist_chichibu@ybb.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員
利用会員
広 報：

本橋 文雄
1,000円/年
1,000円
1,000円

入会金3,000円
入会金1,000円
入会金1,000円
支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
主な活動は福祉有償移送サービスです。平成11年からボランティア団体として
秩父市障がい児(者)生活サポート事業を実施。秩父地域において有償運送を
行ってきました。旧運送法第80条許可の「自家用自動車福祉有償運送」を取
得。2006年２月より活動を始めました。秩父市ふれあいセンターに小さな事務 必要とするもの：
所があります。

保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

ＮＰＯ法人

障がい者自立支援自立工房山叶本舗
所在地: 〒 368-0053

埼玉県秩父市久那1629

電 話： 0494-23-4871

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
障がい者自信が社会に適応するのに必要な基本的な
知識(読み・書く、金銭管理、マナー等)の習得支援体制
づくりへのご協力を。

FAX: 0494-23-4884

U R L： http://www.yamakanou.com
Ｅｍａｉｌ： yamakano@lily.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

浅賀 碩子
4,000円
3,000円

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
障がい者の自立を支援するには、多くの情報を入手し
て活動に役立ててゆきたいと考えます。情報が各機関
活動紹介：
ごとに発せられているようですが、総合的に集約される
障がいを持つ人たちが能力や機能の違いによって作業を覚え、ゆっくりでも需 ことを望みます。入手の時間短縮にも、取りこぼし防止
要に応える梅干し「秩父梅」作りをしています。合い間に散歩や太鼓の練習を にも。
したり、休日の交流を通して、普通の生活が送れるように、臆せず、怯まず努力
するのを支えています。そして年金と工賃で自立した生活ができることを大きな 必要とするもの：
目標にしています。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

情報

まちづくり/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

秩父こみにてい
所在地: 〒 368-0042

埼玉県秩父市東町26-7

電 話： 0494-22-7866

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

柴原 幸保

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：

必要とするもの：
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学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

秩父地域スポーツクラブ
所在地: 〒 368-0044

埼玉県秩父市本町4-3

電 話： 0494-22-0560

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 100名以上
会 費： 正会員

稲葉 富司
10,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：

必要とするもの：

環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

秩父の環境を考える会
所在地: 〒 369-1802

埼玉県秩父市荒川上田野1465-6

電 話： 0494-54-1518

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
私達の多彩な活動に協力していただき一緒に活動した
い。又大学や研究機関の皆様にもボランティア活動の
一環として協力願いたい。

FAX: 0494-54-1518

U R L： http://www.urawa.ne.jp/~chichibu
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員

黒澤 與四郎

その他の皆さんへ
私達の会では、月毎にいろいろな行事(活動)を行って
おりますので、一般の方も子どもから大人までぜひ参加
してほしいと思っています。

3,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
年会費3,000円は、年4回発行の広報制作費でいっぱい
です。活動助成金の申請や行政の事業にも積極的に
活動紹介：
参加し、活動を豊かにしていきたいと思います。また活
私たちの会は、研究部として動物・植物・地球・生活・歴史の5部を持ち、プロ
動の拠点として、身近な公共施設に活動事務所を持ち
ジェクトとして里山再生・荒川再生・森林再生の3部で活動しています。具体的 たいと思っています。
には、昆虫採集や植物などの観察会をはじめ星座の観察、自然でのウォーキ
ングなどを行いながら、地域の湧き水や巨木などを含めた歴史的なものの調査 必要とするもの：
など、多彩な活動を展開中。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動資金/事務所

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

秩父まるごと博物館
所在地: 〒 368-0035

埼玉県秩父市上町2-20-11

電 話： 0494-24-5945

協働したい相手へのメッセージ：
自治会・地縁団体の皆さんへ
秩父地域のすばらしさを再発見・認識し、皆さんの住む
地域の活性化に向け何ができるか共に考えて協働しま
しょう。

FAX: 0494-24-5945

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
学生会員
団体会員
広 報： 広報誌(紙)有

中谷 亨

企業・商工団体の皆さんへ
秩父地域の自然・歴史・文化遺産を保護、活用し人間
の心の故郷として秩父を充実させませんか。

3,000円/年
1,000円/年
30,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
コア(中心館・事務所)を設置し、サテライト(衛星館)の活
動を支援したり、秩父まるごと博物館としての調査研究
活動紹介：
や講演会等の運営費に充てるためご寄附による資金面
秩父地域(秩父山地とその隣接地)における自然・歴史・文化・生活をそれぞれ でのご支援をお願いします。
その現地における博物館とみなし、地域の人々と調査研究や保護・活用して地
域の活性化を図ろうとする活動をしています。そして、沢山のサテライト(衛星
館)を指定(７／１現在50ヶ所)し、人材育成や情報提供、啓発活動を行なってい 必要とするもの：
ます。
ボランティア受入可

活動資金/事務所
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

パレット秩父
埼玉県秩父市中村町3-12-23 秩父市ふれあいｾﾝﾀｰ
内
電 話： 0494-24-6163
FAX:
所在地: 〒 368-0051

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

井上 登志子
45,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
秩父地域で知的障害者のデイケア施設パレット秩父を運営しています。知的
障害者が地域の中で自立した生活ができ、地域の方々にご理解いただくた
め、努力しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

みやび
所在地: 〒 368-0004

埼玉県秩父市山田1724-9

電 話： 0494-23-5872

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0494-23-5872

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ｈ55i63@bma.biglobe.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

小澤 眞里子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
自然豊かな秩父で平成22年４月１日より知的障害者のケアホームの運営を始
めます。地域の方々のご理解を頂き、地域の一員として、のびのびと自分らしく
落ち着いた安全な暮らしができるよう支援します。また四季折々の美しい自然
に触れながらのイベント等、楽しい計画が盛り沢山です。随時入居者募集中 必要とするもの：
(男９名定員)

保健・医療・福祉/社会教育

手話の勉強会
所在地: 〒 368-0072

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬5555-5

電 話： 0494-23-8478

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
聴覚障害の方々は言葉が通じないのでまだまだ不便な
ことが沢山あります。手話が普通の言葉として使われる
ようになってほしいと思います。

FAX: 0494-23-8478

U R L：
Ｅｍａｉｌ： shuwa-uta.7180@docomo.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

町田 歌子
2,400円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
私たちは聴覚障害者と健聴者が手話を通してコミュニケーションが図れることを
目標に勉強しているグループです。学校教育や施設でのふれ合い活動や町
の社会福祉協議会を通しての行事に参加しています。
必要とするもの：
行政が行う聴覚障害者向け支援や行事の情報
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

横瀬町食生活改善推進員協議会
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4545 横瀬町役場健康づくり 協働したい相手へのメッセージ：
課
電 話： 0494-25-0116
FAX: 0494-21-5155
所在地: 〒 368-0072

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費： 正会員

赤岩 八重子
800円/年

広 報：
ボランティア受入可

支援を受けるためのメッセージ：
インターン受入可

活動紹介：
子どもから高齢者までの幅広い世代を対象に、食生活の改善運動や活動の普
及を通して、地域住民の健康づくりを推進しています。食材に触れながら楽しく
食育について学ぶ「親子料理教室」や、メタボリック症候群予防の「良い食生活
をすすめるための講習会」等、主に調理実習を中心に活動しています。
必要とするもの：

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

秩父農工森づくりの会
所在地: 〒 369-1412

埼玉県秩父郡皆野町皆野336-1

電 話： 0494-62-0352

協働したい相手へのメッセージ：
企業・商工団体の皆さんへ
カエデの樹液を利用した地域ブランド品を開発してみま
せんか。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

山口 仁平
2,000円/年
5,000円/年

入会金1,000円
入会金5,000円

広 報：
ボランティア受入可

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
植林事業を通じ、緑の育成と市民の癒し、ふれあいの場
として活用してほしい。

支援を受けるためのメッセージ：
まず、基金集めをしていくことが主となります。種々支援
金提供情報などを得たいのでどうぞご協力ください。

インターン受入可

活動紹介：
埼玉県100年の森づくりを推進して秩父市寺尾地区内山林13ヘクタール地域
で活動しています。広葉樹の植栽とカエデ樹液による産業振興と観光町づく
り、秩父農工科学高校110周年記念事業、植林植栽体験学習実践による森づ
くりの推進と環境保全活動などを行っています。
必要とするもの：
活動資金/事務所
まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

長瀞町桜と松等を守る会
所在地: 〒 369-1311

埼玉県秩父郡長瀞町岩田687-4

電 話： 0494-66-1984

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：会長
会員数 100名以上
会 費： 正会員

野村 靜男
300円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
当会は桜と松等の管理、育成を目的に活動しているが、
樹木の伐採、刈払などが重要な作業であり、機材
活動紹介：
(チェーンソー、刈払機)の使用が多いのです。現有機材
長瀞町内の桜・松等の管理、保護、育成等を行っています。桜は、桜園の造成 も数が少なく、寄付による資金面での支援をお願いしま
(植栽、草刈、蔦切等)。桜並木は枯死枝、テングス病枝などの除去を行ってい す。
ます。松は松くい虫の防除作業等。そのほかの榊苗等の増殖も行っています。
また、地域の「花の里づくり」「宝登山四季の丘」等にも協力参加しています。 必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/チェーンソー・草刈機
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保健・医療・福祉/環境保全

配食ボランティア ふれあいグループ
所在地: 〒 369-1300

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1327-3

電 話： 0494-66-2584

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

井深 なほ子

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町内在住の一人暮らしのお年寄りに弁当の宅配や切り餅の配布、食事会開催
などを行っています。また偏りがちな食生活を補い、健康維持増進に努め、日
常生活を見守り、病気、事故の防止も図ります。地域社会との交流を活発にす
ることで一人で暮らす不安や寂しさを和らげて生き甲斐を差し上げています。 必要とするもの：

329

