保健・医療・福祉

ＮＰＯ法人

あけぼの
所在地: 〒 360-0855

埼玉県熊谷市高柳73-3

電 話： 048-532-8655

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： 正会員
賛助会員

塚越 忠良
10,000円/年
2,500円/年

入会金1,000円
入会金500円

広 報：

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：
障害者に対し、適切なサービスを提供し、障害者の福祉の増進並びに社会参
加の促進に寄与することを目的としています。
必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

いきがいネット熊谷
所在地: 〒 360-0014

埼玉県熊谷市箱田5-2-8

電 話： 048-522-5633

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
会場、印刷、情報、広報、財政支援などをお願いした
い。

FAX: 048-522-5633

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

岡里 德郎
1,000円/年
1,000円/年

入会金1,000円

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

活動紹介：
高齢者が健康で楽しく自立した生活が出来るように、支援活動を行っていま
す。毎週火曜日のデイサービス、外出時の付き添い、家事支援、介護施設で
の行事の支援、相談活動などに取組んでいます。ボランティアスタッフも中高
年者です。高年齢者同士がはげましあい、支え合おうというのが、目的です。

企業・商工団体の皆さんへ
財政支援をお願いしたい。地域の中高年のボランティア
も求めます。

支援を受けるためのメッセージ：
行政や企業からの一定額を、毎年継続して支援してい
ただくと安心して活動に取組めます。地域の医療介護
や自立支援活動等のきめ細かい情報の交換、研修の
機会を定期的に設定していただくと心強いです。
必要とするもの：
活動資金/机・椅子・電気用具など

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ＷＩＳＨ
所在地: 〒 360-0042

埼玉県熊谷市本町1-180-1

電 話： 048-524-3567

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-524-3567

U R L：
Ｅｍａｉｌ： wish_npo@hotmail.com
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員
生活サポート
広 報：
ボランティア受入可

染谷 幹雄
10,000円/年
3,000円/年
1,000円/年
インターン受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
熊谷のWISHでは不登校の方々のフリースクール、障がい者(児)の生活サポー
トを行なっています。大利根の集いの場では引きこもりの方々の居場所づくりや
農作業を行なっています。鴻巣市袋周辺では、グループホームを運営、障が
い者の自立支援を行っています。皆様のご協力をお待ちしています。

支援を受けるためのメッセージ：
新たにグループホームを二件増設するため、資金が必
要です。ご協力お願い致します。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所/贈答品・古い不用品
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まちづくり/NPO支援

特定非営利活動法人

ＮＰＯくまがや
埼玉県熊谷市石原2019-1 県営石原団地2-901

所在地: 〒 360-0816

電 話： 048-525-2624

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： 正会員

片桐 和紀
6,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
市民フォーラム。「燃えよ！！くまがやん」。市民活動ガイドブックを柱として、中
間支援組織として行動しています。ＮＰＯ法人化のお手伝いもします。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

ガイドヘルプ・とも
所在地: 〒 360-0042

埼玉県熊谷市本町1-9 熊谷市社協

電 話： 048-525-8745

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-523-6898

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

西村 美枝子

広 報：

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：
熊谷市地域の視覚障がい者の方の外出介助のボランティアサークルです。定
期的な活動は「全国ベーチェット協会 江单施設」の入所者の方の月2回(第
二・四水曜日午後)の買物ガイドです。そのほか市社会福祉協議会ボランティ
アセンターを通じ依頼受けた視覚障がい者団体の催し等のガイドを中心に活
必要とするもの：
動しています。
保健・医療・福祉/消費者保護

特定非営利活動法人

環境保全センターローズ技研
所在地: 〒 360-0843

埼玉県熊谷市三ヶ尻5406-1 美野里ﾏﾝｼｮﾝ303

電 話： 048-532-2777

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 20～49名
会 費： 正会員
準会員
賛助会員
広 報：
ボランティア受入可

髙島 澄雄
36,000円/年
6,000円/年

入会金300,000円
入会金3,000円
入会金3,000円
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：
埼玉県を中心に関東圏で拠点を開設し、地域内で脚部健康法の講習を実施
しています。脚部健康法とは足心法(足つぼマッサージ)を各自が自分でできる
ように伝授しています。そして月に２回ほど会場を設定して、不動産セミナーを
実施しています。当不動産セミナーは、不動産流通のしくみを詳しく説明して
必要とするもの：
います。
事務所
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保健・医療・福祉/経済活動

ＮＰＯ法人

関東商工センター
所在地: 〒 360-0033

埼玉県熊谷市曙町5-25 熊谷社会文化会館3階

電 話： 048-522-0088

企業・商工団体の皆さんへ
会計記帳の改善、ISO規格認証、事業活動のIT化、社
会・労働保険等福祉の増進、雇用機会の拡充などで協
働します。

FAX: 048-526-2195

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

協働したい相手へのメッセージ：

瀬谷 卓美
3,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
事業为・中小企業経営者と従業員の様々な問題解決の
対策費、事業活動上必要となる各種手続き、制度に関
活動紹介：
する説明会等開催の経費支援のための寄付金をお願
埼玉県および周辺の中小企業・個人事業为に対して、事業活動上必要となる い致します。
各種手続きや制度に関する説明会・研修会等の実施と日常的な個別支援を行
い、その経済活動を支援するとともに、従業員の福利厚生・雇用の充実、職業
能力の開発など広く不特定多数の利益を追求するための活動を行っていま
必要とするもの：
す。
活動資金

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

熊谷市身体障害者福祉会
所在地: 〒 360-0012

埼玉県熊谷市上之1377-6

電 話： 048-524-7068

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-526-2581

U R L： http://www14.ocn.ne.jp/~ku294kai/
Ｅｍａｉｌ： kuma-city294kaikan@tune.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 100名以上
会 費： 正会員
準会員

竹内 岩雄
500円/年
500円/年

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

活動紹介：
昭和27年の結成以来、50数年にわたって身体障害者の福祉の向上と親睦を
図ることを目的に様々な活動を進めてまいりました。現在、会員数は300名とな
り、障害者や高齢者の活動拠点である「熊谷市立障害福祉会館」の管理委託
業務をはじめとした、ふれあいや交流の場の提供を行っています。今後も引き
続き、障害者や高齢者を中心とした誰もが豊かに暮らせる地域社会の創造の
ために活動しております。

支援を受けるためのメッセージ：
交流事業の『ふれあい運動会』は昨年で17回目を迎え
ましたが、継続することの大事さや大変さを痛感してい
ます。年々子ども達や、ボランティアの方、飛び入りの方
などの参加者も増え、市民の皆さんと障害者が一緒に
競技することで、お互いの理解を深められたらと思いま
す。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/環境保全

熊谷市赤十字奉仕団
所在地: 〒 360-0201
電 話：

埼玉県熊谷市妻沼1253-1

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：

岡田 博美

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
220名の団員たちが活動するための資金が足りません。
もし出来るなら資金援助をお願いしたいです。

活動紹介：
私たちは地域の老人ホームや小学校等に雑巾やタオルを寄付し、また小学４
年生を対象に緊急時応急手当の講習とハイゼックスを使った炊き出し実習の
指導、老人ホームでの車いすの清掃、国の重要文化財のあるお寺境内の清掃
などを行い、さらに老人ホームの納涼祭りで民謡を踊って皆さんを楽しませて
必要とするもの：
います。
活動資金
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保健・医療・福祉

くまがや友愛訪問グループ
所在地: 〒 360-0015

埼玉県熊谷市肥塚717-2

電 話： 048-523-6697

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
傾聴講座等勉強会をしているが、更にスキルアップする
為、高齢者向けの情報を提供して欲しい。

FAX: 048-523-9697

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

橋本 睦

広 報：

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：
一人暮らしの高齢者、障がい者宅に伺い、安否の確認や話し相手をする傾聴
ボランティアです。二人一組で月に一度一時間程度。訪問先は、民生委員が
紹介。年に一度ボランティアと利用者の交流会があり、食事をしたり、歌を歌っ
たり楽しいひと時を過します。その他傾聴講座研修や施設訪問もあります。

必要とするもの：
高齢者向け情報(福祉サービス等)

環境保全

特定非営利活動法人

くまがや有機物循環センター
所在地: 〒 360-0832

埼玉県熊谷市小島319-1

電 話： 048-532-6406

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 20～49名
会 費： 正会員
法人会員

平社 進
1,000円/年
10,000円/年

入会金1,000円
入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
家庭生ゴミ収集の必要資金が不足しておりますので支
援をお願いします。

ボランティア受入可

活動紹介：
ひたすら継続しています。

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

グループファーム
所在地: 〒 360-0203
電 話：

埼玉県熊谷市弥藤吾2397-8

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数
会 費： 正会員
賛助会員

新井 利昌
5,000円/年
3,000円/年

入会金5,000円
入会金3,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
知的障害者の生活ホーム・就労継続支援B型施設を運営しています。

必要とするもの：
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

Ｋファミリー
所在地: 〒 360-0856

埼玉県熊谷市別府4-144-3

電 話： 048-532-3943

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 50～99名
会 費： 正会員

柏﨑 茂
2,000円/年

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
福祉有償運送(関埼福第12号)の登録にて熊谷市、行田市、深谷市の各地域
で生活サポート事業を行っています。又訪問介護の指定事業所として利用者
の立場になり理解をし、いつも笑顔で生活が送れるようなサービスを心がけ活
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

埼玉ガーデン･ガーデニング
所在地: 〒 360-0201

埼玉県熊谷市妻沼2110-2

電 話： 048-588-1299

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
植物を生かした地域づくりに積極的に係わって欲しい。

FAX:

U R L： http://www.geocities.jp/saitamagarden2007/
Ｅｍａｉｌ： saitamagarden2007@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

逸見 稔
5,000円/年
2,000円/年

入会金1,000円

広 報： 広報誌(紙)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：
園芸活動を通した地域づくり。会員による手作りガーデン、ガーデンセミナーの
開催。
必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

サニーサポート
所在地: 〒 360-0034

埼玉県熊谷市万平町2-96

電 話： 048-527-4884

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-527-4884

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

福田 迪
入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
「誰もが自由に 外出できる 社会をめざして」のスローガンのもと、体に障害の
ある人やお年寄りに送迎サービス・外出援助サービスを行い、利用者の皆様よ
りたいへん喜んで頂いております。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

自立生活センター遊ＴＯピア
所在地: 〒 360-0018

埼玉県熊谷市中央1-14

電 話： 048-526-6760

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
障がいのある人達も同じ地域で活動しています。誰もが
暮らしやすい街になるように協力してください。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛同会員

飯田 力
2,000円/年
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有/メルマガ有

支援を受けるためのメッセージ：
すみよい街にするためには、遊ＴＯピアの活動を一人で
も多くの皆様に知っていただくことが必要となります。そ
活動紹介：
のためには、活動発表の場や活動資金、交流の場の提
遊ＴＯピアでは運営や各種サービスを障がい当事者が中心となり、行っており 供等の支援をお願いいたします。
ます。障がい者の自立生活と社会参加を支援する事業を行い、障がい者の自
立生活を普及させ、障がい者と健常者が共に生きる社会の実現に寄与するこ
とを目的に活動しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/寄付(洋服など)/情報
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

精神保健福祉の会ひなたぼっこ
所在地: 〒 360-0815

埼玉県熊谷市本石2－146

電 話： 048-525-4530

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
精神障害者に可能な仕事体験(2～3時間程度)の受け
入れを是非お願いしたい。

FAX: 048-525-4530

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hinatabokko@cocoa.plala.or.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

亀山 久美子
3,000円/年
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)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：
大里地域で精神障害者の就労継続支援Ｂ型の事業を運営しています。月一
回利用者さんと一緒に特別養護老人ホームで車いす磨きを実施。精神障害者
の理解を得るためにも開所日に地域の清掃など実施している。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

桃園
所在地: 〒 360-0802

埼玉県熊谷市下奈良1507-1

電 話： 048-524-9507

協働したい相手へのメッセージ：
大学・研究機関の皆さんへ
居宅介護の実践事例に関するデータの収集、研究を協
働したいと思います。

FAX: 048-524-9506

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hagusa@pure.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

伊東 篤
1,000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：
熊谷市北部で高齢者通所介護施設、在宅介護支援事業所を運営し、为に日
本家屋を利用した家庭生活を意識した介護を実践して、まちづくりに連動した
運動を展開しています。
必要とするもの：
活動資金
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

日本生活寮協会 さつき寮
所在地: 〒 360-0201

埼玉県熊谷市妻沼1461-4

電 話： 048-588-5266

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
手順が簡卖な仕事がございましたら、是非外注化をご検
討ください。

FAX: 048-588-5266

U R L：
Ｅｍａｉｌ： atom-go-go@krf.biglobe.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

富田 淳
5,000円/年
3,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
知的障害者の寮を運営しております。のんびり・ほのぼのをモットーに絶対の
生活の場、安住の場を提供いたします。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

認知症とあゆむ熊谷家族の会
所在地: 〒 360-0042

埼玉県熊谷市本町1-9 熊谷市社協

電 話： 048-525-8745

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
認知症の介護家族は、介護保険・制度・関わり方等の複
雑さに混乱しています。身近な部署に総合的な相談窓
口や講座があると助かります。

FAX: 048-528-0005

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

大井 大

その他の皆さんへ
認知症の人が他の病気で医療機関にかかる時、会計や
院外処方など、一人の付き添いでは対応しきれません。
ご理解とご配慮を願います。

1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

活動紹介：
認知症の介護家族が互いに励まし合い、本音で語り合う「つどい」を、年間約
18回開催し、医療・福祉関係や、ボランティアの方々の支援を受けながら、介
護の情報交換・研修・施設見学・レクリエーション・介護相談などを行っていま
す。顔の見える支援を心がけています。

支援を受けるためのメッセージ：
認知症に絶対ならない保障はありません。皆が安心して
暮らせる社会を作るために「認知症サポーター養成講
座」を企画してください。ご協力いたします。多くの方に
正しく理解して頂き、地域で支えていきましょう。
必要とするもの：
その他(正しい理解が必要)

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ノーマリゼーション協会
所在地: 〒 360-0201

埼玉県熊谷市妻沼1461-1

電 話： 048-588-5266

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
現在は内職的な仕事が中心です。いろいろな物をやっ
ています。なにかございましたら、是非お声がけくださ
い。

FAX: 048-588-5266

U R L：
Ｅｍａｉｌ： atom-go-go@krf.biglobe.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

富田 淳
2,000円/年
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
就労継続支援Ｂ型施設を運営しています。「和やか」を基本にした生活と就労
のリズムの大切さに日々取り組んでいます。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

のぞみ
所在地: 〒 360-0161

埼玉県熊谷市万吉984-9

電 話： 048-536-0173

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-536-0173

U R L：
Ｅｍａｉｌ： nozomi-day@mc.point.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

廣田 富子
1,000円×2以上/年 入会金1,000円
1,000円以上
入会金1,000円

広 報：

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：

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

ひまわり会
所在地: 〒 360-0857

埼玉県熊谷市西別府1599-5

電 話： 048-533-1313

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
現場で福祉の勉強を体験したい学生さん、就職活動の
一環として現場体験希望の方、受け入れ致します。

FAX: 048-532-1192

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：会長
会員数 20名未満
会 費：

荒川 典彦

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：
我々ひまわり会では、为に特別養護老人ホーム永寿苑の利用者に対し、シー
ツ交換・手芸・デイサービス手伝い・お話し相手・草餅作り・その他、納涼祭、ク
リスマス会等の行事のお手伝いを中心に活動しております。
必要とするもの：

学術・文化・芸術・スポーツ/環境保全

特定非営利活動法人

文化、芸術、スポーツダイアナクラブ
所在地: 〒 360-0045

埼玉県熊谷市宮前町2-20-1

電 話： 03-3447-2645

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

安藤 向侯
10,000円/年

広 報：

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：
会員を対象に、郷里埼玉の文化・風土についての学習や地球環境問題や自
分たちができる環境対策についての学習を行っています。また、健康に関する
講演会を開催し、会員の意識を高めています。
必要とするもの：
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まちづくり/経済活動

特定非営利活動法人

武蔵野うどん会
所在地: 〒 360-0805

埼玉県熊谷市上奈良364

電 話： 048-523-2465

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
うどん講習会講師として活用してください。うどん会館を
利用した講習会も企画してください。

FAX:

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

野邊 一子
3,000円/年

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
うどん会館オープンに対する設備費用に経費をかけた
ため、本来の手作りうどんの普及活動費用に充てる資金
活動紹介：
不足のため、寄付による資金面での支援をお願いしま
熊谷市上奈良地域で地粉を使った手作りうどんの普及活動を行っています。ま す。
た、地元で生産された野菜などを利用し、地産地消を推進することにより、地域
の活性化、緑地保全に貢献しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

ゆめたまご
所在地: 〒 360-0834

埼玉県熊谷市瀬单174

電 話： 048-522-7210

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-522-7210

U R L：
Ｅｍａｉｌ： yumetamago@tvkumagaya.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

吉田 政則
3,000円/年
2,000円/年

広 報： 広報誌(紙)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：
熊谷市で心身障がい者地域ディケア施設「ゆめたまご」を運営しています。障
害のある人に対し、自由な発想で創作活動の機会を提供し、出来た作品をバ
ザーやイベント会場で販売するほか、ギャラリーをお借りして展示販売会を開
催して地域社会と交流を図り、充実した地域生活を送れるよう支援する活動を
必要とするもの：
行っています。
活動資金

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ゆりかご
所在地: 〒 360-0002

埼玉県熊谷市大塚235-1

電 話： 048-525-9290

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
障がい者にできる内容の仕事があれば分けて頂き、皆さ
んとの接点を持ち、社会参加の自覚と意欲を促すため
にご協力ください。

FAX: 048-525-9290

U R L：
Ｅｍａｉｌ： yurikago210331@opal.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

高岸 加津子
2,000円/年
1,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
日常活動の一環として、書・絵画・陶芸などを学んでい
る。その成果を発表する場を持ち、地域の人々と交流を
活動紹介：
深めたい。そのための会場費、宣伝用のポスター、案内
熊谷地域で身体知的精神障がい者の就労継続支援B型事業所を運営し、障 等の作成に充てる為の寄付による支援をお願いしま
がいのある人が文化・創作活動・事業を通じて積極的に社会参加し充実した生 す。
活を送れるよう支援しています。毎日行う作業の他に、音楽・書道・絵画・陶芸
を勉強し、地域の方々と交流を深めるため作品展等も開催しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金
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若草グループ
埼玉県熊谷市四方寺91 社会福祉法人黎明会花づな
内
電 話： 048-521-8727
FAX: 048-527-3020
所在地: 〒 360-0006

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

森 道子

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：

保健・医療・福祉

わかば会
所在地: 〒 360-0012

埼玉県熊谷市上之1351-2

電 話： 048-524-0254

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-524-0254

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

丸岡 みはる
1,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私たちの会は会員１１人で日本赤十字特別養護老人ホーム彩華園の中庭に
年間通して花を絶やさないよう植え、管理しています。入園者や関係者の方々
に季節を感じていただき、心の安らぎと憩いの場になればと願って活動してい
ます。週１～２会水くれ草取りの作業をし秋には会員宅で育てた菊の花が赤黄
必要とするもの：
白と数百本開花します。
保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

茜雲
所在地: 〒 366-0034

埼玉県深谷市常盤町75-4

電 話： 048-573-5102

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
卖身高齢者の不安を取り除く手段として共同生活をする
基盤をどうすればできるかともに考えてみませんか。

FAX: 048-573-5102

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

中島 照久

企業・商工団体の皆さんへ
地域の空き家をNPOが賃借しリフォームして数名卖位の
卖身高齢者共同住宅化を推進したい。

1,200円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
卖身高齢者共同住宅構想の実現のために、①空家賃
貸に要する手続き経費 ②リフォーム費用 ③共同生活
活動紹介：
を見守り援助を与えるスタッフの活動資金などが必要と
当法人は深谷市内でミニデイホーム「あったか村」を開設運営している。为に高 思います。相談する窓口があればよいと思います。
齢者と心身に障害を持つ利用者をスタッフ(全員ボランティア)が支える。開催は
原則週2回(月/木曜)でスタッフは厨房とヘルパーが大半で総務、経理も担当
する。季節に応じた行事(花見、七夕、餅つきなど)を行い共に楽しむ。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/活動場所/情報

294

社会教育/子どもの健全育成

一六会
所在地: 〒 366-0052

埼玉県深谷市上柴町西2-9-4

電 話： 048-574-7087

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-574-7087

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

定國 康徳
2,000円

入会金2,000円

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：
熊谷市を中心に子ども会、老人会その他団体からの要請による16ミリ映画会
と、定例的には熊谷中央公民館で毎月第２土曜日の午後土曜映写会を37年
間行っている。一方、映写操作は認定証が必要なため研修会を開催して後継
者の育成に努めているが、最新の機器の開発により非常に尐ない。映写機と
必要とするもの：
若い会員がほしいです。
映写機

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

一心福祉会
所在地: 〒 366-0041

埼玉県深谷市東方2023

電 話： 048-574-4506

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： 正会員

田嶋 政行
1,000円

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
当施設は、知的障害者が自立を目指し、地域の中で楽しく生活できるように、
生活ホームとして、食事、仕事、風呂、洗濯、生活のほとんどを見守っておりま
す。年1回の外泊研修は、特に楽しみにしております。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

川本朗読クラブ ひまわり
所在地: 〒 369-1107

埼玉県深谷市畠山750-2

電 話： 048-583-7171

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-583-7171

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

田村 典子
1,500円/年

広 報：

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３つのグループに分かれ毎月順ぐりに３つの老人施設と一軒のご家
庭へ伺い、絵本・紙芝居・昔話等を朗読したり、歌(文部省唱歌・懐メロ・童謡)を
歌ったりしています。また「公民館だより」を毎月録音し、目の不自由な方に聴
いて頂いています。年２回２０分ぐらいの朗読発表をホールで行っています。

必要とするもの：
活動資金

295

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

心のケア・とまり木
所在地: 〒 366-0051

埼玉県深谷市上柴町東1-26-1

電 話： 048-574-7836

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
聴く技術・資格を持った方々が誕生していますので、カ
ウンセラーの派遣に応じたいと思っています。

FAX:

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

小作 房子
4,000円/年

入会金2,000円

広 報：
活動紹介：
カウンセリング勉強会を第３日曜日に深谷コミュニティーで、第３木曜日にとまり
木事務所で開いています。グループで聴き方訓練をすることで、自己の抱える
問題に気づき、コミュニケーションが円滑になり、各人は自己実現に向かって
歩んでいます。

支援を受けるためのメッセージ：
学習会の会場の確保に苦慮しております。できることな
ら、無料で研修室を提供していただけるとありがたいと
思います。

必要とするもの：

社会教育/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

こどもとおはなしの家
所在地: 〒 366-0051

埼玉県深谷市上柴町東5-18-1

電 話： 048-574-9665

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
地域の子ども向けの行事を一緒に行いませんか。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ohanashi2008@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
支援会員

金子 京子
3,000円/年
1,000円/年

広 報： その他広報有
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
児童の放課後の生活の場の運営を中心に、地域の子どもたち向けに様々な企
画を行っています。特に世代を超えた交流、体験学習、昔ばなしや読み語りに
力をいれています。子どもたちがいろいろな人と出会う事で、多様な価値を知
り、積極的に行動できるように支援しています。

支援を受けるためのメッセージ：
子ども図書館を作りたいと思っています。貸して下さる土
地、資金などの支援をお願いします。

必要とするもの：
活動資金

保健・医療・福祉/まちづくり

彩の国 いなほ会
所在地: 〒 366-0824

埼玉県深谷市西島町2-7-3

電 話： 048-574-7371

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-574-7371

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

大庭 正弘
3,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
深谷市および周辺部の老健施設、知的障害者入所施設等への慰問の際バン
ド演奏により入所者との交流を図ったり、シーツ交換のお手伝いをさせていた
だいております。また、市内の河川周辺部の清掃活動や各種団体为催のイベ
ントの参加により、地域活動の進行に協力させていただいております。
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必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

埼北ケア・サポート
所在地: 〒 366-0052

埼玉県深谷市上柴町西7-1-1 生活ﾎｰﾑ上柴

電 話： 048-571-8898

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-571-8898

U R L：
Ｅｍａｉｌ： npo.hsc.support@kzc.biglobe.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

松澤 和雄
1,000円/月
1,000円/年

入会金1,000円

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：
県北におきまして知的障害者の生活ホームを運営しています。地域社会の一
員として生活しながら会社や作業所へ通い、立派な社会人として自立する為の
支援を行っています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

さつきケアサポート
所在地: 〒 369-1108

埼玉県深谷市田中2641-1

電 話： 048-583-6614

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 100名以上
会 費： 正会員

内田 一雄
入会金1,000円

広 報：

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：
体の不自由な方、又お年寄りの方の外出支援を为として、活動しております。
利用者の方が安心して自分らしい生活と自立ができ、又尐しでも生活の質を高
めることができ、家族の方の負担軽減ができて家族円満に家庭生活が送れる
よう、お手伝いできればと思っております。

必要とするもの：

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

市民シアター・エフ
所在地: 〒 366-0822

埼玉県深谷市仲町2-22

電 話： 048-551-4592

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
映画館のない自治体で、行政、商工会(商店街)と市民
の協働による「映画会」及び「映画館」づくりを進めていき
たい。

FAX: 048-551-4593

U R L： http://fukayacinema.jp/
Ｅｍａｉｌ： fc@fukayacinema.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

竹石 研二

大学・研究機関の皆さんへ
コミュニティシネマ(街の映画館)の実践報告と、ノウハウ
の蓄積・マニュアル化をとおして、普及活動・情報発信
をすすめたい。

3,000円

広 報： 広報誌(紙)有/メルマガ有
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
「深谷シネマ」は、空店舗(元銀行)を改装してできた街の映画館です。今年で８
年目を迎えた一昔前の「名画館」です。今では、街中の憩いの場として市民の
皆様に親しまれています。また、今年度中には区画整理事業により、近くにあ
る「旧七つ梅酒造」の酒蔵を改装して、移転することになります。ご支援宜しく。

支援を受けるためのメッセージ：
「深谷シネマ」も移転の基金(協賛チケットと寄付)を受け
付けております。『旧七ツ梅酒造』への引越しで、300年
の歴史をもつ街の資源が有効活用されます。

必要とするもの：
活動場所

297

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

女声コーラス みもざ
所在地: 〒 369-1108

埼玉県深谷市田中1739-2

電 話： 048-583-2651

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-583-2652

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

吉尾 清子
3,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
深谷市内外での合唱祭への参加、老人福祉施設への慰問等を行っていま
す。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

すずらんの会
所在地: 〒 366-0035

埼玉県深谷市原郷1938

電 話： 048-575-3651

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-575-3651

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

中嶋 義幸

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：

まちづくり/環境保全

ＮＰＯ法人

地域環境緑創造交流協会
所在地: 〒 366-0815

埼玉県深谷市櫛引24

電 話： 048-580-7892

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
皆様のお近くの公園で地域交流イベントを開催しません
か？私たちNPOがお手伝いいたします。

FAX: 048-580-7893

U R L：
Ｅｍａｉｌ： uruoinomachi@melmio.net
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
一般会員
賛助会員
広 報：

外園 剛

ボランティア受入可

インターン受入可

5,000円/年
500円/年
50,000円/年
NPO基金に登録済

活動紹介：
市民の価値観や生活様式が多様化し、暮らしやまちづくりに対する欲求が多
岐になるにつれ、様々な地域課題の解決に向けて为体的に市民自らがまちづ
くりに参加する必要があります。私たちNPOは、公園などの公的施設を舞台に
イベントなどを通じて市民協働の街づくりのための活動を支援しています。

支援を受けるためのメッセージ：
埼玉県内、各所に地域活動を広げてまいります。そのた
めの活動費に充てるため、寄付による資金面での支援
をお願いいたします。

必要とするもの：
活動資金/活動場所
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保健･医療･福祉/まちづくり

点訳ボランティア「木いちごの会」
所在地: 〒 369-1105

埼玉県深谷市本田538

電 話： 048-571-7345

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：

吉田 克恵

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：
視覚障害者(児)にむけて、希望された教科書、絵本、本などの点訳をしていま
す。
必要とするもの：
活動場所
保健・医療・福祉/災害救援

日本赤十字奉仕団 深谷支部 花園班
所在地: 〒 369-1241

埼玉県深谷市武蔵野1524-20

電 話： 048-584-0348

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-584-0348

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員
花園班支部

根岸 トミ
500円/年
1,500円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私達花園班は、深谷市との合併にともない、旧深谷班の方針に従うことになり
ました。したがって日本赤十字と名の付く事以外は、お手伝いしない事になりま
した。しかし私達花園班は、自治会の事業(敬老会)等のお手伝いはしていま
す。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

はーとふるさぽーと
所在地: 〒 366-0035

埼玉県深谷市原郷2144-1

電 話： 048-573-8026

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-573-8026

U R L：
Ｅｍａｉｌ： heartful-s@etude.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： その他

大塚 修二
入会金1,000円

広 報：

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：
深谷市を中心に障害児(者)生活サポート事業所として活動しています。福祉車
輌を使用し、身体・視覚障害をもつ方々が安心して通院やお買物に出かけら
れるような外出サポートを行っております。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所/福祉車輌
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社会教育/子どもの健全育成

花園福祉ボランティア すばるの会
所在地: 〒 369-1246

埼玉県深谷市小前田1434

電 話： 048-584-0237

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： 正会員

町田 秀治
1,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
小学校低学年の学童保育ボランティア、花園幼稚園園児に紙芝居読み聞か
せ、花園小学校児童の登下校の安全確保などを行っています。協働の取組
は、市社会福祉協議会事業計画の地域福祉活動いきいきふれあいサロン活
動に参加、活動実績をあげています。このほか重度障がい者に対し、訪問読
み聞かせをしています。

必要とするもの：

花園歴史愛好会
所在地: 〒 369-1246

埼玉県深谷市小前田197-6

電 話： 048-584-2100

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： 正会員

出浦 政男
6,000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：

まちづくり/情報化社会

深谷市図書館ボランティアの会
所在地: 〒 366-0052

埼玉県深谷市上柴町西2-8-2

電 話： 048-572-6652

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： 正会員

森 義雄
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
深谷図書館で月3回、書架整理をしております。また、年1～2回は各地の図書
館を見学し研修しています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

深谷・まち生活サポートの会
所在地: 〒 366-0035

埼玉県深谷市原郷947-2

電 話： 048-573-7339

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-573-7339

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

坂田 正彦
1,000円/年

広 報：

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：
深谷地域で知的障がい者のケアホームハーモニーを運営しています。知的障
がい者が地域の中で、自立した生活ができるように生活全般の指導を行ってい
ます。地域の障がい者の交流イベントも実施しています。
必要とするもの：

社会教育/学術・文化・芸術・スポーツ

深谷子どもの本の会
所在地: 〒 366-0802

埼玉県深谷市桜ヶ丘236-1

電 話： 048-572-6652

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表
会員数 20名未満
会 費： 正会員

草野 祐子
500円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私たちは、深谷市内の小学校で、子どもたちに昔話や創作のお話を語ってい
ます。また、深谷市立図書館のおはなし会でもお話を語っています。年に1,2
回の「大人のためのおはなし会」では、地域の方にもお話の楽しさを届けてい
ます。子どもの本について学ぶことも大切にして、活動しています。

必要とするもの：

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

深谷コミュニティ協同組合
所在地: 〒 366-0825

埼玉県深谷市深谷町10-24

電 話： 048-580-7861

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
商店街の「空き店舗等」を、オーナーの方と話し合い、有
効活用できるよう市とも協働して仕組みづくりをコーディ
ネートしていく。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

榎本 博光
出資金１口10,000円

広 報：

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：
市民が为体となり、出資してまちづくりの協同組合を立ち上げました。当面は、
街なかにある「旧七ツ梅酒造跡」をオーナーから借り受け、有効活用をしてい
く。2010年３月末には「深谷シネマ」の移転がある。また「街の便利屋さん」をボ
ランティアの方々と取り組んでいます。
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必要とするもの：

保健・医療・福祉

深谷手話サークル ねぎの会
所在地: 〒 366-0051

埼玉県深谷市上柴町東2-1-13

電 話： 048-573-7097

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-573-7097

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

柴崎 保雄
2,400円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
昭和51年10月に創立した県北で一番古い手話サークルです。深谷市聴覚障
害福祉協会と共に、手話を学び交流を深め、一般社会に手話を広め、聴覚障
害者の福祉向上を図るため、深谷市手話講習会や深谷市手話通訳派遣事業
への協力、さらに、福祉健康まつり(福祉の市)などのイベントに参画していま
必要とするもの：
す。

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

ふかや精神保健福祉の会まゆだま
所在地: 〒 366-0801

埼玉県深谷市上野台354-1

電 話： 048-571-3711

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
精神障害者の職場実習受け入れ・雇用にご協力くださ
い。雇用先・障害者双方に対し、安定した就労につなが
る支援を行います。

FAX: 048-571-3711

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

島上 實
3,000円/年
1,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
精神障害者ってどんな人？何か配慮は必要？など、雇
用を検討されている企業の声を聞かせていただきたいと
活動紹介：
思います。「働きたい」という障害者の切実な声を実現さ
在宅の精神障害者に対し、作業及び社会参加の場を提供し、訓練や仲間づく せるための支援に向けて、厳しい助言も含めて情報を
りを進め、自立した生活を送るために必要な支援を行い、精神障害者が安心し お寄せください。
て暮らせる社会作りに寄与することを目的として小規模作業所・グループホー
ムの運営、また精神障害者に対する理解を深めるための活動を行っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

障害者就労についての情報
保健・医療・福祉

深谷点訳ボランティアの会
所在地: 〒 366-0051

埼玉県深谷市上芝町東5-16-39

電 話： 048-571-4818

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-571-4818

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数
会 費： 正会員

大髙 良子
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
深谷市の視覚障がい者で、点訳を希望される方に、毎月、広報・市議会だよ
り・社協だよりを送付。また、依頼を受けた書物や、カレンダー、時刻表の点訳
等を行っています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/社会教育

保育ボランティア「すくすく」
所在地: 〒 366-0042

埼玉県深谷市東方町4-15-5

電 話： 048-575-0282

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-575-0282

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

酒井 和枝
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
社会福祉協議会に所属し、为に保健センターからの健診時の託児依頼を受
け、乳児から幼児をお預かりしています。また、教育委員会からの依頼で、未
就学児の親子を対象とした事業に、指導する先生たちの手伝いとして参加して
います。

必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

まきの木福祉会
所在地: 〒 369-1246

埼玉県深谷市小前田2676-6

電 話： 048-584-3781

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
一般就労が困難な障害者に対し、施設内で行える軽作
業を探しています。その収益を利用者に給与として支給
することにより、就労に対しての意欲向上に役立ちま
す。

FAX: 048-584-5487

U R L：
Ｅｍａｉｌ： makinoki@beach.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

河田 幹雄
500円/月

入会金500円

広 報：
ボランティア受入可

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
知的障害の利用者が作成する手工芸品を、行政为催
のイベント等の記念品に発注していただけたらと思いま
す。大量生産も可能ですので宜しくお願い致します。
支援を受けるためのメッセージ：
農業の作付面積が広く、除草や収穫への人手不足を抱
えています。日中の時間でお手伝いして頂けるボラン
ティアを随時募集しています。

インターン受入可

活動紹介：
私たちは就労継続支援B型事業所と生活ホームを運営しています。それぞれ
利用者個々の自立に向けた支援を多方面からサポートしています。特に、就
労面では農業に重点を置き、利用者が丹誠込めて栽培した30種類もの野菜を
青果卸業者や給食センター他、地域に根ざした販売網で販路拡大を目指して
必要とするもの：
います。そうした実績から、利用者の就労に結びつけています。

家電製品/助成金情報

環境保全/社会教育

ＮＰＯ法人

緑の番人たち
所在地: 〒 366-0815

埼玉県深谷市櫛引24 ふかや緑の王国内

電 話： 048-572-9823

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
公共施設の樹木管理委託を請け、その場で地域住民の
剪定講習会を開いて緑地保全を推進したく活動してい
ます。殆どの会員が緑地管理の経験者です。

FAX:

U R L： http://homepage3.nifty.com/midorinobannin/toppage.html
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

小林 敬
1,000円/年

入会金2,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
ふかや緑の王国を拠点に活動しています。エリア内で発生する大量の樹木廃
材をリサイクルするため炭焼き、粉砕して散布、燃料に利用しています。最近は
近隣の学校、個人邸の竹林の間伐による荒廃防止を始めました。
必要とするもの：
活動資金/ 樹木粉砕機
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特定非営利活動法人

みのりの里
所在地: 〒 366-0815

埼玉県深谷市櫛引141-1

電 話： 048-551-5517

協働したい相手へのメッセージ：
大学・研究機関の皆さんへ
知的障害児(者)、身体障害児(者)、精神障害児(者)の細
かい対応などの学習会や話し合いを協力して行ってい
きたいです。

FAX: 048-574-7222

U R L：
Ｅｍａｉｌ： minori@seikatu.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

久米 啓二朗
2,000円
5,000円

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：
県北地域で知的障害児(者)、身体障害児(者)、精神障害児(者)の生活サポー
ト事業を運営しています。障害を問わず地域の中で当たり前の明るい生活や
夢がかなえられる社会の実現のために、身近な場所で、障害児(者)およびその
家族の必要に応じて、迅速、柔軟なサービスを提供しています。

必要とするもの：
学習会などの研修会の情報

まちづくり

お父さんの料理教室
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
所在地: 〒 369-1221

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

吉田 享
3,000円/年

入会金3,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町のふれあい広場開催に、駐車場係・模擬店で販売のお手伝い。

必要とするもの：

保健・医療・福祉

茅町ふれあいの会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
所在地: 〒 369-1221

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

太幡 久子
200円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
地区内の高齢者世帯を対象に、月1回のふれあい手作り給食会を開催し、社
会事業への協力をしております。お年寄りの方々から、大変楽しみにしていた
だいております。
必要とするもの：
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かわせみ会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
所在地: 〒 369-1221

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

柴﨑 恵子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
社会福祉協議会で実施している「ふれあい配食サービス」を利用される一人暮
らしのお年寄りや身体の不自由な方に絵手紙をお届けしております。また障害
者支援施設等で絵手紙教室を開いて、入所している皆さんと交流しておりま
す。

必要とするもの：

子どもの健全育成/まちづくり

手づくり文庫 ひだまり
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
その他の皆さんへ
電 話： 048-581-8523
FAX:
穏やかな心を育み、地域の人々の顔のわかる活動を目
指す方々と共に、のんびり、あったかい街づくりを目指し
U R L：
てゆきたいです。
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
所在地: 〒 369-1221

代表者：
会員数 20名未満
会 費：

山﨑 たのし

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
のんびりちくちく縫ったり、創ったり、楽しくペチャクチャ
(情報交換)が基本の活動ですので、時間、場所、人手
活動紹介：
を安定させたいと考えています。やはり場所がほしいで
布の絵本、布のおもちゃを製作し、個人、子育て支援センターなどに貸し出し す。いつでも縫い物が広げられる事が望みです。
したり、図書館児童施設などへ寄贈をしたりしています。また、「ひだまり広場」
「健康センターひろば」等を開催し、布のおもちゃを活用した活動をしていま
す。布の絵本づくりの講座、体験ボランティアの為の布のおもちゃづくり教室も
必要とするもの：
開催します。
ボランティア受入可

活動場所/情報

保健・医療・福祉/地域安全

中町ふれあいの会
所在地: 〒 369-1221

埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社協

電 話： 048-581-8523

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-581-8544

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

酒井 和子
200円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
65歳以上の一人暮らしのお年寄りに対する給食サービス活動をしています。毎
月１回のふれあい給食で明るい住みよい地域づくりのために会員が自ら進ん
で積極的に行動する自为的なボランティアグループとして地域の福祉向上に
寄与することを目的としています。お年寄りの方々から大変楽しみにして頂き、
必要とするもの：
会員一同、頑張っています。
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花町ふれあいの会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
所在地: 〒 369-1221

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

坂上 なか子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
毎月1回地域の会館を借りて手料理を作り、65歳以上の一人住まいの方たちと
食事会をしています。利用者から1回200円と社会福祉協議会より250円の補助
でまかなっています。毎回皆さんから楽しみにしていただきやりがいがありま
す。

必要とするもの：

まちづくり/子どもの健全育成

福祉教育サポート「かけはし」
所在地: 〒 369-1221

埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社協

電 話： 048-581-8523

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-581-8544

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
障害のある人もない人も様々な人々が共に暮らしていける町づくり・人づくりを
目指して、福祉教育・ボランティア学習の支援をしています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

ボランティアグループ たんぽぽの会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
高齢者や障害者も安心して生活できるように行政･自治
体などがもっと本腰を入れて支援・協力をしてほしいと思
U R L：
います。
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
所在地: 〒 369-1221

代表者：会長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

石橋 静代

企業・商工団体の皆さんへ
高齢化が進んでいる昨今安心して子育てができる環境
(収入面など) を行政企業自治体が一丸となって取り組
んでもっともっと子どもの数が増えるように努力してくださ
い。

1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
活動場所をもっと広げたいのですが、会員募集の講座
などを開いてもなかなか会員が増えず困っています。ボ
ランティアで近隣の方が来てくださると嬉しいのですが。

ボランティア受入可

活動紹介：
寄居町の特別養護老人ホームで月に一度第3木曜日午後２時から３時まで入
居者とカラオケで一緒に歌って交流を図っています。また、別の知的障がい者
施設でも月に一度第１木曜日午前10時から車イス使用者の人達を施設の近く
などで散歩や天候の悪い日は、町の図書館で借りた紙芝居で楽しんでもらっ
必要とするもの：
ています。
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ボランティアだより編集会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
所在地: 〒 369-1221

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

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：
各ボランティア活動を町民の皆さんに情報誌を通してお知らせしています。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

緑と文化と福祉の街
所在地: 〒 369-1236

埼玉県大里郡寄居町金尾1052

電 話： 048-581-7551

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-581-7551

U R L： http://www.geocities.jp/npombf/
Ｅｍａｉｌ： shinjimeister@yahoo.co.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

2,000円/年
1,000円/年

入会金1,000円

広 報： 広報誌(紙)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：
埼玉県北部地域で、障がい児者のサポート事業所スマイル、スマイルハートを
運営しています。フリーマーケットの開催やコンサートの開催も行っています。
必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

みどりの里
所在地: 〒 369-1214

埼玉県大里郡寄居町今市435

電 話： 048-599-3602

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-599-3603

U R L： http://www5.plala.or.jp/Msato2003/
Ｅｍａｉｌ： midorinosato@sky.plala.or.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

吉田 みどり
1,000円/月
1,000円/月

入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
現在、介護保険上の通院等乗降介助で、要介護１～５
の方に対し、片道100円(一割負担)のみで病院等の送り
活動紹介：
迎えを行っているが、運営上苦しい面があり、このサー
在宅介護の必要な高齢者、障害者及びその家族等、援助を必要とする多くの ビスを継続させるため寄付等による資金面での支援を
人々に対して、居宅介護支援事業を中心とした各種在宅介護サービスや介護 お願いします。
情報の提供、相談等を広く実施することで、地域の人々が健康で人間味ある
生活を営めるよう努め、もって地域福祉の増進に寄与していくことを目的とし、
大里圏域を中心に居宅介護支援・福祉用具貸与販売・訪問介護・通所介護事 必要とするもの：
活動資金
業を行っています。
ボランティア受入可
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特定非営利活動法人

みんなの手
所在地: 〒 369-1211

埼玉県大里郡寄居町赤浜2879-9

電 話： 048-582-5961

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費：

吉澤 和美

広 報：

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：
寄居・深谷地区で障害者生活サポート事業を行っています。福祉有償運送も
行っています。無料の相談も行っており、介護保険、自立支援事業所とも協力
して、在宅で生活する支援を行っています。
必要とするもの：
行政の協力
保健・医療・福祉/社会教育

寄居町点訳ボランティア「きつつき」の会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
視覚障害者の方々に情報をより多く正確にお伝えする
ために、点訳の活動をご利用ください。
U R L：
所在地: 〒 369-1221

Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：会長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

町田 圭子

その他の皆さんへ
生活をより楽しく有意義なものとするために点字利用を
増やすために、行政や企業に、共に働きかけていきま
せんか。

1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
視覚に障害を持っている方々が、自立した生活ができるように情報提供をした
いと点訳活動を中心とし、交流の機会ももっています。これからは、障害者が
もっと楽に暮らせるように共に工夫し合い、協力し合っていく方向を見つけたい
と思っています。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/社会教育

寄居町訪問ボランティア芸能友の会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-624-0332
所在地: 〒 369-1221

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員

稲山 政治
2,000円/年

広 報：
活動紹介：
寄居町訪問ボランティア芸能友の会では、毎月１回以上芸能練習会を行い、
福祉施設、福祉団体の訪問芸能活動を行い、高齢者、障害児童などへの激
励、交流を年20回以上行なうほか、社会福祉協議会行事、社会教育行事にも
多く協力しています。

支援を受けるためのメッセージ：
寄居町訪問ボランティア芸能友の会では、年間20回以
上福祉施設、福祉団体(老人クラブなど)を訪問し、芸能
奉仕活動中ですが、演劇用ステージバック絵画幕3張
作りたいので、寄付による支援をお願いします。
必要とするもの：
活動資金/ステージ用バック絵幕3帳
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寄居町ボランティア友の会
所在地: 〒 369-1221

埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社協

電 話： 048-581-8523

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-581-8544

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

青木 美恵子
500円

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：

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

るうぷ
所在地: 〒 369-1202

埼玉県大里郡寄居町桜沢491-7

電 話： 048-581-7363

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
誰もがみんなあたりまえに心豊かに過ごせるような、繋が
りを大切にする事業を企画します。ご協力下さい。

FAX: 048-581-7363

U R L： http://heartland.geocities.jp/npoloop_kurumi/index.html
Ｅｍａｉｌ： npoloop_kurumi@ybb.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

遠藤 仲男

自治会・地縁団体の皆さんへ
誰もがみんなあたりまえに心豊かに過ごせるような、繋
がりを大切にする事業を企画します。ご協力下さい。

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
地域との繋がりを大切にし、子どもも大人も障害者も高齢者も、みんながあたり
まえに関わり合い、教えあい、伝え合え、支えあいながら、心豊かに暮らす場を
作り、つながりのある地域づくりを目指しています。健康教室、交流イベント等も
実施しています。

支援を受けるためのメッセージ：
健康教室、学習会、交流イベント等を企画したいと考え
ています。講師謝金や資料作成等に充てるため、寄付
による資金面での支援をお願いします。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所

保健・医療・福祉

朗読ボランティア「よりい」の会
埼玉県大里郡寄居町保田原301 寄居町社会福祉協議 協働したい相手へのメッセージ：
会
電 話： 048-581-8523
FAX: 048-581-8544
所在地: 〒 369-1221

U R L：
Ｅｍａｉｌ： v-yorii@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

福島 陽子
1,000円/年

広 報：

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：
町公報、お知らせ版社協だより、議会だより、寄居文芸、声の年賀状等、朗読
し録音テープを作成し、視覚障害者(14名)の方へ毎月送付。療育園山鳩、より
いあざやま苑、逍遥の郷へ対面朗読のため訪問活動。研修会、さつき会、ふ
れあい広場へ参加、朗読発表会へ向けての自为研修、視覚障害者との交流
必要とするもの：
会等活動しています。
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旭 保育園
所在地: 〒 367-0041

埼玉県本庄市駅单1-5-20

電 話： 0495-22-3398

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-22-3285

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数
会 費：

齊藤 繁子

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：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

アニマルセラピーボランティア「いずみ」
所在地: 〒 367-0022

埼玉県本庄市日の出2-1-56

電 話： 080-3436-2253

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
介護予防事業の一環として、高齢者を対象に愛犬とらく
らくウォーキング教室を企画しませんか！インストラク
ターを派遣します。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： izumi-inu2002@softbank.ne.jp
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
家族会員

鈴木 充

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
高齢者世帯の希望により、傾聴ボランティアとセラピー
ドッグを派遣する構想があります。検討してみませんか。

2,000円/年
500円/年

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

活動紹介：
自宅で伴侶動物として暮らしている愛犬を、セラピードッグとしてトレーニング
し、セラピードッグ認定試験に合格したのち、愛犬と一緒に埼玉県北部の社会
福祉施設や児童養護施設に訪問活動しています。セラピードッグのトレーニン
グは、毎月第１土曜日と第３日曜日に熊谷会場と本庄会場で行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
愛犬を介在した福祉サービスの提供や介護事業の可能
性は、沢山あると考えています。活動を発展させるに
は、会員確保のための広報支援と資金面の支援をお願
いします。
必要とするもの：
活動資金

環境保全/男女共同参画

クリーンクラブ
所在地: 〒 367-0253

埼玉県本庄市児玉町河内140-5

電 話： 0495-78-0758

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 20名未満
会 費：

並木 忠義

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私達は、本庄市児玉地区内を貫通している国道254線の清掃作業をしていま
す。毎月第１火曜日の午前9時30分から11時30分までですが、全線を5区間に
分け、その1区間を燃えるゴミ、燃えないゴミに分けて収集しています。集めた
ゴミは路線内にまとめて置き、収集してもらいます。

必要とするもの：
ボランティアに徹してくださる人
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保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

ケアサポートミント
所在地: 〒 367-0044

埼玉県本庄市見福2-19-22

電 話： 0495-22-1313

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-21-3054

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

坂本 明義
2,000円/年
2,000円

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
家庭で生活しているお年寄りや体の不自由な方およびそのご家族のために、
移送、家事援助、介護援助の各サービスを提供しております。利用者の方が
安心して自分らしく自立できるように、一人ひとりに適したサービスの向上に努
めています。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/人権・平和

傾聴ボランティア「ひびき」
所在地: 〒 367-0002

埼玉県本庄市仁手1619

電 話： 090-5500-6077

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：

倉林 宣子

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：

子どもの健全育成

子育て応援団「本庄びすけっと」
所在地: 〒 367-0021

埼玉県本庄市東台1-5-3-1101

電 話： 0495-21-9584

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
中学生・高校生に子育て支援を体験してもらい、子ども
とふれあう機会の尐ない若い人に理解を深めたい。

FAX: 0495-21-9584

U R L：
Ｅｍａｉｌ： junichi-t@sepia.plala.or.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

都丸 幸子

自治会・地縁団体の皆さんへ
シルバー人材やサポートセンターと一緒になって、子ど
もとの接し方のわからない母親に、子育ての力になって
あげたい。

1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
年々活動の幅が増えていき、行政の依頼等もあり、人員
不足の状態。新規会員を得る為に、養成講座を開催し
活動紹介：
ていますが、講師謝金、資料等の費用がかさみます。フ
本庄市の協力を得て、子育てサロン”ゆうゆう”を月2回行っている。講演・講座 リーマーケットで費用の捻出をしていますが、限度があ
参加者の為の託児(子育て中でも社会参加を！)。会員の為の勉強会や先進
る。
地視察。他のボランティア活動との連携(ふれあい夏祭り等に参加協力)。子育
て支援をしてみたい人の為に養成講座を開催。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/事務所/活動場所
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

子育て支援生活相談室「ハイジ」
所在地: 〒 367-0002

埼玉県本庄市仁手1619

電 話： 090-5500-6077

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：

倉林 宣子

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：

保健・医療・福祉/NPO支援

こだま精神保健福祉をすすめる会(通称ﾊｰﾄtoﾊｰﾄ)
所在地: 〒 367-0045

埼玉県本庄市柏1-6-3 「佐久間さんち」内

電 話： 0495-22-9300

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-22-9300

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

小島 久夫

広 報：

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：
本庄市・児玉郡地域で精神保健福祉活動を行っています。地域住民に「心の
病」を正しく理解してもらい、暮らしやすい地域づくりに尐しでも役立つよう社団
法人埼玉県精神福祉協会と共催で講演会を毎年行ってます。そのほか、集団
資源回収、調理、スポーツ、地域行事参加など障がい者とともに活動していま
必要とするもの：
す。
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

古太萬の会
所在地: 〒 367-0045

埼玉県本庄市柏1-6-3

電 話： 0495-22-9300

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
精神障がいの特徴を理解する為の仕事体験や、就労支
援をして頂きたいです。

FAX: 0495-22-9300

U R L： http://www7b.biglobe.ne.jp/~hkmjd081/
Ｅｍａｉｌ： en76eu@bma.biglobe.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

櫻井 秀夫
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
精神障害は、中途障害の為それぞれの人生体験が
様々です。障害の程度も色々で一人一人に適した支援
活動紹介：
が出来たらと考えています。障害を抱え、生活がギリギリ
精神障がい者の為の就労継続支援B型事業所と地域活動支援センターを運 の状態で過すことが多い人達に、尐しでも生活が豊か
営しています。お弁当屋さん・カフェ・メール便・草ジョブ・さき織等しながら、障 になるように支援をお願いします。
がい者の自立支援をしています。月に一度地域の方々に向けて、オープンカ
フェを開催し、精神障がいに対する理解をして頂くように活動しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/活動場所
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まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

こだま和太鼓会
所在地: 〒 367-0012

埼玉県本庄市宮戸464-1

電 話： 090-3542-5069

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-24-1636

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ttt_muto@kjd.biglobe.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

武藤 利男
1,000円/月

入会金2,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
毎週木曜、こだまセルディで和太鼓の稽古に取り組むとともに、地域のイベント
や各種施設にも慰問にもうかがい交流しています。
必要とするもの：
太鼓
保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

自立生活ネットワーク
所在地: 〒 367-0035

埼玉県本庄市西富田798-3

電 話： 0495-24-8902

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
障がいのある方や高齢者など交通弱者への配慮ある公
共交通機関の整備、まちづくりを具体的に進めてほしい
です。

FAX:

U R L： http://www.geocities.jp/jiritunetto/
Ｅｍａｉｌ： jiritunetto@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
協力会員

安藤 謙一
3,000円/年
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
ノンステップバス配車ゼロ地域から脱したいと強く希望し
ています。バリアフリーの意識を行政から市民まで盛りあ
活動紹介：
げていきたいと思っていますので、シンポジウムの開催
本庄・児玉地域において障がいのある方の支援、福祉有償運送を行っていま や署名活動などで支援を希望。
す。啓発活動として、「であいライブラリー」の運営、障がいのある方の文化活動
の支援として「作品展」の開催、交流と研修を目的としたバス旅行の企画・実施
も定期的に行っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/行政の協力
保健・医療・福祉/環境保全

特定非営利活動法人

スプリングス本泉
所在地: 〒 367-023

埼玉県本庄市児玉町河内34

電 話： 0495-72-3739

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-72-3739

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

木村 登志男
10,000円/年
3,000円/年

入会金10,000円
入会金5,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
ＮＰＯ法人の発足後、まだ、入会金も尐なく、経験も浅い
ので、本年計画を一歩一歩実践し、会員に喜んでもらえ
活動紹介：
る活動体になりたいと思います。今後ともよろしく御指導
県北地域老人施設で大正琴演奏、カラオケ会ほか入所者リフレッシュ事業(慰 のほど、お願い申し上げます。
問)を行う。児童生徒の安全のため、役所と協力。更生事業では自然環境に浸
り、意思疎通を図る。化学肥料、農薬を一切使用しない安全農産物の生育と健
康づくり教室を開催し、会員に分配、夢と楽しさのある生活創造を目標としてい
必要とするもの：
る。
活動資金/情報
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

チームＦ
所在地: 〒 367-0052

埼玉県本庄市銀座3-1-27

電 話： 0495-27-6077

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
公共施設の運営・活用方法についてアイディアを提供し
ます。民間の力を利用しませんか。施設の市民の利用
度ＵＰに役立ちます。

FAX: 0495-27-6077

U R L：
Ｅｍａｉｌ： teamf3127@yahoo.co.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員
準会員

福島 俊男

その他の皆さんへ
障害者の就業機会の拡大と休耕農地の再生を図る事
業を考えています。休耕農地と農業指導者を求めてい
ます。ご紹介ください。

3,000円/年
1,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
今年４月に設立、熟年者メンバー为体のＮＰＯです。市の「協働のまちづくり」
に共感し、会員の経験と知識を生かして、行政・諸団体と協力し「まちづくり」を
中心に活動していきます。現在は「まちの駅ネットワーク本庄」の「おもてなしの
駅」として加盟し、事務局業務を担当。今後活動の拡大を図っていきます。

支援を受けるためのメッセージ：
今後本格的な活動を行うために、事務所を兼ねた会
員、市民の「溜り場」が必要です。旧市街地の空き店舗
を考えていますが、維持費がネックになります。場所、資
金面での支援をお願いします。
必要とするもの：
活動資金/事務所

まちづくり/子どもの健全育成

ＮＰＯ法人

ネットワークほがらか
所在地: 〒 367-0048

埼玉県本庄市单2-3-6

電 話：

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
子どもたちと一緒に新しい「まちづくり」活動を創出しま
せんか。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

湯淺 好恵
5,000円/年
50,000円/年

入会金5,000円
入会金30,000円

広 報：

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：
本庄地域で、「かえっこショップ」を運営しています。絵本やおもちゃの交換会
を通して、子どもたちの職業体験、環境にやさしいまちづくりを推進していま
す。彩の国ロードサポート団体の認定を受けての美化活動(ひまわり植栽)、イ
ルミネーションコンテストなども実施しています。

必要とするもの：
活動資金

保健・医療・福祉

はぁとページ
所在地: 〒 367-0055

埼玉県本庄市若泉2-1-22

電 話： 0495-22-4091

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
障がい者の社会参加、就労を支援するためのアイデア
と協力をお願い致します。

FAX: 0495-22-4091

U R L： http://www.normanet.ne.jp/~heartpag/
Ｅｍａｉｌ： heartpage@my.home.ne.jp
代表者：代表
会員数 20～49名
会 費：

伊藤 芳子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
生活サポート(レスパイト事業)の低料金化と時間延長そ
して緊急時サポート(特別な申請を必要としない)への協
力をお願い致します。

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
社会貢献、ボランティア団体等の活動とお知らせを、事業所の広告を募り、新
聞折り込みチラシを作って児玉郡市に配布しています。

支援を受けるためのメッセージ：
広告収入が減尐しているので、新聞への折り込み費
用、印刷費などの支援をお願いしたい。

必要とするもの：
活動資金/ＰＣ・プリンター等の機器/人材
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社会教育/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

本庄子育てネット
所在地: 〒 367-0031

埼玉県本庄市北堀1637-5

電 話： 0495-23-0108

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-23-0108

U R L：
Ｅｍａｉｌ： fukurou7nanakojp@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

久保田 奈々子
1,000円/年
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
毎年秋に行う子育てフェスティバルの活動資金にもう尐
しゆとりがほしいと思っています。また、サロン活動を
活動紹介：
行っていくにあたり、備品も充実していきたいので、資金
本庄地域で「子育てを楽しく」行うための情報発信とサロン活動を中心に行って 面でのご支援をお願いいたします。
います。また、春夏の長期休暇には、中高生の保育ボランティア体験学習を
行っており、次世代育成の一端を担いたいと思っています。毎年秋には、子育
てフェスティバルを開催しており、地域で子育てを考える機会にもなっていま
必要とするもの：
す。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

本庄市南京玉すだれ愛好会(本庄市民生委員・児童委員協議会)
所在地: 〒 367-0051

埼玉県本庄市本庄1-7-2

電 話： 0495-22-2311

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
行政からの依頼が多く、民生委員・児童委員活動が为
体ですので、年間３回くらいを奉仕に充てている。

FAX: 0495-24-3232

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

山田 徹

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
最初からの衣装で８年間続けている。他地区の人々と交
流するときに皆が気後れする。何とかしてやりたい。手弁
活動紹介：
当・お土産持参奉仕・玉すだれも交換の時期に来てい
民生委員の地域内での奉仕活動として、老人施設・障害者施設・子ども会等を る。個人負担も限界ですが何かはずみをつけてやりた
訪問し、伝統芸能玉すだれを演じています。総勢25名の委員で演じる玉すだ い。
れは迫力満点で、好評を博しています。あくまで地域の奉仕活動ですので、一
般の芸能大会や祭りなどには参加していません。
必要とするもの：
衣装と玉すだれ
学術・文化・芸術・スポーツ/国際協力

本庄民謡連合会
所在地: 〒 367-0043

埼玉県本庄市緑3-14-5

電 話： 0495-21-3584

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-21-3584

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

茂木 多美子
500円/月

広 報：
活動紹介：
地域小学校、老人施設、市の交流イベントに積極的に参加しています。

支援を受けるためのメッセージ：
老人施設・子ども会・知的障害者施設等の学習会の資
料作成費等の資金面の支援をお願いできたらと思って
おります。

必要とするもの：
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子どもの健全育成/社会教育

本泉の自然を語る会
所在地: 〒 367-0216

埼玉県本庄市児玉町金屋70

電 話： 0495-72-1325

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
ダム砂防工事後の川の変動について知らせてもらいた
い。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

倉林 裕

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
自然環境保全に力を入れてほしい。

1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
自然と取り組んできたなかで、自然は誰にもプラスを与
えてくれるものだとわかりました。まだまだ自然に触れ合
活動紹介：
うきっかけに恵まれないことがあると思います。山間地に
本泉地域の自然観察を30年続けているグループで、小山川にすむ生きもの、 活動するための拠点があればと思います。
野鳥、野草などの調査や自然を利用して、物づくりを行なってきた。現在は、自
然に興味を抱いている人々に 1.山里のようす 2.ホタルの観察 3.そばの育
成やそばの体験学習 4.水中昆虫の観察を行い、自然のすばらしさを知っても
必要とするもの：
らいたくて行なっている。

保健・医療・福祉

健康大学修了者の会
所在地: 〒 367-0112

埼玉県児玉郡美里町木部538-5

電 話： 0495-76-2855

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-76-2277

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：会長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

大澤 初江
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町で実施している事業にボランティアとして参加しています。为な活動は、介護
予防トレーニングの来所者の見守りや介助等や保健センターで実施している
健やか広場で親子が安全に遊べるよう見守りをしています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

配送ボランティア
所在地: 〒 367-0112

埼玉県児玉郡美里町木部538-5

電 話： 0495-76-3601

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-75-1110

U R L：
Ｅｍａｉｌ： misatomachi-sｈakyo1@yacht.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

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：

必要とするもの：
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保健・医療・福祉/災害救援

美里町赤十字奉仕団
所在地: 〒 367-0112

埼玉県児玉郡美里町木部538-5

電 話： 0495-76-3601

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-75-1110

U R L：
Ｅｍａｉｌ： misatomachi-sｈakyo1@yacht.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

広 報：

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：

必要とするもの：

保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

松ぼっくりの会
所在地: 〒 367-0103

埼玉県児玉郡美里町阿那志1886-1

電 話： 0495-76-4984

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-76-4984

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

岡 豊子

2,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
美里町とその近隣に住む障害者が地域の中で豊かに
暮らしていくために、さまざまな活動を行っています。収
活動紹介：
入の安定、給料アップが当面の目標です。寄付による
児玉郡で心身障害者の地域デイケア施設「デイケアハウスまつぼっくり」と「松 資金面での支援をお願いします。
ぼっくり生活ホーム」を運営しています。地域の方々に理解していただくため
に、「松ぼっくり感謝祭」などの交流イベントを実施したり、地域のイベントに積
極的に参加することを大切にしています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金
学術・文化・芸術・スポーツ/環境保全

美里手話サークルわたぼうし
所在地: 〒 367-0112

埼玉県児玉郡美里町木部538-5

電 話： 0495-76-3601

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-75-1110

U R L：
Ｅｍａｉｌ： misatomachi-sｈakyo1@yacht.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

2,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町民祭や地域の催し物等に、手話劇や手話コーラスで参加しています。

必要とするもの：
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地域安全/子どもの健全育成

美里町・児童生徒等見守りボランティア
所在地: 〒 367-0112

埼玉県児玉郡美里町木部574

電 話： 0495-76-0204

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-76-4322

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 100名以上
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
児童・生徒の登下校時の安全確保および町内の安全と犯罪防止を目的として
活動しています。通学路での登下校時の交通安全指導、町の防犯パトロール
員やスクールガードリーダー等と連携し、地域の安全・安心のために活動して
います。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

美里町食生活改善推進員連絡協議会
所在地: 〒 367-0112

埼玉県児玉郡美里町木部538-5

電 話： 0495-76-2855

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-76-2277

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

1,500円/年

広 報：

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：
食生活に関することを通じて、地域の健康づくりに協力しています。

必要とするもの：

まちづくり/子どもの健全育成

カッコーの会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町内の目の不自由な方に広報誌をテープに吹き込んで届けたり、特別養護老
人ホームでお話や手作り大型紙芝居を行っています。小学生低学年以下を対
象に図書館での読み聞かせ、また小学校でも読み聞かせをし、行政や社会福
祉協議会の行事等に協力しています。
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必要とするもの：

社会教育/まちづくり

上里町食生活改善推進協議会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
食生活の改善、親子料理教室、男性の料理教室等の開催。その他各種行事
に協力。
必要とするもの：

災害救援/地域安全

上里町赤十字奉仕団
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 100名以上
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
災害時の炊き出し、救急法「AED」等の各種公開講習会の開催。駅の利用者
のために座布団の寄付及び周辺清掃。特別養護老人ホームや知的障がい者
施設の行事協力。寝たきり高齢者歳末見舞い。各種行事協力等。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

上里町介護保険サポーターズクラブ
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
介護保険に関する相談、アドバイス、啓発などの活動をしています。介護予防
ストレッチ体操、その他各種行事に協力しています。
必要とするもの：

319

保健・医療・福祉/地域安全

更生保護女性会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 100名以上
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
社会を明るくする運動、非行や犯罪のない明るい地域づくり運動、特別養護老
人ホームや知的障がい者施設の行事協力、その他各種行事に協力していま
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

彩の国エコロジーセンター
所在地: 〒 369-0305

埼玉県児玉郡上里町神保原町522-4

電 話： 0495-24-4162

協働したい相手へのメッセージ：
大学・研究機関の皆さんへ
自然エネルギーを活用したまちづくりへの取り組みに協
力してください。

FAX:

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

町田 和美
5,000円/年

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：
地域に眠っている自然エネルギーを利用して、持続可能なまちづくりを目指し
ています。
必要とするもの：
情報
まちづくり/社会教育

ＳＡＬＡ神保原
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
特別養護老人ホームや知的障がい者施設の行事に協力、利用者とふれあい、
その他各種行事協力など。
必要とするもの：
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社会教育/まちづくり

ＳＡＬＡ七本木
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
特別養護老人ホームや知的障がい者施設の行事に参加協力。利用者とふれ
あい、また小学校の福祉体験教室にも協力しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

しあわせポストの会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町内のひとり暮らし高齢者(65歳以上)の希望者に年賀状、暑中見舞い、手づく
りお誕生日カードの郵送などをしています。各種行事にも協力しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

四季の会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
手話学習会、聴覚障害者支援活動。町民文化祭参加、各種行事協力等。

必要とするもの：
活動場所
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環境保全/まちづくり

たんぽぽの会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
リサイクル運動推進。年賀のおてもとづくり。ぞうきん寄附。施設等にプランター
に咲かせた花を四季をとおして届けたりしています。その他各種事業に協力
等。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

地域福祉ミニ交流センター運営委員
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
地域福祉ミニ交流センターの運営・管理。掃除や利用簿の管理等。各種行事
等に協力。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

トキの会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
地域参加型機能訓練の支援や外出レクリエーションの同行。その他各行事な
どに協力しています。
必要とするもの：
活動場所
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まちづくり/保健・医療・福祉

花てまりの会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
人と動物とのふれあい、アニマルセラピーです。施設訪問、動物とのふれあい
による体験学習。各種イベントの協力など。
必要とするもの：
活動場所
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

ふれあいの会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
点字の啓発、小学校・中学校の総合学習で点字・点訳の指導。必要に応じて
点字を打つ(点訳)。その他各種行事協力。
必要とするもの：
活動場所
保健・医療・福祉/まちづくり

みのりの会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町内の一人暮らし高齢者(65歳以上)の希望者に安否確認や話し相手など電
話で訪問(週１回)。手みやげを持って家庭訪問(年１回)。その他各種行事協
力。
必要とするもの：
情報(周知方法など)
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保健・医療・福祉/男女共同参画

民生委員・児童委員協議会男女共同参画推進部会
埼玉県児玉郡上里町七本木930 上里町福祉町民ｾﾝ
ﾀｰ内
電 話： 0495-33-4232
FAX: 0495-33-4248
所在地: 〒 369-0306

協働したい相手へのメッセージ：

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
寝たきり高齢者やひとり親家庭に手作り品を持参訪問。特別養護老人ホーム
他施設の行事に協力、その他各種行事に協力。
必要とするもの：

社会教育/地域安全

特定非営利活動法人

八重椿
所在地: 〒 369-0305

埼玉県児玉郡上里町神保原町215-７

電 話： 0495-34-0346

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0495-34-0346

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

岩田 清一
10,000円/年
3,000円/年

入会金10,000円

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

支援を受けるためのメッセージ：
NPO基金に登録済

活動紹介：
毎月第２土曜日午後１時～4時、上里町女性センター研修室に(社)女性教育
振興会埼玉県支部長を講師に迎えての市民講師育成講座をはじめ、文部科
学省認定の生涯学習インストラクター及びマジシャン等を迎えて様々な講座を
開催中。また地域安全に関しては、３人程度の人数で夜間パトロールを実施
必要とするもの：
中。
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