保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

あゆみ
所在地: 〒 350-0835

埼玉県川越市石田本郷835-1

電 話： 049-226-6562

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
授産製品の販売方法や営業活動のノウハウを教えてい
ただければと思います。

FAX: 049-226-6562

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ayumi-koubou.970401@pg.7so-net.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

島田 信子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
保護者は多くの心配事を抱えています。しかし、行政の
方には聞きづらいのです。小さなミーティングを開催して
ください。

3,000円/年
1,000円/年

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：
今年7月から授産製品としておやきなどの菓子製造を始
めました。今後、販売場所としてお店を持ちたいと思っ
ていますので、情報を教えていただけたら幸いです。

インターン受入可

活動紹介：
川越市で知的障害者のデイケア施設あゆみ工房を運営していましたが、今年4
月に地域活動支援センターに移行。移行を機に工賃倍増を目指し、建物内に
調理室を設け、お菓子作りを授産活動に取り入れることにしました。野菜作りを
している農家が多いという地域の特性を生かしたお菓子作りをしようと思ってい 必要とするもの：
ます。
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

いきいきらいふ・ネット
所在地: 〒 350-1109

埼玉県川越市霞ケ関北5-14-6

電 話： 048-714-0501

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
元気なシニアの地域参加を目的に協働企画事業を実
施しませんか。

FAX: 048-714-0509

U R L： http://www15.plala.or.jp/ikiikilife/
Ｅｍａｉｌ： ikiikilifenet@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

橋本 透
5,000円/年
1,000円/年

入会金5,000円

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：
今後の急速な高齢化の拡大に伴い、一人暮らしの高齢
者や認知症高齢者の増加が予想されています。認知症
サポーター養成講座、市民後見人養成講座等を継続的
に実施するために皆様のご支援をお願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
埼玉県内のファイナンシャル･プランナーの有志が中心となり、「老後の不安と
長生きリスクの解消」を目的に活動しているNPO法人です。セカンドライフと老
後の生活設計等のライフプラン、年金･介護･医療、成年後見制度等に関する
各種セミナー、相談業務等を行っています。
必要とするもの：
活動資金/事務所

学術・文化・芸術・スポーツ/情報化社会

ＮＰＯ法人

科学映像館を支える会
所在地: 〒 350-1103

埼玉県川越市霞ケ関東3-1-16

電 話： 049-231-2563

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
保存映像の開示。デジタル化、配信作業。

FAX: 049-231-2563

U R L： http://www.kagakueizo.org
Ｅｍａｉｌ： kumegawa@kagakueizo.org
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員

久米川 正好
4,000円/年

入会金4,000円

広 報： メルマガ有/その他広報有
ボランティア受入可

企業・商工団体の皆さんへ
映画を楽しむ会など

支援を受けるためのメッセージ：
サポートしていただけるメンバーがほしい。

NPO基金に登録済

活動紹介：
貴重な映像を発掘し、高画質でデジタル化、保存、ウェブ上で無料配信中。
280作品を発信し、18万回の再生があり、学校教育、市民の勉強会に役立て
る。
必要とするもの：
活動資金/事務所
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保健・医療・福祉

霞ヶ関地区配食サービス やまぶき
所在地: 〒 350-1175

埼玉県川越市笠幡85-177

電 話：

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 20～49名
会 費：

眞田 矩義

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
川越市霞ヶ関地区で高齢の一人または二人暮らしの人を対象に、月2～3回の
昼食(弁当)を配布する活動をしています。48名の対象者に1回6食を24名の会
員で分担し提供しています。
必要とするもの：

学術・文化・芸術・スポーツ/まちづくり

特定非営利活動法人

川越きもの散歩
所在地: 〒 350-0056

埼玉県川越市松江町2-11-11-1108

協働したい相手へのメッセージ：

Ｅｍａｉｌ： fujii@koedomonogatari.com

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
県内には織物、養蚕のルーツをもつ町が多くあります。
それらの町をきもので歩くことで、町の記憶を呼び起し、
活性化につながる「きもの散歩」を開催しています。織物
つながりの町をめぐるガイドブック等を作成したいです。

代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

企業・商工団体の皆さんへ
織物のルーツを持つ町やレトロな建物の残る町で「きも
の散歩」を開催しませんか。着物姿も町の景観のひと
つ。イベントをもりあげることもできます。

電 話： 049-223-8587

FAX: 049-223-8587

U R L： http://kimono21.exblog.jp/

藤井 美登利
5,000円/年
5,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

支援を受けるためのメッセージ：
きものを次世代に継承するために、子育てサークルのイ
ベントにでかけ、親子きもの体験を開催していきたいと
考えています。また、埼玉の養蚕文化を残すために県
産のブランド繭でのスカーフ、着物作りなどをおこなって
います。資金面での支援をお願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
毎月28日に川越できもの散歩を開催してます。埼玉県は全国3位の養蚕県。
日本の近代化を支えた養蚕ですが国産繭は1パーセントしか流通していませ
ん。埼玉の養蚕文化を残したいと奮闘する養蚕農家を応援するため、見学会
や埼玉ブランド繭の生糸を注文し、顔の見えるきもの作りを始めています。都会 必要とするもの：
と農家をつなぐ活動をしています。また、織物文化の歴史を持つ町にきもので 活動資金/こどもの着物
でかけ、地元のNPOに案内してもらう町づくり活動も行っています。
まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

川越蔵の会
所在地: 〒 350-0062

埼玉県川越市元町1-12-2

電 話： 049-222-2330

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
まちづくりのトップランナーであった川越も今は立ち止っ
ています。よりよい川越とするために「まちづくり会社」を
動かしましょう。

FAX: 049-222-2330

U R L： www.kuranokai.org
Ｅｍａｉｌ： jimu@kuranokai.org
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

原 知之
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：
活動資金は主として会員の会費に依存しています。文
化的イベントの開催回数を増やすこと及びパンフレット
活動紹介：
の作成を考えています。そのため、寄付による資金面で
歴史的資産の保存や観光化のみを優先させず、商業の活性化や住環境の質 の支援及び賛助会員を募集しています。
的向上といった地元住民に目を向けながら、地元住民、研究者や専門家、市
役所職員という多様な人たちが、対等な立場に立って、川越の文化を守り育て
ることを重視しながら市民主体の文化活動を通して総合的なまちづくり活動を 必要とするもの：
行っています。
活動資金
ボランティア受入可
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学術・文化・芸術・スポーツ

川越芸能クラブ
所在地: 〒 350-1117

埼玉県川越市広栄町1-7

電 話： 049-243-8377

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-243-8377

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

飯田 安子
2,000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：
舞踊、民謡、剣舞、フラダンス、楽器、歌謡等で埼玉県全域にわたる老人介護
福祉施設での芸能慰問活動を致しております。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

川越市手輪の会
所在地: 〒 350-1123

埼玉県川越市脇田本町17-6

電 話： 049-243-1307

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
子どもたちが聴覚障害者の体験談を熱心に聞いてくだ
さり、簡単な手話の学習を通して、福祉の心が育成され
てうれしく思います。

FAX: 049-243-1307

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

村上 まさ
200円/月
100円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
月2回定例会を開催していますが、公民館の場所を借り
るのが困難です。

ボランティア受入可

活動紹介：
聴覚障害者とともに、手話の学習を通してボランティア活動をしています。昭和
61年に川越市社会福祉協議会へボランティア登録をし、聴覚障害者支援ボラ
ンティア養成講座の開催および市内小・中学校等へ福祉体験スクールや総合
的学習に講師として参加しています。その他行政や施設の行事にボランティア 必要とするもの：
として参加しています。

保健・医療・福祉

川越市要約筆記の会“竹とんぼ”
所在地: 〒 350-1162

埼玉県川越市南大塚1497-21

電 話： 049-244-7847

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
聴こえに不自由な方々へ、文字(日本語)による情報支
援を行います。(手書き、パソコン)

FAX: 049-244-7847

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

中西 照子

その他の皆さんへ
聴こえで不自由をし、社会参加を控えておられる方、情
報支援により社会へ一歩踏み出してみませんか？。

1,200円/年

広 報：
活動紹介：
聴覚障害者で手話の出来ない人へ、文字による情報支援をする団体。

支援を受けるためのメッセージ：
手書き、パソコンでの技術を磨く為の道具が必要。しか
し高価なため自己資金ではむずかしい。

必要とするもの：
ＯＨＣ/ノート型ＰＣ
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保健・医療・福祉/社会教育

川越市立図書館音訳者「雲の会」
所在地: 〒 350-1177

埼玉県川越市かわつる三芳野1-15-106

電 話： 049-231-9273

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
視覚障害者が情報取得手段として音訳・パソコンサポー
トを活用していただくためのお手伝いをさせていただき
ます。

FAX: 049-231-9273

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ono-164@nifty.com
代表者：会長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

小野 浩
100円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
川越市立図書館利用者、埼玉県立特別支援学校「塙保己一」学園(旧・県立盲
学校)の先生・生徒、川越市内在住の視覚障害者を中心とした音訳活動・パソ
コンサポート(パソコン利用支援、日常のサポートなど)・外出支援などの活動を
行っています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/NPO支援

高階南ハーモニカサークル
所在地: 〒 350-1133

埼玉県川越市砂830-5

電 話： 049-244-2324

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
川越市の高階、福原、大東地区の方々で行事の際に、
ハーモニカの合奏が役に立つとお考えになりましたら、
お声をおかけください。

FAX: 049-244-2324

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

上南 允彦
1,500円/月

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
現在、年に60回ほどの老人保健施設等を訪問して演奏
していますが、野外など場所によりハーモニカという楽器
活動紹介：
の性質上、音量不足が生じます。これを補うためのマイ
川越市南部の高階南公民館を練習場所として現在、18名、平均年齢70歳の男 ク・アンプ・スピーカーの購入に充てる資金の支援をお
女同数の仲間で年間60回ほど、老人保健施設、特養ホーム、ディサービスセ 願いいたします。
ンター等を訪問してハーモニカの合奏独奏を行って、慰問活動ボランティアを
しております。
必要とするもの：
活動資金/音響機器
社会教育

特定非営利活動法人

子ども大学かわごえ
埼玉県川越市霞ケ関北3-12-6 川越市霞ヶ関北自治会 協働したい相手へのメッセージ：
館内
その他の皆さんへ
電 話： 080-2053-2991
FAX: 049-233-1640
子ども学生(小学４～６年生)第１期生は116人です。子ど
も大学の授業の運営活動に会員として市民の方々のご
U R L： http://www.cuk.or.jp/
協力をお願いします。
Ｅｍａｉｌ： info@cuk.or.jp
所在地: 〒 350-1109

代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

江夏 健一
1,000円/年
10,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
子どもたちが成人として活躍する時代は高度知識社会です。子どもは10歳前
後から急速に知性を発達させます。人生や自然や社会に関する根源的な疑問
に答えるため大学教授が子どもたちにやさしく教えるのが子ども大学です。

支援を受けるためのメッセージ：
子ども大学かわごえは、大学教授と連携して日本で初め
て創設された子ども大学です。行政の支援をえない市
民立大学ですので、よい授業を行うため市民のみなさま
の財政的支援をお願いします。
必要とするもの：
活動資金
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特定非営利活動法人

在宅支援グループ暖手
所在地: 〒 350-0823

埼玉県川越市神明町46-1ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ1-101

電 話： 049-239-7417

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-239-7415

U R L：
Ｅｍａｉｌ： fukusi.dante@io.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

内藤 芳子
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：
川越市内を中心とした地域で、福祉活動をしています。高齢者、障がい者、子
育て、外出(市外を含め)等困難を抱えている方々の支援をしています。依頼が
あれば、できるだけ受けるをモットーに活動しています。この夏市内のＮＰＯ団
体に集っていただき、連絡協議会を立ち上げました。地域の活性化を目指して 必要とするもの：
頑張りたいと思います。

職能開発・雇用拡充

埼玉県西部理容職業訓練校
所在地: 〒 350-0042

埼玉県川越市中原町2-6-5

電 話： 049-244-9774

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-244-9774

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

永作 健二
12,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
身体や知的障がい者、高齢者等一人での外出が困難
な方が安全で安心して理美容サービスの提供を受ける
活動紹介：
ために必要な機材の考案と人材育成のための学習会開
理美容業界の若手理美容師の技術向上と人材育成を主な目的として活動して 催の資金面での支援をお願いします。
います。また、これからますます進むであろう高齢者社会のなかでの理美容業
のあり方等。実践学習をかね社会福祉施設などへのボランティア活動を行って
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

活動資金
災害救援/地域安全

特定非営利活動法人

埼玉県国民保護協力会
所在地: 〒 350-0035

埼玉県川越市西小仙波町2-23-11

電 話： 049-225-5476

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
行政の防災計画・国民保護計画を承知し、NPO法人の
協力内容の実効を挙げたい。私たちNPO法人の協力内
容と能力を知って頂きたい。

FAX: 049-225-5476

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

宮澤 作太郎
3,000円/年
50,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
協働事業の参加者は入場無料としているため、寄付等
による資金面での支援をお願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
私たちは大災害やテロ・武力攻撃対象事態に国民の安全と安心を守る活動に
協力します。日常は「いざ」に備え国の抑止力に寄与する。このための次の活
動を行っています。①災害情報の提供②講演会・セミナー等による啓発普及
③機関紙の発行④県や市町村との協働事業⑤首都圏ネットワーク事業⑥避難 必要とするもの：
に関する訓練参加(見学)。
活動資金
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

サポートあおい
所在地: 〒 350-0034

埼玉県川越市仙波町2-16-5

電 話： 049-225-6420

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
精神障害者の就職は種々の壁に阻まれ困難な状況で
す。地元の商店、会社の方へお願いします。まじめに働
く人が多いのでご協力を。

FAX: 049-225-6420

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員
団体賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

樽角 才次

企業・商工団体の皆さんへ
地域で安心して生活できるよう自治会や他の団体の
方々と活発な交流。

3,000円/年
2,000円/年
5,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
川越市において市より委託を受け、地域活動支援センター(精神)２ヶ所、県単
事業の生活支援センター(精神)、川越市障害者相談支援事業を受託していま
す。また、障害福祉サービス事業である就労継続支援Ｂ型を経営しています。
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

ストロベリーハート
所在地: 〒 350-1114

埼玉県川越市東田町15-5 ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ文215

電 話： 049-248-8000

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
音楽が大好きな知的しょうがい者が、自分らしく生きるた
めにいつでも気軽に参加できる常設の音楽体験の場づ
くりにご協力ください。

FAX: 049-248-8000

U R L： http://www.ac.auone-net.jp/~ihigo5/
Ｅｍａｉｌ： strawberry-h@y5.dion.ne.jp
代表者：代表理事
高橋 由紀
会員数 50～99名
5千・1万円/年
会 費： 正会員(個人・団体)
賛助会員(個人・団体)
2,000・4,000円/年
育成会員
50,000円/年
広 報：

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
音楽を通して共に生きる福祉コミュニティづくりのため
に、知的しょうがい者に対する正しい理解推進を図る諸
事業にご協力ください。

支援を受けるためのメッセージ：
事務所の維持費負担が厳しく、諸事業は補助金頼みの
現状を打破し、音楽が大好きな知的しょうがい者や地域
活動紹介：
の人々が気軽に音楽を通して理解し合うことのできる常
音楽が大好きな知的しょうがい者の音楽グループ「いちご」の様々な活動を支 設の活動場所を確保するためにご協力をお願いしま
援することで、彼らが将来働きながら大好きな音楽で自らの良さや可能性を発 す。
揮し地域の人々に認められる中で、地域社会の一員として自分らしく心豊かに
たくましく生きていくことのできる音楽作業所の設立を目指して日々活動してい 必要とするもの：
ます。
活動資金/楽器類/知的ハンディをもつ人々の音楽活動を支
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

援する団体の情報

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

たけのこ会
所在地: 〒 350-1151

埼玉県川越市今福1024-111

電 話： 049-242-1028

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-242-1028

U R L：
Ｅｍａｉｌ： n233k3243s10@w9.dion.ne.jp
代表者：会長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

並木 敬三
6,000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：
東武東上線沿線・上福岡～東松山間のディサービス・特養・病院・自冶会 等
のイベント・リクリエーションの時間に、演芸約１０種類・約１時間程度で参加し
ています。殆ど高齢者を対象にしている。内容：フラダンス・お客さんとの人形
を使った歌・軽い運動・面白い踊り・南京玉スダレ。会員も６５～７８才の為 訪問 必要とするもの：
先も上記の所が多く毎月１回の参加と１回の練習日で行っている。
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まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

地域活性化プラザ
所在地: 〒 350-1101

埼玉県川越市的場字宿1310-5

電 話： 090-3684-3812

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-989-9545

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

石原 猛男
5,000円/年

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：

ボランティア受入可

活動紹介：
本年5月にスタートしたばかりです。最初の取り組みとして東京圏内の鉄道路線
の社内広告を定点観測し、毎月レポートを発刉しています。メインの事業として
は、公立図書館に図書を贈呈するシステムを確立し、早い機会の実現を図る
予定です。
必要とするもの：
活動資金/情報
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

土と風の舎
所在地: 〒 350-1124

埼玉県川越市新宿町6-14-10

電 話： 049-248-9485

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
農業関係者の皆さん、園芸店の皆さん、障がい者の農
園芸分野での就労の実現に向けて、ご協力お願いいた
します。

FAX: 049-248-9486

U R L：
Ｅｍａｉｌ： tutitokaze@arion.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

渋谷 雅史
5,000円/年
3,000円

入会金1,000円

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

インターン受入可

支援を受けるためのメッセージ：
園芸や農業、自然、環境、料理、地域文化、子育て、障
がい者就労などに関する学習会や園芸福祉講座を開
催するために、川越市内に拠点となる施設(家屋)を必要
としています。施設面でのご支援お願いいたします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
川越市内の農地を活用し、障がいや世代を超えて誰もが自然と触れあえる農
園「こえどファーム」を企画運営しています。同時に病院や福祉施設での園芸
療法を行っています。また障がい者の自立・就労支援活動として、障がい者に
向けた農園実習・就労研修。支援者や農業者に対して障がい者支援セミナー 必要とするもの：
を開催しています。
事務所/倉庫・拠点となる施設
保健・医療・福祉/社会教育

デイサービスセンターソレイユ
所在地: 〒 350-1151

埼玉県川越市今福476-2

電 話： 049-246-2020

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
デイサービス(通所介護)での受け入れ(見学・仕事体験・
ボランティア)。お気軽にご連絡ください。

FAX: 049-246-2040

U R L： http://www.new-wing.co.jp/emedica/index.html
Ｅｍａｉｌ： emedicakanri@new-wing.co.jp
代表者：センター長代理 渡辺 正史
会員数
会 費：

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：
川越市を中心に私たちデイサービスセンターソレイユは高齢者の安全安心の
ため、在宅で充実した生活が送れるようデイサービス(通所介護)を運営しており
ます。
必要とするもの：
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経済活動/消費者保護

特定非営利活動法人

日本商標機構
所在地: 〒 350-1175

埼玉県川越市笠幡872-2

電 話： 049-237-7641

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
商標その他知的財産に関し、個人・中小事業者に対す
る、行政・商工団体等の補完的な団体としてご活用くだ
さい。

FAX: 049-237-7642

U R L： http://www.npo-nsk.org
Ｅｍａｉｌ： info@npo-nsk.org
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費：

福島 昇

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私たちは埼玉県川越市で個人・中小事業者に対して、商標権の取得その他の
知的財産に関する知識の教授・相談・情報の提供を行っています。こうした活
動を通じて、日本経済の発展に寄与することが私たちの目的です。
必要とするもの：

環境保全/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

農人力
所在地: 〒 350-1107

埼玉県川越市的場新町14-2

電 話： 049-233-3667

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
遊休農地の有効利用を実現させるために、遊休農地が
ありましたらご連絡ください。

FAX: 049-233-8102

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kyojun@syuutaku.com
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

米原 恭淳
10,000円/年
1,000円/年

入会金5,000円
入会金5,000円

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
川越を中心として、遊休農地ゼロを目指して活動しております。遊休農地の有
効利用として農業生産法人への斡旋、新規就労希望者へ雇用の促進、技術
支援、農地の集約化、農業を通じて様々な活動をしております。

支援を受けるためのメッセージ：
農家・地域の皆様、遊休農地ゼロ運動に参加しません
か。地域自給率の向上、地域の活性化、地域のアピー
ルを実現していきましょう。

必要とするもの：
活動資金/遊休農地に関する情報
まちづくり/子どもの健全育成

広谷新町 こどもクラブ
所在地: 〒 350-0805

埼玉県川越市広谷新町28-23

電 話： 049-232-6338

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：

山口 英次

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：
こどもクラブは次世代を担うこどもたちが、地域社会の中で、健やかにのびのび
と育ってほしいとの理念で活動をしている団体です。四季おりおりの自然の中
で、こどもたちが土に触れることが出来る体験学習の場(じゃがいも・さつまいも
植え、収穫)を中心に年間９つの行事を行っております。
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

ほうき星
所在地: 〒 350-0055

埼玉県川越市久保町8-9 橋本ﾋﾞﾙ

電 話： 049-223-6070

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
知的障害と身体障害の重複する障害を持つ方の職場、
仕事体験を受け入れてください。地域で暮らす、そして
働く意欲につなげたいのです。

FAX: 049-223-6070

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ichibanboshi@r6.dion.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

小山 昭三
500円/月

入会金500円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
窓口で障害者が働ける地域として自信を持って行政に
きっかけをつくってほしい。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
知的障害、身体障害を重複している方たちが、生活に
むすびついた仕事をつくりだすため、学習会、見学を行
活動紹介：
い、資金面(設備等)・技術面での支援をお願いします。
障害者地域デイケア施設を川越の小仙波町で23年、久保町で4年運営してい 障害が重かったり、こだわりが強い方の意欲を生むきっ
ます。法人格を取得し4期目です。ここ川越の中央に生まれた小さな星を大切 かけづくりにしたいのです。
に育て、人と人とのかかわりを大切に、共に笑い、共に楽しみ、時にはつらさや
悲しみも…そんな悲喜こもごもを感じあいながら、一緒に働き人間的に成長し 必要とするもの：
て行きたいと思います。
情報
ボランティア受入可

インターン受入可

環境保全

特定非営利活動法人

むさしの環境整備の会
所在地: 〒 350-0041

埼玉県川越市六軒町1-3-10

電 話： 049-225-5111

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
一人からでも参加できます。

FAX: 049-225-3737

U R L： http://www1a.biglobe.ne.jp/m-kankyo/
Ｅｍａｉｌ： iwayakuin@iwahori.co.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

岩堀 弘明
10,000円/年

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：
県立川越水上公園の自然林内に遊歩道を造成、整備している。川越公園ボラ
ンティアとの協働。公園の入り口花壇の整備。種まき、苗床、ビニポット植替え、
現地植付までを一貫して行っている。来期用の種取も実施。春、秋植替えてい
る。今春は７団体50人の参加を得て、1300株を1時間で植付けした。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

優友
所在地: 〒 350-1117

埼玉県川越市広栄町1-63 ｽｶｲﾊｲﾂ西B201

電 話： 049-246-0768

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
エコに対し、一人一人もっと意識する問題として、家庭
および商店の廃油を積極的に回収するシステムを確立
していけたらと思います。

FAX: 050-3423-2855

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

伊藤 邦子
3,000円/年

次年度会費1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
あまり無理をせず、ささやかな心遣いで、まとまったもの
になったらよいのではと思います。

ボランティア受入可

活動紹介：
川越市を主体とし、狭山・入間にて高齢者および身体障害者(児)の生活サ
ポート事業を行っております。日常生活における様々な要望にお応えできるこ
とを心がけ、尐人数で活動しています。ほか助け合い事業とし、生活全般に対
応しています。
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

ラクダ
所在地: 〒 350-1162

埼玉県川越市南大塚1-5-17

電 話： 049-236-7670

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
川越近隣地区で公共交通機関の利用が難しい方々へ
の、私どもの福祉タクシー活動の情報を知らせる為、ご
協力下さい。

FAX: 049-236-7670

U R L：
Ｅｍａｉｌ： agisugar@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

佐藤 聖司

自治会・地縁団体の皆さんへ
川越近隣地区で公共交通機関の利用が難しい方々へ
の、私どもの福祉タクシー活動の情報を知らせる為、ご
協力下さい。

広 報：
活動紹介：
川越近隣地域で、高齢者、障害者、病弱者に対し、介護保険法に基づく介護
サービス等に関する福祉事業を行い、公共の福祉の増進に寄与する事を目的
としています。

支援を受けるためのメッセージ：
高齢者、障害者、病弱者の方々へ、情報を知らせる為、
広告活動費の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/利用される方への情報
国際協力/人権・平和

特定非営利活動法人

リバティーインターナショナル
所在地: 〒 350-0016

埼玉県川越市木野目1802-5

電 話： 049-236-0123

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-239-0163

U R L： http://libertyjapan.org
Ｅｍａｉｌ： lnquiries@livertyjapan.org
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費：

小澤 ビクトリア

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
在日外国人の為のサポート(カウンセリング、ＤＶ相談、その他なんでも相談)と
いう事で、さまざまな国の方達とふれあいの場を設けています。又、何度かイベ
ントを行い、活動を多くの方に知ってもらえる様にもしております。毎年１月には
フィリピンのスラムで食料を配るイベントも行っております。
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

あゆみ福祉会
所在地: 〒 350-0219

埼玉県坂戸市片柳2308-3

電 話： 049-289-8539

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
市町村社会福祉協議会へ 地域で障害を持つ方のサ
ポーターづくりを考えてみませんか？地域に住む学生、
社会人、主婦など老若男女が障害を持つ方と「ともだ
ち」になっていく活動を模索しています。

FAX: 049-287-5432

U R L： www.minikuru.net/ayumi/index.htm
Ｅｍａｉｌ： ayumi@minikuru.net
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

新井 明彦

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
障害者自立支援法にもとづく障害者ケアホーム・グループホームの運営を行っ
ています。

支援を受けるためのメッセージ：
市民・企業・行政がもっとＮＰＯ法人のことを知るために
はどうすればよいか？まずお互いを知る取り組みから開
始したいと考えています。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
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保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

いきいき市民連絡会
所在地: 〒 350-0272

埼玉県坂戸市末広町17-1 第3柳沢ｺｰﾎﾟ102

電 話： 049-282-6366

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
廃校・廃園になった公的施設を改造してＮＰＯや市民団
体が共同して使用できるようにしてほしい。

FAX: 049-282-6456

U R L： http://www9.plala.or.jp/npo-ikiiki/
Ｅｍａｉｌ： sakaｄo.npo.ikiiki@rose.plala.or.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
利用会員
賛助会員
広 報： その他広報有

佐竹 智雄
3,000円/年
3,000円/年
3,000円/年

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：
利用者が増えていますので、ボランティア研修会を充実
させ、ケアマネージャーやヘルパーさんにも声をかけ見
活動紹介：
学会や研修会を行い、質の向上に努めたいと考えてい
高齢者や障害者が住みなれた地域で安心して暮らせるようにと「憩いの場」い ます。講師謝金等資金面で支援をお願いいたします。
きいきハウス「にぎやか」を運営しています。利用者は俳画や民謡、健康体操、
遊びなどを楽しみ、お昼には手作りの食事をします。中学校の世代間交流教
室を利用しており、生徒さんたちとの交流もあります。
必要とするもの：
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

活動資金/活動場所
まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

ＮＰＯ菜の花エコプロジェクト埼玉
所在地: 〒 350-0212

埼玉県坂戸市石井2898-13 若葉台ﾏﾝｼｮﾝ117

電 話： 049-283-6537

大学・研究機関の皆さんへ
菜の花の活動を論文に取り上げる学生が目立ちます。
課題の深さと実態はなかなか結びつきません。環境問
題は頭の中の理解だけではなく体験もお勧め。

FAX: 049-283-6537

U R L： http://homepage3.nifty.com/NPO-nanohana/
Ｅｍａｉｌ： bcd03665@nifty.com
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：

榊原 京子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
遊休農地を活用するNPO菜の花の取り組みは、行政の
支援で大きく広がると思います。地域の遊休農地を資源
として活かす農政にシフトしませんか？

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：
輸入に頼らず地域自給できるエネルギーBDF(バイオ
ディーゼル燃料)への理解を広げる為のBDF手づくり講
活動紹介：
習会など市民が楽しみながら取り組める資源循環、環境
私たちは遊休農地を借り受け菜の花栽培、4月には菜の花のお花見、6月には 保全の実践の場を広げたい。
ナタネの収穫と搾油、良質な菜種油を食用にした後、廃食油は環境に優しい
粉石けんやBDFにリサイクルする活動をしています。地域の資源(遊休農地)を
活かし、環境を守る資源循環型社会を実現するまちづくりを目指しています。 必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動資金/事務所/活動場所
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

オリオリ
所在地: 〒 350-0274

埼玉県坂戸市溝端町7-7 増尾ﾋﾞﾙ2階

電 話： 049-282-4810

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
精神障がい者の職場見学や適応訓練の場として受け入
れていただけませんか。社会参加と自立支援にご協力
下さい。

FAX: 049-282-4810

U R L：
Ｅｍａｉｌ： yumekita@viola.ocn.ne.jp
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員
団体
広 報： 広報誌(紙)有

米杉 秀美
10,000円/年
2,000円/年
10,000円/年

入会金1,000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：
精神障がい者の場合、就労経験のない方や元の職場
に復帰できないケースが殆どです。暖かい理解と些尐の
活動紹介：
支援があれば特性を活かし就労も可能な方達です。是
坂戸市、鶴ヶ島市、鳩山町、毛呂山町、越生町で精神障がい者の自立した生 非社会参加と自立に向けてお力をお貸し頂けるようお
活及び社会復帰ができるように生活全般を支援し、精神保健福祉に関する活 願いします。
動を行っています。地域活動支援センター「ゆめきた工房」の設置運営を主
に、一般の方々を対象にした講演会等を開催し、精神障がいへの理解を得る 必要とするもの：
為に啓発活動に努めています。
活動資金/活動場所/車輌
ボランティア受入可
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環境保全/NPO支援

特定非営利活動法人

環境サポート埼玉
所在地: 〒 350-0223

埼玉県坂戸市八幡1-11-34

電 話： 049-284-2911

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
県内の環境保全を主たる目的とするNPO法人相互の交
流、ネットワーク構築を目指す中間支援法人です。ご指
導、ご支援ください。

FAX: 049-284-2922

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

小室 大
7,000円
30,000円

入会金5,000円
入会金20,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
子どもたちを対象とした環境教育、学習事業を拡大し、
継続的に実施したいと考えています。事業資金につい
活動紹介：
てのご支援をお願いいたします。特に、河川の水質保全
私たちの法人は、地域や市民の皆さんに対し、環境保全指導の普及、環境教 等を目的とした体験学習に力を注ぎたい考えです。
育･学習などを行い、広く公益に貢献することを目的とし、「環境NPO法人現況
報告」(環境白書)の刉行(毎年)、環境教育・学習事業「いきいき坂戸水辺環境
教室」の開催、県道の清掃美化活動「彩の国ロードサポート」参加などを実施し 必要とするもの：
ています。
活動資金
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ケアぴーぷる
所在地: 〒 350-0235

埼玉県坂戸市三光町31-12 ｻﾝｸﾞﾚｰｽB棟102

電 話： 049-281-9901

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-281-9902

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

末森 克彦
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：
地域の同好者の方々との連絡をとり、その発表の場づく
りに協力したいので、ボランティアとして当NPO法人の諸
活動に参加していただける方を常に募集しております。

ボランティア受入可

活動紹介：
私たちは訪問介護事業所として、高齢者と障がい者の在宅ケアを行うと共に歩
行困難な方々の移送を福祉有送で行っております。また、高齢者と障がい者
の生き甲斐を保証する慰安活動としてカラオケ大会や同好者の発表会を開催
します。そのほか、地域のNPO法人と連携を強め、活動と会議に出席していま 必要とするもの：
す。

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

埼玉住まいの情報ネットワーク
所在地: 〒 350-0227

埼玉県坂戸市仲町12-52

電 話： 049-284-0905

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
住の情報・実際を伝えたい。反対に皆さんの関心事を知
りたい！

FAX: 049-284-0905

U R L： http://www.tcat.ne.jp/~ssjn
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

岡田 憲治
10,000円

広 報： 広報誌(紙)有/メルマガ有
活動紹介：
住まいに関して、生産者と使い手が直接に触れ合い、情報を交わす。流通も直
に行う。それを地産地消の中で。地域の人たちがもっと交流すれば住まい・暮
らしも変わる！

支援を受けるためのメッセージ：
住まいの伝統文化を残していきたい。ご一緒に動きませ
んか。

必要とするもの：
活動資金/活動場所
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子どもの健全育成/保健・医療・福祉

坂戸拡大写本の会
所在地: 〒 350-0246

埼玉県坂戸市多和目642

電 話： 049-285-0822

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-285-0822

U R L： http://kakuｄai.akotan.net/
Ｅｍａｉｌ： ivybcauu@tcat.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

田中 昭江
2,400円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
会員間での技能研鑽はしていますが、専門講師を招い
ての研修を希望します。県内の拡大写本の会との交流
の折に、研修会開催の支援をいただけると、技能向上に
併せて、衆知によるボランティア増が図れます。

活動紹介：
弱視という視覚障がいをご存知でしょうか？書籍を文字が読める大きさまでに
拡大したら、本の大きさはどうなるでしょう。その本は気軽に手にすることが難し
くなってしまいます。活動は、拡大教科書、希望が寄せられた書籍の拡大本製
作です。高齢社会での需要も踏まえ、技能向上と会員増を図っています。
必要とするもの：
事務所/ＰＣ/研修

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

坂戸市朗読サービスグループ カナリア
所在地: 〒 350-0212

埼玉県坂戸市石井2327-6 坂戸市社会福祉協議会

電 話： 049-283-1537

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www.ne.jp/asahi/syuki/canary/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

菅原 由紀子
4,800円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
テープからＣＤに変わる中、録音機材も、テープデッキ
やテープダビング機から、デジタル録音機やＣＤコピー
活動紹介：
機に切り替えていく必要が差し迫っています。資金面で
視覚障害者のために、毎月情報ＣＤ(テープ)「声のおたより」を届けています。 の支援をお願いします。
市の広報や議会だより、選挙公報などの音訳にも協力しています。また、個人
的な依頼の本を録音図書に作成したり、希望に応じて、訪問朗読もしていま
す。聴きやすい録音図書をつくるため、朗読勉強会も毎月行っています。
必要とするもの：
活動資金/活動場所/デジタル録音機
保健・医療・福祉

坂戸パソコンボランティア(坂戸パソボラ)
所在地: 〒 350-0212

埼玉県坂戸市石井2327-6 坂戸市社会福祉協議会

電 話： 049-283-1597

その他の皆さんへ
坂戸パソボラではパソコン体験講座のテキストなど様々
の情報を公開しています。皆様の地域のパソボラづくり
にお役立てください。

FAX: 049-289-3911

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

協働したい相手へのメッセージ：

岩渕 正樹
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：
パソコンは何年ごとにＯＳがバージョンアップします。ＯＳ
のバージョンアップに伴ってソフトもバージョンアップしま
活動紹介：
す。会が所有するパソコンの数だけバージョンアップが
障害があることでパソコンが使いにくい人たちのパソコンサポートをしています。 必要です。資金面での応援をお願いします。
パソコンができなくてもパソボラはできます。サポートに参加したい人なら誰でも
入れます。パソコンの知識なら、参加する中で増えていきます。大切なのは知
識以上に気持ちです。「助けて！から助け手へ」、あなたもパソボラしません
必要とするもの：
か！
活動資金/ＰＣ・ソフト・機器/助成金情報
ボランティア受入可

インターン受入可
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保健・医療・福祉

ＮＰＯ法人

失語症デイ振興会
埼玉県坂戸市八幡1-2-19 ﾙﾐﾈﾝｽやはた101 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ 協働したい相手へのメッセージ：
ｽはばたき内
自治会・地縁団体の皆さんへ
電 話： 049-288-3781
FAX: 049-288-3782
失語症の人達は明るい笑顔と判断力を持って会話を楽
しむことができます。会話の手助けのためにご協力下さ
U R L：
い。
Ｅｍａｉｌ：
所在地: 〒 350-0223

代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

遠藤 尚志
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
「言語リハビリ交流のつどい」のような1000人規模の行
事、あるいは会話サポーター育成講習会のような数十人
規模の行事、いずれにおいても講師謝金や会場費など
が必要です。資金面での支援をお願いします。

ボランティア受入可

活動紹介：
脳卒中の後遺症である失語症を持つ人達の在宅生活を明るいものにする為
に、特に介護保険を活用した失語症デイケア・デイサービスが全国各地に作ら
れるよう支援しています。「失語症友の会」などの団体と協力して、「言語リハビ
リ交流のつどい」を毎年春に開催しています。
必要とするもの：
活動資金

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

たけとんぼの会
所在地: 〒 350-0215

埼玉県坂戸市関間4-4-31-204

電 話： 049-284-7783

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
障害があっても地域でともに暮らし、働き、生活していく
ためには、ともに学ぶことが大切です。ともに学ぶ教育
行政との連携を深めたい。

FAX: 049-284-7783

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

関田 綾音

大学・研究機関の皆さんへ
障害児の教育とは、特別な教育ではなく、その子が必
要な支援や配慮をしながら、同じ世代と同じ場所で学ぶ
ことが必要です。

1,000円

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
障害があっても地域の学校でともに学び、育ち合うために…相談活動や勉強
会を行いながら、音楽療法やスイミングなど体験活動も行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
勉強会や講演などにかかる費用、資料代など資金面で
の支援やイベント時の保育者をお願いします。

必要とするもの：
活動資金/物品/情報(公報など)
保健・医療・福祉/経済活動

特定非営利活動法人

中小企業支援センター
所在地: 〒 350-0233

埼玉県坂戸市南町8-10

電 話： 049-289-9611

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-289-9633

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kigyousien@kmh.biglobe.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
特別会員
賛助会員
広 報：

松永 東一郎
10,000円/年
3,000円/月
100,000円/年

入会金3,000円
入会金50,000円
支援を受けるためのメッセージ：
臨床美術の理解を深められる活動をしてゆきたいと考え
ています。会場費などに充てるため、寄附による資金面
でのご支援をお願いします。

活動紹介：
川越・坂戸地域で臨床美術に興味のある方向けに「おもしろアート塾」を運営。
福祉施設、学校、保育園、法人の方々に出張臨床美術(造形)教室などを行っ
ております。地域の方々に臨床美術をご理解いただくためのワークショップなど
も実施しています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/国際協力

特定非営利活動法人

日本入れ歯リサイクル協会
所在地: 〒 350-0228

埼玉県坂戸市元町62-2 (有)ｱｲｾﾗﾐｯｸ内

電 話： 049-289-5366

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
不要入れ歯回収ボックスを設置する場所をご提供くださ
い。

FAX: 049-280-5141

U R L： http://ireba-recycle.com/
Ｅｍａｉｌ： info@ireba-recycle.com
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

三好 勇夫
10,000円/年

入会金10,000円

広 報：
活動紹介：
使われなくなった入れ歯には、金等貴重な金属が使われている場合が多くあり
ます。これら不要入れ歯を集め、換金しユニセフや全国の福祉団体に向けて
寄付活動をしております。

支援を受けるためのメッセージ：
入れ歯回収ボックスを設置するための費用が不足して
います。企業サポートをお願いいたします。

必要とするもの：
活動資金
子どもの健全育成/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

日本サイクルレーシングクラブ協会
所在地: 〒 350-0214

埼玉県坂戸市千代田1-13-5

電 話： 070-5076-0387

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：

山岸 健二

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：

人権・平和/国際協力

特定非営利活動法人

ネパールサムハ
所在地: 〒 350-0214
電 話：

埼玉県坂戸市千代田2-6-75

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
ネパール国の現状を知っていただき、貧困家庭をできる
だけ尐なくするためにご支援願いたい。

FAX:

U R L： http://www.nepal-samha.org/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
学生会員
企業
広 報：

大森 俊弘
5,000円/年
2,500円/年
10,000円/年
支援を受けるためのメッセージ：
ネパール国のストリートチルドレンの生の声を書いた本
の購入をしていただけませんか。

ボランティア受入可

活動紹介：
ネパール国の貧しい子どもたちへの支援を行っています。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
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ピーターラビット(紙芝居)
所在地: 〒 350-0241

埼玉県坂戸市鶴舞3-3-33

電 話： 049-284-5301

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
地域の民話を知ることで、民話紙芝居を制作したり演じ
たり、街づくりや子ども達の健全育成に関わりたいと思っ
ています。

FAX: 049-284-5301

U R L： http://www.shiawase-ryu.com
Ｅｍａｉｌ： yendo@tcat.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

遠藤 容子
500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
既成の絵本やおはなしばかりでなく、オリジナルの童話
や地域の民話を題材にした紙芝居をつくっていきたいと
活動紹介：
思っています。そのための指導や協力をしていただける
紙芝居を中心にペープサート・パネルシアター・人形劇などで、お話の楽しさを グループ・団体の支援をお願いします。
伝えています。活動は公民館や図書館・児童センターで子どもたちを対象に
行っています。その他高齢者施設でも民話や歌などの催しも行います。毎日第
2水曜日に、大家公民館で定例会・紙芝居などの練習・制作をしています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動の幅が広がるための情報
まちづくり

よりあい＊ええげえし
所在地: 〒 350-0223

埼玉県坂戸市八幡1-2-19

電 話： 049-282-3836

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
暮らしに活かせるような、企業ならではの研究成果を地
域へ情報提供してください。

FAX: 049-283-1865

U R L： http://yoriai.web.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： yoriai@lapis.plala.or.jp
代表者： 代表
会員数 50～99名
会 費： 正会員
準会員

須田 正子
1,500円
一回500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：
「閉じこもらず・よりあい・自分らしい暮らしをデザイン(創造)して、元気な高齢
者」をめざし、ミニサロン「よりあいの会」を開催。みんなで企画、誰もが主役の
出会いの場です。地域の方々と知恵の交換をしながら、ユニークに楽しく学び
合い「地域で・元気に・相返し」を合い言葉に、地域交流の輪を広げています。 必要とするもの：
活動資金/活動場所/ＰＣ
環境保全/子どもの健全育成

おもちゃ病院リペア会
所在地: 〒 350-2203

埼玉県鶴ヶ島市上広谷391-19

電 話： 049-285-4985

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： Makio-koba.722@tcat.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

小林 牧雄
入会金1,200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：
鶴ヶ島市および坂戸市の児童館等、計10ヶ所でおもちゃ病院を開催しておりま
す。壊れたおもちゃを無料(部品代は有償)で修理しています。子どもたちに物
の大切さを教えるとともに捨てるおもちゃを修理することによりリサイクルの一端
を担い、われわれも楽しみながら仕事をしております。
必要とするもの：
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特定非営利活動法人

ケアサポートチューリップ
所在地: 〒 350-2202

埼玉県鶴ケ島市五味ケ谷42-1

電 話： 049-285-9380

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-285-9380

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
梅澤 住久
会員数
0円
会 費： 正会員(障害者)
正会員
2,000円/年

入会金0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：
入間西地域で障害者の病院等への送迎を行なっております。
必要とするもの：

子どもの健全育成

特定非営利活動法人

子育ちネットつみき
所在地: 〒 350-2206

埼玉県鶴ケ島市藤金116-129

電 話： 049-286-6350

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
働く母親が増える中、保育園の待機児は多く、困ってい
ます。空き教室などを使った家庭保育室の設置を目指
しています。ご協力を。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 提供会員
利用会員

中村 雅子
1,200円/年
1,200円(１回のみ)

入会金2,000円
入会金2,000円

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：
地域の子育て支援として、母親の保育サポートを行っています。また、親子の
居場所づくりで、手作りおもちゃや木のおもちゃで遊ぶ「もっくん広場」や親子
サロンを週一回開いています。

支援を受けるためのメッセージ：
三歳児未満の受け入れが、とりわけ必要とされていま
す。公共施設などのスペース提供や、立ち上げ資金な
どの支援をお願いします。

必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

埼玉県障害者相談支援専門員協会
所在地: 〒 350-2202

埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷545-8

電 話： 080-6680-0720

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
これからも、協働による地域づくりを共に頑張りましょう！

FAX:

U R L： http://www.muse.dti.ne.jp/ssa
Ｅｍａｉｌ： s.soudanshien@gmail.com
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

菊本 圭一
5,000円

入会金1,000円

広 報： 広報誌(紙)有
NPO基金に登録済

活動紹介：
障がい者相談支援専門員の資質向上を図り、地域貢献につなげたいと考え、
活発に活動しています。

支援を受けるためのメッセージ：
収益事業を行っていないので、活動資金がほとんどなく
苦労しています。障がい者の地域生活を支えるための
活動に、ご理解をお願いいたします。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
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特定非営利活動法人

サポートネットはぐくみ
所在地: 〒 350-2202

埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷257-7

電 話： 049-285-7814

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-285-7847

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

小澤 弘
1,000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：

学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

児童クラブとぴっくす
所在地: 〒 350-2214

埼玉県鶴ケ島市太田ケ谷884

電 話： 049-287-4584

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名未満
会 費： 正会員
賛助会員
個人会員
広 報： その他広報有
ボランティア受入可

近藤 茂
2,000円/年
10,000円/年
1,000円/年

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：

インターン受入可

活動紹介：
私たちは小学校の特に放課後の保育を必要とする児童を安全に保護、育成す
るために必要な施設の提供ならびにその管理と運営を広く地域の住民と協力
して行うとともに、こうした施設の運営を通じて未来を担う子どもに安全で創造
的な生活環境をつくることを目的としています。
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

つるがしま里山サポートクラブ
所在地: 〒 350-2206

埼玉県鶴ケ島市藤金803-95

電 話： 049-287-6037

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
自分の住んでいる町を自然に恵まれたきれいな楽しい
町にしませんか。

FAX: 049-287-6037

U R L： http://www.geocities.jp/satoyamasaport/
Ｅｍａｉｌ： satoyamasaport@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
家族会員
広 報： メルマガ有
ボランティア受入可

小澤 邦彦

企業・商工団体の皆さんへ
企業も店主も市民です。みんなが一緒になって、緑の
保全活動に取り組みませんか。緑は次の世代の宝物で
す。なるべく残していきたいものです。

2,000円/年
1,000円/年
2,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
各種技術をお持ちの市民の皆様の力を貸してください。
(里山管理、間伐材活用、自然調査)市内に限りません。
活動に参加できる方なら、どこからでも歓迎。

インターン受入可

活動紹介：
市内に残された里山は､宅地開発や相続による売却により､減尐の一途を辿っ
ています。私たちは、荒れ果てた里山を手入れし、守り育て､復元管理し､子ど
もたちの次世代に伝えていきたいと活動しています。豊かな自然に恵まれた里
山の体験を目指し、地域の市民活動団体と数多くの協働イベントを開催してい 必要とするもの：
ます。
活動資金/その他(生物植生調査技術・木材加工技術)
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国際協力

鶴ヶ島市国際交流協会
所在地: 〒 350-2292

埼玉県鶴ヶ島市三ツ木16-1

電 話： 049-271-1111

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-271-1190

U R L： http://www.ne.jp/asahi/tifa/tsuru/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：会長
岸田 近典
会員数 100名以上
2,000円/年
会 費： 正会員
家族会員・外国籍の方 1,000円/年
賛助会員
10,000円/年
広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
日本語教室は近年受講者が多く、講師の養成講座を開
いて、もっと講師を増やしたいです。日本語講師ボラン
活動紹介：
ティア養成講座開催に必要な資金面での支援をお願い
市内や近隣に住んでいる外国の人向けに日本語教室を開いたり、通訳･翻訳 いたします。
ボランティアを派遣したり、料理教室や「ゆかたを着て盆踊りへ行こう！」などの
交流事業、市民から寄附された文具をミャンマーの子ども達へ贈るなど市民主
体の国際交流活動を行っています。
必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

鶴ヶ島市視覚障害者の会「アイネット」
所在地: 〒 350-2203

埼玉県鶴ヶ島市上広谷356-13

電 話： 049-286-7289

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-286-7289

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

山田 茂
1,000円/年

入会金1,000円

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：
視覚障害者の社会参加の促進を目指して活動しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

鶴ヶ島市学童保育の会
所在地: 〒 350-2202

埼玉県鶴ケ島市五味ケ谷407-1

電 話： 049-286-4483

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
問題行動のある児童、障がいを持っている児童、家庭問
題などへの専門家のアドバイスなどが受け入れられるよ
うな連携をとりたい。

FAX: 049-286-4483

U R L：
Ｅｍａｉｌ： npo.turugaku@s8.dion.ne.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費：

細田 勝実

広 報： 広報誌(紙)有/その他広報有
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：
私たちの活動は、放課後健全育成事業として留守家庭の児童をお預かりし、
遊びを中心とした生活支援をしています。また平成19年度に定款変更をし、す
べての子どもたちを対象とした児童館運営、さらに21年度、障がいをもった方
や高齢者の支援事業としてコミュニティレストランを運営しています。
必要とするもの：
活動資金
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特定非営利活動法人

鶴ヶ島なごみ
所在地: 〒 350-2211

埼玉県鶴ヶ島市脚折町4-15-11

電 話： 049-286-8666

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
商店街などのシャッターの下りている空き店舗、また住
宅地の中に点在する空き家の有効活用など。

FAX: 049-286-8666

U R L： http://www.bbweb-arena.com/users/nagomi03/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

田中 光子
500円/年
1,000円/年

入会金500円

企業・商工団体の皆さんへ
資金やエネルギーを要しますが、老若男女が気軽に触
れ合える場を、リストラなどで住む場所のない人の場を
提供願います。

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
多くの事業をスムーズにこなしていくには、事務所及び
事務は欠かせないものですが、今のところ会計や事務
活動紹介：
はほとんどボランティアに近い状態です。支援をお願い
私たちは、自立支援事業としての福祉移送サービス活動をしています。介護予 致します。
防事業では、市から委託されている地域高齢者が交流する「つどいの広場」を
はじめ、母子の見守りや相談・保育を行っています。福祉センター内では高齢
者のためのIT事業を行い、また障がい者の家族支援のための事業も展開して 必要とするもの：
います。
活動資金/事務所
ボランティア受入可

インターン受入可

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

鶴ヶ島ひまわり福祉会
所在地: 〒 350-2227

埼玉県鶴ヶ島市新町4-4-14

電 話： 049-287-6004

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-287-6014

U R L：
Ｅｍａｉｌ： t-himawari@chive.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

岡野 公一
3,000円/年
10,000円/年

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：
インターン受入可

活動紹介：
障害者(身体・知的・精神)の自立生活支援のための生活ホーム(グループホー
ム)の運営。介護保険・障害者自立支援法にもとづく訪問介護、居宅介護・移
動支援。その他、サポート事業など。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

パン工房カウベル
所在地: 〒 350-2217

埼玉県鶴ケ島市三ツ木宮内352-2

電 話： 049-287-7845

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-287-0882

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

大塚よしみ
500円

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：
障害者自立支援により、就労支援Ｂ型に移行しました
が、作業所の建設に約4，000万円掛かりました。しかし
活動紹介：
新設のため補助金は0円でした(改修、増築には補助金
鶴ヶ島を中心に活動している知的障がい者施設です。特別支援学校、県立毛 があったのに、です)。保護者の負担軽減のため、寄付
呂山校や県立川越校の卒業生を中心に現在22名の利用者がパンやお弁当を による支援をお願いします。
つくって販売しております。また資源回収を毎日行っており、知的障がい者が
地域の中で自立した生活が出来るように一生けんめいに働いています。
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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保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

福祉喫茶よつば
所在地: 〒 350-2227

埼玉県鶴ヶ島市新町4-17-8 西公民館内

電 話： 049-286-7899

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-271-5292

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代理
会員数 20名未満
会 費：

漆畑 瀬津子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
指導員が、スキルアップのため育成研修や知的障害等
の学習をしたいと考え、講師紹介をお願いします。障が
活動紹介：
い児(者)達のリクリエーション時の資金面での支援をお
月曜日から土曜日の、朝9時半から16時まで、「郷学の森」西公民館の一角に 願いいたします。
て、福祉喫茶「よつば」を運営しています。知的障がい者3人がスタッフとして、
指導員3人とともにシフト制で働いています。市内の公民館祭等にも出店、参
加しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ウェーブ
所在地: 〒 350-0461

埼玉県入間郡毛呂山町中央4-7-5

電 話： 049-295-1043

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
今は、生活サポート中心で、車を使った支援を行ってい
ますが、移動困難なお年寄り等、お買物等も行っていき
たいと思います。

FAX:

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

佐藤 豪

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
乗合タクシー等のような事もしたいと思います。利用料
金も低価格で、1回100円～200円位で。

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：
毛呂山地区を中心として、通院通学通所等、障害者の方々の生活サポートを
中心として、利用者の方たちがストレスの無い、通院、通学、又家等に閉じこも
る事等がないようにする為に作ったNPOです。生活サポート又移動支援等を組
合せて活動しています。
必要とするもの：

学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ミュージックファウンデーション
所在地: 〒 350-0461

埼玉県入間郡毛呂山町中央4-19-12

電 話： 049-295-0919

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
柴﨑 淳夫
会員数 20名未満
5,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(個人)
5,000円/年
賛助会員(法人)
10,000円/年
広 報：

入会金10,000円

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：
毛呂山町を活動拠点にして、クラシック音楽の演奏活動をしています。小中学
校や老人ホームなどでコンサートをしたり、年1回、地域の音楽家の発表する場
を提供してクラシック音楽フェスティバルを開催したりしています。
必要とするもの：
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学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

毛呂山文化フォーラム
所在地: 〒 350-0464

埼玉県入間郡毛呂山町南台1-11-5

電 話： 049-295-2396

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
公民館、コミュニティなど町の施設の運営をします。

FAX: 049-295-2396

U R L：
Ｅｍａｉｌ： snaka-moroyama@w4.dion.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

中村 昭一
500円/年
10,000円/年

広 報： その他広報有
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：
アジア地域(特に中国)の人々と音楽を通して、異文化交流や子どもを対象にし
たスポーツセミナーや学習活動を開催している。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

川島ネイチャークラブ
所在地: 〒 350-0152

埼玉県比企郡川島町上伊草1994-1

電 話： 049-297-0541

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
地域の皆さん(行政、学校、企業、各種団体等)と共に、
人と自然が共生する地域社会の活性化と発展に貢献し
たいと考えています。

FAX: 049-297-0549

U R L： http://homepage3.nifty.com/kawajima-NC
Ｅｍａｉｌ： kawajima-NC@nifty.com
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 一般会員
賛助会員

大森 秋郎
2,000円/年
5,000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

NPO基金に登録済

活動紹介：
自然環境の調査保全、自然環境の学習体験及び循環型地域社会の継続維
持活動に関する事業を行い、人と自然が共生する地域社会の活性化と発展に
寄与することを目的にしています。

支援を受けるためのメッセージ：
子どもの健全育成支援活動は、自然環境学習体験を基
本において、今後とも、重点テーマとして継続していきま
すので、ご支援とご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

あーとの国プラネット
所在地: 〒 355-0028

埼玉県東松山市箭弓町1-1-1 ﾘﾝﾂﾋﾞﾙ内

電 話： 0493-24-8000

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
美容業における障がい者の就労域開拓を目標に作業
及び技術訓練を強化してゆきます。清掃作業から仕事
体験の受入にご協力下さい。

FAX:

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

野口 政子
2,000円
5,000円

入会金3,000円
入会金5,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
知的障がい者と高齢者がハンドマッサージサービスを介
してふれあう時のセラピー効果の実験と情報発信。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
障がい者支援に必要な情報の収集と発信機器を確保し
たいと考えています。また地域の高齢者施設、事業所で
活動紹介：
の仕事体験の場を増やして自立への自信につなげたい
心身障がい者のディケア施設ワークレッスン「あーとの国」を運営。地域密着、 と考えます。寄付による資金面での支援をお願いしま
生活密着をめざした授産活動は、パンの力、そうじの力、畑の力、いなりの力、 す。
美容の力、すべて自主企画で実施しています。障がい者の自立の力発見と仕
事創造にチャレンジしています。
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/通信事務機器・車両
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環境保全/まちづくり

考える市民の会
所在地: 〒 355-0028

埼玉県東松山市箭弓町3-10-27

電 話： 0493-22-4143

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-22-4143

U R L： http://www.h6.dion.ne.jp/~k5gon/k-shimin/
Ｅｍａｉｌ： gonda@keikakukikou.com
代表者：世話人代表
会員数 20～49名
会 費： 正会員
その他

権田 功
3,000円/年
4,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
メンバーそれぞれが中心となって行っている環境保全活
動やエコライフの推進活動としての４Ｒアクション等は、
活動紹介：
それぞれの会費の中で賄っていますが、オペラを楽しむ
私たちは、より良い地域社会と地球環境をつくって行くために、自分自身と身 会の出演者への謝金等の資金がもう尐し何とかなるよう
近なところに視点を置き、環境問題から教育、福祉、行政に関することまで、生 な文化活動への支援もあればと考えています。
活全体を見直していこうと考えています。１０年以上続けている４Ｒアクション等
のエコライフの推進、水と緑を大切に、安全な米づくり、ホタルの里づくり等そ 必要とするもの：
れぞれ頑張っているメンバーを中心に、セミナーやコンサート、特に現在は「オ 活動資金
ペラを楽しむ会」を開催し、みんなで語り合いながら楽しく活動をしています。
ボランティア受入可

インターン受入可

まちづくり/保健・医療・福祉

車いす友の会
所在地: 〒 355-0012

埼玉県東松山市日吉町6-4

電 話： 0493-23-1604

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
最近車いすで街に出ている障害者(身体の不自由な人)
が多くなりました。しかし、未だ地域住民の人々には障
害者理解が足りませんので、「車いす体験」を通して障
害者理解を深めて頂くために多勢の方の参加をお願い
します。

FAX: 0493-23-1604

U R L：
Ｅｍａｉｌ： tu_yajima@ybb.ne.jp
代表者：会長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

五嶋 善明
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：
車いす使用の障害者と健常者との交流の場とし、情報交換と親睦をはかり、障
害者の自立の精神の涵養と社会参加を促し、共に健康の保持に努めることを
目的としています。併せて、東松山市社会福祉協議会その他の要請により「車
いす体験」を通して障害者理解を推進しています。
必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉/経済活動

特定非営利活動法人

サン・フレッシュ・メイト
所在地: 〒 355-0019

埼玉県東松山市砂田町8-6

電 話： 0493-22-8624

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
仲間の給料をふやすために、ぜひお米を買ってくださ
い。混じりけの無い純なこしひかりです。生産者が心を
込めて作っています。

FAX: 0493-22-8624

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

遠藤 美枝子

企業・商工団体の皆さんへ
労働組合の大会や、町内会の行事などに、ふきん、は
がき等の授産品を利用して頂き、協力者、理解者の輪
を広げたい。安いです。

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
授産品の拡大に連る活動、今、生産地を生かした取組と
して、米の販路を広げるために、東京の人々へ産直を行
活動紹介：
うべく準備中。顔の見える生産者、目的は仲間の給料、
私達は13年前、1人の仲間の支援からボランティアで設立しました。今は43人と 2万円をめざしてと、はっきりした取り組みにしたい。
なり、1週間に1回ニュースを発行し、一人でも多くの理解者を1日も早い自立を
目指し、地域に500人を超える協力者の輪が広がり、請負作業、リサイクル事業
を軸に、集中する、協力する、創造する喜びを共有し、明るく、元気に働いてい 必要とするもの：
ます。
活動資金/活動場所/米
ボランティア受入可

インターン受入可
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保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

松韻会
所在地: 〒 355-0063

埼玉県東松山市元宿1-5-1

電 話： 0493-34-3527

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
介護施設において楽器を演奏させていただくことで音楽
療法として要介護者への良き刺激の場を作っていただ
けたら幸いです。

FAX: 0493-34-3527

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

榎本 くみ子

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：
演奏活動場所までの楽器運搬費用を支援していただけ
たら幸いです。

インターン受入可

活動紹介：
私たちは、楽器の演奏活動を通じ、地域の介護施設における要介護の皆さま
のリハビリの一環として、音楽療法としてお役に立ちたいと願うものです。会員
の都合により、まだ充分な活動はできておりませんが、近い将来、活動できるよ
う努力したいと思っています。
必要とするもの：
活動資金

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

新宿小親子ボランティアサークル
所在地: 〒 355-0032

埼玉県東松山市新宿町14 新宿小学校

電 話： 0493-23-1225

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
同じ時間を共有し、ふれあうことで心が豊かになるのを
肌で感じてみませんか。

FAX: 0493-23-1236

U R L：
Ｅｍａｉｌ： shinju-e@higashimatsuyama-stm.ed.jp
代表者：担当
会員数 50～99名
会 費：

宮島 已恵子

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：
参加者のボランティア保険の加入費用に補助金を使わ
せていただいていますが、近年参加者は増加の傾向に
あります。活動時に使用する備品類なども必要になりま
すので、ご支援をよろしくお願いいたします。

インターン受入可

活動紹介：
市内の特別養護老人ホーム「東松山ホーム」へ月一度、主に第１土曜日の午
前中に訪問し、入居者の皆さんと歌や絵や散歩、季節の行事を一緒に楽しむ
という活動をしています。新宿小児童とその保護者、先生方、時に卒業生も参
加する、有志によるもので、「細く長く」を合言葉に一緒に過ごす豊かな時間を 必要とするもの：
楽しんでいます。
活動資金
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ひきねっと
所在地: 〒 355-0005

埼玉県東松山市松山2021-6

電 話： 0493-23-8306

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
援助がなければ生活してゆけない人も含めて、すべて
の人が当たり前に暮らせる地域であるよう官も民も協働
してゆこう。

FAX: 0493-23-8306

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
団体会員
広 報：

武石 光紀
3,000円/年
3,000円/年
10,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
地域で生活している人たちが立ち寄って相談できるス
ペースが街なかにあれば、とつねづね感じながら生活の
活動紹介：
お手伝いをしています。補助金なしのボランティアなの
福祉・医療サービスを必要とする方で、身寄りのない方等を対象に、①保証人 で、資金と事務所がぜひとも欲しいと願っています。
受託事業(住居確保や就職の際) ②生活継続支援事業 ③日常的な生活支
援体制づくりの研究・啓発・広報事業を行ってゆく。成年後見制度等の利用の
手続きの支援等、行政への働きかけを行っていきたい。
必要とするもの：
活動資金/事務所
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保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

ホスピス研究会さいどばいさいど
所在地: 〒 355-0015

埼玉県東松山市本町1-1-14

電 話： 0493-22-8983

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
平成17年度迄、行政の支援のもと行われていた、がん
の終末期医療・緩和ケアの知識普及の為のホスピス講
座再開にご協力下さい。

FAX:

U R L： http://www.npo-sidebyside.net
Ｅｍａｉｌ： info@npo.saidebysaide.net
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

蛭川 和省
3,000円/年
2,000円/年

入会金2,000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：
事務所がありません(資金不足の為)。東松山市内で無
償で事務所を提供して下さる方はいらっしゃいません
か？

NPO基金に登録済

活動紹介：
がんのターミナルケア(緩和ケア、在宅ホスピス等)に関する一般的理解を深め
る為、講演会(年1回)や、がん患者及びその家族・遺族の会「わかちあいの会」
(毎月1回)を行っています。又「いのちへの配慮」をテーマに、文筆家米沢彗氏
を招いて「米沢ゼミ」(月1回)を実施しています。
必要とするもの：
活動資金/事務所

学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

ボランティアマジッククラブ
所在地: 〒 355-0055

埼玉県東松山市松風台14-3-A603

電 話： 0493-34-3673

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
商工団体の皆さんの企画に大道芸マジックはいかがで
しょうか。大いに盛り上がると思います。ぜひご連絡くだ
さい。

FAX: 0493-34-3673

U R L：
Ｅｍａｉｌ： raki@m7.gyao.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

山﨑 幸雄
3,000円/年

広 報：
活動紹介：
東松山市地域でマジックを通じて社会貢献しています。障害者施設、老人施
設、病院等を訪問しています。マジック以外に子育てヒントのブログ、子育て相
談の活動を行っています(元気創造塾を検索されたし)。

支援を受けるためのメッセージ：
現在依頼主に交通費、材料代をお願いしています。どう
しても予算のない団体もあります。その費用に充当する
支援をお願いしたい。

必要とするもの：
活動資金
まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

まちづくり楽会
所在地: 〒 355-0004

埼玉県東松山市沢口町7-4

電 話： 0493-24-3732

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
都心から一時間の圏内にありながら、豊かな緑と歴史の
比企の地で自然体験・農業体験をプロデュースします。

FAX:

U R L： http://www.npo-net.jp/sample/about/index.html
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
会員
賛助会員
広 報：

石川 邦夫
6,000円/年
1,000円/年
10,000円/年
支援を受けるためのメッセージ：
「風と緑の館・野田」を運営、自然体験や農業体験、さま
ざまなイベント、交流を行っていますが、洗面所やトイレ
の整備など、費用をなんとか工面しなければならない。
ぜひご支援頂ければありがたいと思います。

ボランティア受入可

活動紹介：
①ＩＴ事業～スリーデーマーチ公認ホームページの運営など②市民農園の運
営③風と土の館・野田の運営～宿泊も含めた自然体験・農業体験に加え、２つ
の施設を各種グループに貸し出している。年数回作品展やコンサート、各種イ
ベントを企画、運営している。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉

メイクアップコスモ
所在地: 〒 355-0013

埼玉県東松山市小松原町17-39 ｺｰﾎﾟ松原101

電 話： 0493-23-9813

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-23-9833

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

入江 孝子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
施設へ入所している女性の皆さんにお化粧を施しております。これによって若
い頃を思い出してくれ、直接肌に触れることで気分も和んでくれて、思い出話
など、いろいろお話をしてくれます。化粧すると皆さんご気分がよくなり、お顔の
表情も明るくなってきます。私たちは皆さんのこの変化を見るのがうれしく、い 必要とするもの：
つも頑張っております。

保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

サポートなめがわ
所在地: 〒 355-0813

埼玉県比企郡滑川町月輪416-19

電 話：

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
利用会員
広 報：
ボランティア受入可

金井 益生
3,000円/年
3,000円/年

入会金1,000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：

インターン受入可

活動紹介：
私たちは比企地域で高齢者や身障者の住まいの安全、生活補助設備の設置
活動に臨んでいるところですが、今年度設立されたばかりなので、広く地域の
皆様に知っていただくために活動中です。
必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉/災害救援

美奉会
所在地: 〒 355-0813

埼玉県比企郡滑川町月輪43-1

電 話： 0493-56-3635

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：

島田 ハル子

その他の皆さんへ
各福祉関係に対して(火曜日)には協力してます。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
美奉会は主に在宅の寝たきり老人を対象とした美容の奉仕団体＝ボランティア
です。毎月第4火曜日に各家庭に伺い、ベッドの中にいても美しく、清潔でいた
い、また家族のようにお話がしたいと希望されている方々に満足していただけ
るよう、心を込めて活動しております。そしてこれからも続けてゆきたいと望んで 必要とするもの：
おります。
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保健・医療・福祉/社会教育

おたまじゃくしの会
所在地: 〒 355-0213

埼玉県比企郡嵐山町川島1749-3

電 話： 0493-62-2868

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-62-2868

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

渡辺 暁子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
比企地域を中心に高齢者福祉施設や高齢者の集まりでボランティアをしてい
ます。ハンドベルの演奏を聴いていただくとともにベルを持っていただいて鳴ら
して一緒に楽しんでもらったり、合唱や歌に合わせての体操を取り入れ、音楽
を通しての交流や機能回復の一助となればいいと考えています。
必要とするもの：

社会教育/学術・文化・芸術・スポーツ

コスモス(オカリナ)
所在地: 〒 355-0215

埼玉県比企郡嵐山町平沢254-215

電 話： 0493-62-8050

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
共に音楽を通して楽しいときを送りましょう。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

篠沢 ケイ子
2,000円/月

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：
私達はオカリナ演奏は未熟ですが、仲間たちは心ひとつに楽しんでおります。
必要とするもの：
情報
保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

春琴会
所在地: 〒 355-0214

埼玉県比企郡嵐山町志賀316-13

電 話： 0493-62-5664

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-62-5664

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

西澤 悦子
2,000円/月

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/まちづくり

特定非営利活動法人

生活サポートわかば
所在地: 〒 355-0215

埼玉県比企郡嵐山町平澤578-2

電 話： 0493-62-2112

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-62-2112

U R L：
Ｅｍａｉｌ： wakaba@river.sannet.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費：

内田 倍雄

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
身体、知的障害者、療育手帳を持っている方、介護認定を受けている方々を
中心に、通院の送迎、介助つきそい、買物介助など、社会生活に尐しでも参加
できるよう活動しています。役場、社会福祉協議会等と情報交換し、有意義な
内容で必要とされるサポート事業を行っています。
必要とするもの：
車
保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

大正琴の会「かわせみ」
所在地: 〒 355-0211

埼玉県比企郡嵐山町杉山1085-13

電 話： 0493-62-4498

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-62-4498

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

斉藤 淑子
2,300円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
比企地域での老人福祉施設、老人病院等で大正琴の演奏を聴いていただくこ
とにより、昔を思い出していただき元気を取り戻していただいています。また、
生涯学習として、舞台での演奏活動でも楽しめるように小さな発表会から全国
大会での大舞台まで活動しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

大正琴の会「琴椿」
所在地: 〒 355-0211

埼玉県比企郡嵐山町杉山1085-13

電 話： 0493-62-4498

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-62-4498

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

斉藤 淑子
2,300円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
比企地域での老人福祉施設、老人病院等で大正琴の演奏を聴いていただくこ
とにより、昔を思い出していただき元気を取り戻していただいています。また、
生涯学習として、舞台での演奏活動でも楽しめるように小さな発表会から全国
大会での大舞台まで活動しています。
必要とするもの：
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学術・文化・芸術・スポーツ

大正琴 むつみ会
所在地: 〒 355-0214

埼玉県比企郡嵐山町志賀274-65

電 話： 0493-62-5664

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-62-5664

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

大井 登志子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
大正琴「むつみ会」は地域の老人施設などで演奏活動を行なってきましたが、
会員の高齢化もあって社会福祉協議会の登録も2年ほど前にとりやめていま
す。現在は年一回県の社会福祉事業団嵐山郷より依頼のあったときに伺って
演奏しております。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

地域福祉さぽーとさいたま
所在地: 〒 355-0213

埼玉県比企郡嵐山町川島1749-3

電 話： 090-2473-5571

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
特別会員
広 報：

堀之内 英明
3,000円/年
2,000円/年
1,000円/年

入会金1,000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：
社会福祉事業者や社会福祉に携わるすべての地域住民に対して、地域の社
会福祉事業者が良質かつ適切なサービスを提供するための福祉サービス第
三者評価事業や人材育成のための教育研修を行っています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

なごみ
所在地: 〒 355-0214

埼玉県比企郡嵐山町志賀316-13

電 話： 0493-62-5664

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-62-5664

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

西澤 悦子
2,000円/月

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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保健・医療・福祉/災害救援

ふれあいクラブ
所在地: 〒 355-0201

埼玉県比企郡嵐山町古里117-2

電 話： 0493-62-2001

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
社会福祉協議会より依頼・紹介があれば協力したい。

FAX: 0493-62-2001

U R L：
Ｅｍａｉｌ： michi12154548@mountain.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

飯嶋 道夫

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
地域の社会福祉活動として 1.アルミ缶の回収で車椅子の寄贈運動。 2.災害
時の救援活動の研修(災害が発生した時に、災害ボランティアセンターの手伝
い) 3.、愛情弁当作り(社会福祉協議会事業)
必要とするもの：

社会教育/保健・医療・福祉

アカペラ・ジャズコーラスWGBC
所在地: 〒 355-0332

埼玉県比企郡小川町増尾61-7

電 話： 0493-72-3271

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
アカペラで歌う曲のジャンルも広く、幅広い世代の人に
楽しんでもらえると思います。

FAX: 0493-72-3271

U R L： http://www.wgbc.info/
Ｅｍａｉｌ： acapelabugyo@docomo.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

塚越 攻
3,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
小さな集まりでも大歓迎。歌うことで楽しんでもらい喜ん
でもらう活動を目指しています。現地での機材運搬の支
活動紹介：
援がほしい。資金面は、今は会費と自腹ですが、遠距離
子どもからお年寄りまで、幅広く楽しんでもらえるコーラスを目指して、老人ホー などの場合は、交通費の支援は有難いと考えます。
ムや地域の祭りなどで、ボランティアで多数参加しています。他の団体との合
唱交流イベントや学校の文化祭にも参加してアカペラ講座を開くなども行って
います。アカペラをもっと楽しんでもらうために活動を広げたいと思っています。 必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/情報
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

小川高校JRC部
所在地: 〒 355-0328

埼玉県比企郡小川町大塚1105

電 話： 0493-72-1158

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-71-1045

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

塩澤 公章

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
高等学校のＪＲＣ部です。基本的には、青尐年赤十字としての活動がメインとな
りますが、ボランティア活動の要請があった場合は教育活動として支障がない
かぎり、お手伝いいたします。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉

小川町手話サークル
所在地: 〒 355-0336

埼玉県比企郡小川町勝呂680-2

電 話： 0493-73-2255

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0493-74-3581

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

菊地 一雄
3,500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

小川町ボランティアグループふれあい
所在地: 〒 355-0328

埼玉県比企郡小川町大塚379-2

電 話：

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 20～49名
会 費： 正会員

安藤 泰子
1,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
小川地域の老人福祉施設「ひなた荘」の年間行事「ふれあいタイム」(ショッピン
グ、おはなみ、盆踊り)のほかに介助支援や着脱介助、シーツたたみ、コーヒー
タイムなどのお手伝いをしております。他に老人ホーム「さくらぎ苑」、埼玉県社
会福祉事業団「嵐山郷」でも月２回の洗たくたたみなどで手伝いをしています。 必要とするもの：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ケアサポートすずらん
所在地: 〒 355-0321

埼玉県比企郡小川町小川732-10

電 話： 0493-72-5716

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
障害児が18歳以上になった時の就労の場や生活の場
をつくりたい。いろいろな立場の意見を頂き、経験をおし
えてもらいたい。

FAX: 0493-72-5301

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員
協力会員
賛助会員
広 報： その他広報有
ボランティア受入可

船橋 正
2,000円/年
2,000円/年
2,000円/年

入会金1,000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：
障害者(18歳以上)の生活の場を確保する施設を立ち上
げたいと考えております。どのようなものが現在あるの
か、資金面の助成が得られるのか、人材の確保の相談
にのってもらえる所があるのか教えてほしい。

インターン受入可

活動紹介：
小川町下里で児童デイサービスセンターちょこれーとを運営し、他に生活サ
ポートによる移送、一時預かり、ヘルパー派遣を行い、介護保険による予防介
護、訪問介護を行っております。障害児(者)、高齢者が安心して生活し自立で
きるよう会員同士が助け合う活動です。
必要とするもの：
活動資金/情報
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ともだち
所在地: 〒 355-0321

埼玉県比企郡小川町小川148-1

電 話： 0493-72-1529

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：

落合 武子

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：

環境保全

特定非営利活動法人

環境保全せせらぎの会
所在地: 〒 355-0156

埼玉県比企郡吉見町長谷1504-110

電 話： 0493-54-7335

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
みどりを大切にする運動に目を向けて欲しい。

FAX:

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

格地 秀明
2,000円/年

入会金1,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
行政及び企業はもう尐しＮＰＯ法人について勉強しても
らい、協力支援等に前向きになってほしい。

ボランティア受入可

活動紹介：
比企地域の環境調査。土地再生有効活用活動。

必要とするもの：
活動資金/活動場所/物品
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

パドルジャークス体操協会
所在地: 〒 355-0155

埼玉県比企郡吉見町北吉見2257-13

電 話： 0493-54-2230

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
健康づくりの方法として、年齢や性別に関係なく誰でも
簡単に取り組める体操です。お声をかけてくだされば、
どこでも出張いたします。

FAX: 0493-54-2230

U R L： http://paddle.cool.ne.jp
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 講師会員

間中 寿美恵
8,000円/月

入会金120,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
パドル体操は創立15周年を記念して、2010年６月19日
(土)に東京体育館で記念大会を開催します。大勢の高
活動紹介：
齢者や障害者が参加予定のため、この人たちを搬送す
パドル体操では、①介護を必要としない元気な高齢者を増やす②障害者の身 るバス(公共交通機関の利用が困難なので)代の経費補
体活動の補助活動③子どもたちの健全育成④地域社会の人々の健康づくり
助をお願いいたします。
⑤パドル体操の普及、の目標を掲げ、多くの人たちが健康で幸せな生活を送
れることを目指して、公民館や保健センター、社会関係施設等の健康づくり教 必要とするもの：
室、サークルを支援しています。
活動資金
インターン受入可

NPO基金に登録済
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まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

アートバーブズフォーラム
所在地: 〒 350-0394

埼玉県比企郡鳩山町石坂 東京電機大学理工学部内 協働したい相手へのメッセージ：

電 話： 090-296-5495

自治会・地縁団体の皆さんへ
比企の様々な歴史文化資産の発掘・発信・利用の視点
に立つ観光づくり、活気あるまちづくりのために協働した
いと思います。

FAX: 049-296-5311

U R L：
Ｅｍａｉｌ： tera@ia.dendai.ac.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員
準会員
賛助会員
広 報：

寺島 悦恩
10,000円/年
3,000円/年
100,000円/年

入会金10,000円

支援を受けるためのメッセージ：
住民の熱意のネットワーク化をはかり、新しい形の観光
づくり、活気あるまちづくりを行っていくために、各種イベ
活動紹介：
ント謝金、パンフ作成費、ホームページ作成等に充てる
本年７回目を迎える国際野外の表現展、アートカフェ、コンサート等、本NPOが ための寄附による資金面での支援をお願いします。
培う「アート力」あるいは「地域文化の発見力」を活用しながら、東松山市など比
企地区の様々なNPO団体とも協働、本NPOが所在する東京電機大学理工学
部の情報面での技術力も活用、地域の活性化とネットワーク化に資する活動を 必要とするもの：
今後も積極的に行う。
活動資金
ボランティア受入可

インターン受入可

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

健歩友の会
所在地: 〒 350-0314

埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘4-28-3

電 話： 049-296-2794

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-296-2794

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

岡 敏男

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：
鳩山地域で会員相互融和のため、ハイキング等を実施。年間4～5回(そのうち
1回は一泊)そのほか社会福祉協議会等にボランティアとして参加しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

ｃｏ-ｌｉｖｅ
所在地: 〒 350-0322

埼玉県比企郡鳩山町今宿516-14

電 話： 049-296-1219

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
私達に出来る事は、お手伝いさせていただいたり、協力
していただければと思います。

FAX:

U R L： http://www.ss-yoshikawa.co.jp
Ｅｍａｉｌ： yoshikawa@ss-yoshikawa.co.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

吉川 武

自治会・地縁団体の皆さんへ
私達に出来る事は、お手伝いさせていただいたり、協力
していただければと思います。

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：
町社会福祉協議会主催の車椅子体験講座への参加をきっかけに作ったボラ
ンティアグループです。町内老人ホームのお花見の手伝いで、車椅子を押し
たり、町主催行事での身体障害者用トイレ使用のお手伝い等、特に活動内容
を限定せずに、協力できる事をお手伝いしています。
必要とするもの：
活動資金/メンバー用制服/ボランティアを必要としている情報
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職能開発・雇用拡充/経済活動

特定非営利活動法人

埼玉事業能力開発機構
所在地: 〒 350-0314

埼玉県比企郡鳩山町楓ヶ丘2-14-6

電 話： 049-298-4335

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
学生の社会体験支援

FAX: 049-296-7785

U R L：
Ｅｍａｉｌ： npo-sbado001@tastyglobe.com
代表者：理事長
会員数
会 費： 正会員

沢田 進
12,000円/年

広 報：
活動紹介：
(１)障害者向けWEBアクセシビリティーデザイナー・評価者養成講座の実施
(２)大学キャリアデザイン講座への講師派遣(３)中学校の「里山体験」支援

支援を受けるためのメッセージ：
主催講座の受講生募集などで、効果的な広告・宣伝に
ついて支援をいただければありがたい。

必要とするもの：
広告・宣伝
まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

里山環境プロジェクト・はとやま
所在地: 〒 350-0314

埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘4-2-15

電 話： 049-296-1812

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
障がい者や地域の子ども達とともに汗を流す「後世に伝
えるための森づくり事業」を協働により実現しませんか。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員
サポーター
広 報：

鈴木 伸
5,000円/年
5,000円
1,500円

入会金3,000円

支援を受けるためのメッセージ：
活動フィールドは電気設備もなく、照明等を使用しての
作業に苦慮しております。また、機材や材料も手作業で
活動紹介：
運搬、効率的ではありません。機材や備品を購入する
里山環境を環境資源及び住民共有の財産と考え、保全と活用を通じて得た有 為、寄付による資金援助をお願いします。
形、無形の成果を住民に還元しながら、まちづくりに寄与する。
ボランティア受入可

必要とするもの：
活動資金/事務所/発電機・トラック
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

二十一世紀まちづくりの会
所在地: 〒 350-0312

埼玉県比企郡鳩山町鳩ｹ丘1-25-3

電 話： 049-296-4144

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： zxbeqjqr@tcat.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

西五辻 俊仲
3,000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：
NPO基金に登録済

活動紹介：
道路運送法に基づく福祉有償運送事業を行っており、介護保険適用者、要介
護支援者、肢体不自由者、身障者を対象に通院等の支援を行い、地域住民
の福祉サポートを行っている。音楽活動を通して、世代を超えたジョイントコン
サート等を開催し、地域住民の活性化を図っている。
必要とするもの：
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学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

人形劇サークルトムテ
所在地: 〒 350-0312

埼玉県比企郡鳩山町鳩ヶ丘1-28-7

電 話： 049-296-5121

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：

長澤 直江

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
鳩山町立図書館の助けを借り、主に子どもたちに楽しい人形劇公演を行って
います。多くの人の心に何かホッとするステキなきもちが残るよう尐ない会員で
制作企画しています。
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

はとやま環境フォーラム
所在地: 〒 350-0312

埼玉県比企郡鳩山町鳩ケ丘1-3-4

電 話： 049-227-3001

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-227-3001

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

愛場 謙嗣
3,000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：

ボランティア受入可

活動紹介：
鳩山町とその周辺を主な活動地域として、環境監視(ゴルフ場排水路での残留
農薬分析など)。自然観察(ホトケドジョウ・ホタルの生息調査など)。環境保全
(河川清掃など)。環境行政への提言(環境保全条例や保全協定問題)などの活
動を行っています。
必要とするもの：
印刷機・観察用具
子どもの健全育成

鳩山町青少年相談員協議会
所在地: 〒 350-0324

埼玉県比企郡鳩山町大豆戸184-16

電 話： 049-296-6231

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
子どもたちに貴重な体験ができるイベント企画等があれ
ばお声がけください。

FAX: 049-296-6231

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表
会員数 20名未満
会 費：

黒田 裕介

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
主に町内で、原則月1回、町内の中学生を対象に自由遊びを実施し、児童の
健全育成を支援しています。また年3回、季節にちなんだイベント(流しそうめ
ん、クリスマス会、いちご狩りなど)を企画開催し、特に町外に行くこともありま
す。

支援を受けるためのメッセージ：
地域の子どもと関わりたいという同じ目的を持った仲間を
募集していますので、活動への人的支援をお願いしま
す。

必要とするもの：
活動人員
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

はばたき
所在地: 〒 350-0321

埼玉県比企郡鳩山町赤沼2607-3

電 話： 049-296-1639

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-296-1639

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

山下 博司
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：

必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

ボランティアグループさざんか
所在地: 〒 350-0312

埼玉県比企郡鳩山町鳩ヶ丘4-10-3 さざんか事務局

電 話： 049-296-0874

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-296-0874

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

吉川 幸伸
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
高齢者の生き甲斐、健康増進をビジュアル面と身体への適度な刺激を与える
ことを目的に、多岐にわたる演芸と自らも参加できる場を提供することにより、そ
の目的の達成を目指す活動をしています。
必要とするもの：
衣装・道具等
まちづくり

特定非営利活動法人

歴史文化町おこしフォーラム
所在地: 〒 350-0312
電 話：

埼玉県比企郡鳩山町鳩ケ丘1-24-13

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
鳩山町の歴史文化のまちづくりの推進に、共催の立場
で協力願いたい。

FAX:

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

大澤 尚一

企業・商工団体の皆さんへ
文化活動に当方の人材、ノウハウを活用願いたい。

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：
インターン・ボランティアの受入は、当面不要であるが将
来的には必要になると思う。セミナー講演会が中心活動
活動紹介：
につき、講師謝金、会場費に充当する活動資金が必
鳩山町を中心に歴史テーマを語り合う月例会、年2回の史跡探訪会、セミナー 要。パソコン使用の事務量も増大、定まった事務所を欲
文化講演会の開催などで地域の活性化、文化の町づくりに役立てる意識で活 しい。
動しています。元気な高齢者が、やり甲斐を、生き甲斐を感じる場になって、奇
しくも町の福祉行政の一役を担う結果になっていることを確信しています。
必要とするもの：
NPO基金に登録済

活動資金/事務所
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保健・医療・福祉/まちづくり

埼玉県移送サービスネットワーク
所在地: 〒 355-0366

埼玉県比企郡ときがわ町大野1251

電 話： 0493-67-1678

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
埼玉交通研究会を立ち上げました。行政・交通事業者・
利用者そして関心のある皆さんの参加を、一緒によりよ
い交通を目指して。

FAX: 0493-67-1678

U R L： http://www.saitamaiso-net.com/
Ｅｍａｉｌ： sasanuma-kazu@k5.dion.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

笹沼 和利

その他の皆さんへ
埼玉交通研究会を立ち上げました。行政・交通事業者・
利用者そして関心のある皆さんの参加を、一緒によりよ
い交通を目指して。

1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有/その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
移動困難者が自由に外出できる環境をつくるための様々な活動を行っている。
法律の改正、移動権を確立する新法の制定、自治体の交通政策への提言、移
送サービス団体がより社会的な活動ができるようにするための側面援助など、
また、地域住民へのわかりやすい説明も行っていきたい。
必要とするもの：

環境保全/経済活動

特定非営利活動法人

たまがわ
所在地: 〒 355-0342

埼玉県比企郡ときがわ町玉川4359-2

電 話： 0493-65-1171

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
県の支援により「川のひろば」を整備して頂いたが、現状
有効利用されていないので、これを使ったイベントなど
を共同企画したい。

FAX: 0493-65-1172

U R L： http://www.town.tokigawa.lg.jp/
Ｅｍａｉｌ： npo-tamagawa@adagio.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

高柳 昇一
2,000円

入会金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：
町の支援(店舗提供)を受けて農産物直売所を経営しています。商品は農業団
体と商業団体の持寄りです。私たちは独自の畑を持ち、この畑を使って保育園
児たちによる芋掘り会、地域の皆さんへの野菜の無料配布会を行い、また川で
の鱒のつかみ取り大会、河原の清掃・草刈りなど子どもたちのための環境保全 必要とするもの：
にも力を入れています。
活動資金
まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

ときがわ山里文化研究所
所在地: 〒 355-0366

埼玉県比企郡ときがわ町大野671-1

電 話： 049-285-5296

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
都幾川の源流域の山里を拠点にして、山里の豊かな自
然体験、貴重な伝承文化を体験、学習し、人生をリフ
レッシュしませんか？

FAX:

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

柴崎 光生
2,000円/年

入会金1,000円

広 報： その他広報有

その他の皆さんへ
ときがわ町の山里で、「田舎暮らし体験」「子ども山の学
校」等豊かな自然と伝承文化を体験、学習するカリキュ
ラムがあります。

支援を受けるためのメッセージ：
山間地域に伝わる貴重な伝承、生活文化と豊かな自然
環境を守り継承するために、資金、ボランティア、熱い思
活動紹介：
いと知恵を求めています。企業、団体、個人の皆さんと
山間地域と都市市民の交流によって、豊かな自然と温かい山里の伝承文化を 感動の山里文化継承発展に取り組みたい。
体験、学習、継承し、地域の元気回復を図る多彩な活動を実践しています。①
杉・桧・竹林の間伐体験②遊休農地でソバ・野菜づくり③伝統の土窯で炭づく
り④田舎暮らし体験⑤子ども山の学校―等。団体・初心者どなたも参加できま 必要とするもの：
す。
活動資金/事務所/活動場所/チェーンソー等
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済
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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

はぁとびぃと
所在地: 〒 355-0352

埼玉県比企郡ときがわ町別所字悪戸43-6

電 話： 0493-66-1111

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名未満
会 費：

田母神 由美

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
所在地を中心に高齢者、障がい者の方々に対して訪問介護の事業を行って
おります。住み慣れた地域でご利用者、家族が笑顔で生活できるようなお手伝
いができればと活動しております。また、今後は、健康増進に向けて子どもから
障がいのある方、高齢者などに対してスポーツイベントなどを検討しています。 必要とするもの：
活動資金/ＰＣ・コピー機
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