保健・医療・福祉/国際協力

特定非営利活動法人

アンナプルナ・ヘルス・プロジェクト
所在地: 〒 365-0005

埼玉県鴻巣市広田824-1

電 話： 048-569-3111

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-569-2093

U R L： http://health-post.hp.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： health-post@mail.goo.ne.jp
代表者：理事長
森田 仁士
会員数 20～49名
10,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(法人)
20,000円/年
賛助会員(個人)
10,000円/年
広 報：

入会金10,000円
入会金50,000円
入会金10,000円

ボランティア受入可

活動紹介：
アジア周辺地域での医療技術協力並びに幼児教育及び社会教育に関する支
援事業を推進しています。現在ネパールに診療所を建設して支援しているほ
か、インドのチベット難民キャンプに図書や機材を支援しています。

支援を受けるためのメッセージ：
ネパールに診療所を建設し、運営は地元に委託してい
ますが、活動資金や物品(医療機材や車椅子等)を送付
するための協力を求めています。

必要とするもの：
活動資金/物品
学術・文化・芸術・スポーツ/地域安全

いきいきクラブ広田
所在地: 〒 365-0005

埼玉県鴻巣市広田2315

電 話： 048-542-6899

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 50～99名
会 費： 正会員

蓮見 宮子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
グランドゴルフ・手芸・年1回日帰りの遠足、社会見学2回、手打うどん等をして
ます。集りは月1回です。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

ガイドヘルプこうのす
所在地: 〒 365-0064

埼玉県鴻巣市赤見台3-34-28

電 話： 048-597-0353

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-597-0353

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

朝倉 由美
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：
視覚障害者が生き生き楽しく生活できるよう、花見、梨狩り、じゃがいもほりや盲
卓球・散歩・グランドゴルフなどのスポーツ、陶芸や料理教室、カラオケなどの
趣味、そして忘年会や交流会を企画しています。又、小中学校の福祉教育に
障害者と伺い、障害について理解していただき、サポート方法を紹介していま 必要とするもの：
す。
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社会教育/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

かさはらいきいきスポーツクラブ
所在地: 〒 365-0023

埼玉県鴻巣市笠原1573-2

電 話： 048-543-8277

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
農村型スポーツクラブとして、健康づくり・地域づくりを
行っていますので、自治会・地縁団体の皆さんは積極
的に参加してください。

FAX: 048-543-8277

U R L：
Ｅｍａｉｌ： sports@kasahara-sc.jp
代表者：代表理事
野崎 武士
会員数 100名以上
4,000円/年
会 費： 正会員(家族会員)
正会員(個人)
2,000円/年
正会員(子ども)
1,000円/年
広 報： 広報誌(紙)有

その他の皆さんへ
原則としては笠原地域の皆さんが対象ですが、地域外
の方々も参加していますので、ご希望の方はどうぞ事務
局までご連絡ください。

支援を受けるためのメッセージ：
年間で９教室、２大会等の活動を行い、延べ１６５０人程
度が参加している。会員からも希望があるので、今後、さ
活動紹介：
らに活動を活発にしたいが、クラブ運営の資金が充分で
スポーツ・文化活動を通して笠原地域の皆さんの健康と生きがい、豊かな生活 ないので、寄附等の支援を頂戴できれば幸いである。
づくりを応援し、明るく安心、安全な地域づくりを目指している。健康体操、卓
球、ミニテニス、グランドゴルフ、ソフトバレー、バスケット、バレー、陸上競技の
各教室のほかに、ウォーキング大会、グランドゴルフ大会、健康講演会等の活 必要とするもの：
動を行っている。
活動資金/講師等の紹介

学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

家庭文庫 えほんのいえ
所在地: 〒 365-0051

埼玉県鴻巣市宮前575-5

電 話： 048-596-1491

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-596-1491

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

飯島 康子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
スペースの関係で今以上に冊数を増やすことはできな
い。長く読みつがれてきた本など傷みがはげしいものを
活動紹介：
買い替えるにも個人負担だけでは限度があるので、支
地域の子どもたちにすてきな絵本との出会いの楽しさを伝えたい。子育てに絵 援が頂ければ有難いです。
本をと言われるようになりましたがまだまだ気づいていない人たちが多いので
親子で絵本を楽しむ時間を大切にしてほしいことを伝え続けていきたいと思っ
ています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/本が傷まないようにするためのフィルムなど
保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

川里コーラスコスモス
所在地: 〒 365-0014

埼玉県鴻巣市屈巣4166

電 話： 048-569-1096

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
会 費：

間中 八重子

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：
私たちは男3名、女2名のバンドグループです。病院や老人ホーム等でボラン
ティアを行っています。練習は月2回川里農業研修センターでやっています。
自分たちの発表会は、花久の里ホールで実施します。まだ仕事をしている人が
多いので、土、日曜日しかボランティアできません。が、みなさんに楽しんでも 必要とするもの：
らっています。
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子どもの健全育成

特定非営利活動法人

きっずくらぶ・エンゼル
所在地: 〒 369-0115

埼玉県鴻巣市吹上本町2-17-10

電 話： 090-5341-4164

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www.hpmix.com/home/kidsclub
Ｅｍａｉｌ： kidsclub_angel@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

松本 千奈美
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
埼玉県鴻巣地域で子育て支援事業をしています。きっずくらぶ・エンゼルは乳
幼児とその家族が集い、互いのコミュニケーションを深め、友達を作り、楽しい
子育てができるようにするとともに、地域の子育て力を向上させることを目標と
し、活動しています。
必要とするもの：
活動資金/事務所
国際協力/社会教育

こうのす国際交流市民の会
所在地: 〒 365-0053

埼玉県鴻巣市緑町15-9

電 話： 048-596-5747

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
学校で日本語がまだ十分理解できずに、授業について
いけない学生のお手伝いをしたいです。我々を是非活
用して下さい。

FAX: 048-596-5747

U R L： http://www.tcat.ne.jp/~kokusaikoryu/
Ｅｍａｉｌ： konosukokusaikoryushiminnokai@tcat.ne.jp
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員

鈴木 和子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
現在、公民館をお借りして場所があるのですが、ロッ
カーが小さすぎます。書籍等が多いので是非もう尐し大
活動紹介：
きいのが欲しいです。それに利用するのに使用料が入り
鴻巣市を中心に居住する外国籍の人達に対して交流・協力・支援を行ってい ます。ボランティアですので。この点ご考慮いただけたら
ます。具体的には日本語教室(週1回)学校支援、情報提供やお国紹介、いろ と思います。
いろな国の料理、年末パーティー等の交流イベントを実施しております。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/活動場所
国際協力/社会教育

こうのとり日本語教室
所在地: 〒 365-0038

埼玉県鴻巣市本町7-3-27

電 話： 048-541-0676

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：

鈴木 悦男

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
鴻巣市内の外国人有志から、土曜日、夜間の日本語教室の開講を要請され、
1999年7月2日に開講した。市内及び近辺の外国人のための日本語学習と日
本文化理解及び国際交流と国際親善を目的に活動している。ボランティアは
10～70代の老若男女10～15名。年間約45回開講している。
必要とするもの：
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環境保全/まちづくり

生出塚団地自治会花のコミュニティ
所在地: 〒 365-0033

埼玉県鴻巣市生出塚2-31-8

電 話： 048-596-0391

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-596-0391

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

鹿間 秀一
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：

ボランティア受入可

活動紹介：
週2回、団地内の公園を中心に堆肥をつくり、季節の花を種から育て定植し、
花壇づくりをしております。また、育てた花苗は会員に年数回配布され、各家
庭の庭で大切に育てられています。花を通して、地域のコミュニティの輪が広
がり、ひいては防犯にも役立つことを願って活動しています。

必要とするもの：

保健・医療・福祉

翔裕園 車椅子介助ボランティア
所在地: 〒 365-0075

埼玉県鴻巣市宮地5-3-24

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：
車椅子介助。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

水翔の会
所在地: 〒 365-0075

埼玉県鴻巣市宮地4-12-26

電 話： 048-541-0915

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：

瀬戸 庸治

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

ＮＰＯ法人

生活支援サービスにじ
所在地: 〒 365-0062

埼玉県鴻巣市箕田112-1

電 話： 048-596-6662

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-596-6611

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

永井 陽子
3,000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：
知的に障がいがあっても住み慣れた地域で普通に暮らすための支援をしてい
ます。ケアホームの運営、生活サポート、居住介護、行動援護をしています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

地域自立支援グループあん
所在地: 〒 365-0055

埼玉県鴻巣市栄町5-30-102

電 話： 048-542-9889

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
主に学校などで、障害者の現実の姿を知ってもらうため
の橋渡しをしたいと考えております。

FAX: 048-542-9889

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

沖田 博
2,000円/年
1,000円

入会金2,000円
入会金2,000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

NPO基金に登録済

活動紹介：
鴻巣市を中心にした周辺市町において、地域で居宅生活を送る障害者の生
活支援、相談支援などを行っている。ここ数年は「重度障害者の入院時におけ
る介助」問題を取り上げ、勉強や要求活動を行っている。
必要とするもの：

学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

Japan Close-up Magicians’ Association
所在地: 〒 365-0037

埼玉県鴻巣市人形4-6-25

電 話： 048-543-2102

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
２年に１度、世界中の聴覚障害者のマジック愛好家が一
堂に会する大会があります。これを将来埼玉に誘致した
いと考えています。

FAX: 048-543-8088

U R L： http://www.jcma.biz/
Ｅｍａｉｌ： magic@kk.iij4u.or.jp
代表者：会長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

田代 茂

企業・商工団体の皆さんへ
マジック愛好家は県内外に多数いらっしゃり、中高年の
方々も積極的に活動されています。マジックを核とした
大きなイベントは大変大きな訴求力があります。

3,000円
10,000円

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：
マジックは健常者も障害者も、子どもさんもお年寄りも、
外国人も、皆が楽しめる娯楽であり、かつ歴史的・地理
的に大きな広がりを有する文化です。是非、マジックを
活用した町おこしや、イベントをご検討頂きたいと願って
おります。

インターン受入可

活動紹介：
マジックを文化として捉え、マジックの公演活動のみならず、若手育成や国際
交流にも力を注いでいます。今年は県内の聴覚障害者(児)と健聴者(児)が交
流できるようなマジックショーを彩の国さいたま芸術劇場で開催しました。(埼玉
県ＮＰＯ基金を活用させて頂きました。)活動はテレビでも紹介されました。
必要とするもの：

活動資金/事務所/活動場所/プロジェクター/スポンサー企業
についての情報/劇場やホールなどの貸し出し
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

ハーモニー
所在地: 〒 365-0062

埼玉県鴻巣市箕田358-31

電 話： 050-1556-4134

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
授産品の販路作りにご協力ください。

FAX: 050-1556-4134

U R L：
Ｅｍａｉｌ： npo-harmony@hotmail.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

坂本 眞理子
3,000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：
障がい者の日中活動の場としてデイケア事業を行って
います。地域交流を目的にバザーやコンサート、地域イ
活動紹介：
ベントへの参加も積極的に行っていますが、スタッフが
鴻巣市で民設民営のデイケア施設「デイケア・ハーモニー」を運営しています。 不足しています。協力者を募集しています。
障がいがあっても地域の中でいきいきと生活していけるよう支援内容を充実さ
せていきたいと活動を続けています。街の中にもどんどん出かけていきますの
で見かけたら声をかけてください。
必要とするもの：
活動資金/事務所
保健・医療・福祉/まちづくり

馬室ボランティアなかよしクラブ
所在地: 〒 365-0042

埼玉県鴻巣市松原3-10-9

電 話： 048-569-2968

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-569-2968

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

栗田 勝美

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私たちは地域の70歳以上の独居老人の夕食作りをしております。活動を始め
て早、29年目を迎えました。微力ながら、自分たちに何が出来るかを考え、食
事作りに達成致しました。今後も長く続けて行く上で、若い人たちにもお手伝い
してほしいと考えています。手作りで喜んで頂いており、長く活動が続けていけ 必要とするもの：
るよう頑張ります。

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

花と文化のふるさと委員会
所在地: 〒 365-0014

埼玉県鴻巣市屈巣4181-1

電 話： 048-569-0141

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
法人会員
賛助会員
広 報：

朝見 良治
2,000円/年
5,000円
1,000円

入会金10,000円

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
鴻巣市花と音楽の館かわさと「花久の里」の管理運営をしています。施設の設
置目的である、花と音楽を活かした地域文化の振興を図る為、庭園の整備、各
種コンサート等を通して文化の振興を図っています。地域活性化活動として、
地元産野菜の販売、地域に伝わる食文化を伝えるための手打ちうどんの提供 必要とするもの：
をしています。
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まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

花の家
所在地: 〒 369-0121

埼玉県鴻巣市吹上富士見1-10-8-4

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名未満
会 費：

堀田 三津江

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：
地域の人々どなたでも、自由に集って、自分の好きな趣味などを楽しむ場所を
提供しています。遠くに出かけなくてもよいという事も大きな利点となっていま
す。この地域も高齢化が進み、今後さらに重要な役割を担っていくと実感して
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

ヒューマンネットライフ工房
所在地: 〒 365-0043

埼玉県鴻巣市原馬室3702

電 話： 048-541-2460

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
地域の願いを実現する手助けをするのが目標です。とも
に喜びを分かち合い助け合いの社会を育てましょう！

FAX:

U R L： http://www.k3.dion.ne.jp/~enk/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員(団体)
正会員(個人)
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

利根川 永司
10,000円/年
3,000円/年
2,000円/年

入会金2,000円
入会金2,000円
入会金1,000円
支援を受けるためのメッセージ：
鴻巣市周辺だけでなく、大きな区域で活動したいので
すが、特に広報の手段(費用面)を充実したいので、その
面での手段や資金の支援をお願いします・

NPO基金に登録済

活動紹介：

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

吹上点字の会 すずたけ
所在地: 〒 369-0112

埼玉県鴻巣市鎌塚57-1

電 話： 048-548-6664

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-548-6673

U R L：
Ｅｍａｉｌ： vfukiage@mb.jnc.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
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：

ボランティア受入可

活動紹介：
「すずたけ」は鴻巣地域での初級点字講習会の開催、ふれあい運動会の参
加、小中学校の点字体験学習指導、他団体からの依頼文の点訳、その他の活
動を行っています。定例会は毎月(８月は除く)第１・第３土曜日の午後２時～４
時です。
必要とするもの：
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まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

フラワーピース
所在地: 〒 365-0071

埼玉県鴻巣市寺谷736

電 話： 048-597-1553

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
花があると「なごみ」のある空間が出来上がり、やさしい
人の交流が生まれてきます。私たちが技術を提供しま
す。

FAX: 048-597-1553

U R L： http://www.hananomachi.net
Ｅｍａｉｌ： flower-pease@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
法人会員

吉田 誠
1,000円/年
10,000円/年

入会金1,000円
入会金10,000円

自治会・地縁団体の皆さんへ
地域の公園や空地に花を植えると自然に人々がそこへ
集まってきます。花を使った空間作りのノウハウをお教え
いたします。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
花の植栽には、土壌の改良、備品確保、花材、専門
ガーデナーの派遣、年間維持管理など一定額の必要
活動紹介：
経費が必要となります。多くの部分をボランティアで賄う
お花を通した様々な取組みを行っています。みどりの創生と保全をテーマに多 としても限度のある事です。寄付による支援をお願いし
く人々に魅力的な空間を提供していきたいといろいろな企画・イベントを立案し ます。
ています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ふれあい介護
所在地: 〒 365-0037

埼玉県鴻巣市人形2-2-94

電 話： 048-543-2011

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-540-6006

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

矢下 文江

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
高齢者の相談、介護保険のサービスプランを行っております。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

ほっと大工ボランティア
所在地: 〒 369-0113

埼玉県鴻巣市吹上下忍3995-9

電 話： 048-548-4915

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

水口 茂
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：
活動に必要な電動工具や基礎的な工具の充実をはかり
たく資金面での支援をお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
私達は趣味で日曜大工の好きな仲間たちが集まって高齢者や障がい者の皆
様の生活支援の一環として、住宅等の小修理(本職の方が行わない様な)を
行っています。活動としては網戸の張替え、手すりの取り付け、引き戸のレール
交換、ペンキ塗りなどです。活動は原則として各月第2日曜日です。
必要とするもの：
活動資金/物品

176

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ＣＳＫ
所在地: 〒 365-0037

埼玉県鴻巣市人形3-2-89-302

電 話： 048-542-4844

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-542-4844

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

中村 征起子

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：
北本市社会福祉協議会への協力、知的障害者運動会、クリスマス会のフォー
クダンス指導協力、老人会・子ども会等指導協力、特老俳句協力等などです。
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風花
所在地: 〒 369-0112

埼玉県鴻巣市鎌塚57-1

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： 正会員

2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
朗読音訳 公共印刷物のテープ作成 高齢者訪問 赤い羽根募金活動 施設
訪問
必要とするもの：

子どもの健全育成

読み聞かせグループたんぽぽ
所在地: 〒 369-0112

埼玉県鴻巣市鎌塚57-1

電 話： 048-548-6664

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-548-6673

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

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：
絵本の読み聞かせや昔話を語り聞かせる事で、子ども達と本を結ぶ手助けをし
ています。又、図書館、学童保育室、小学校でのおはなし会への協力や、文
庫を開いて、絵本、児童書の貸出しと、おはなし会開催などの活動をしていま
す。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

レスパイトゆう
所在地: 〒 369-0112

埼玉県鴻巣市鎌塚3-10-19

電 話： 048-548-8212

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
高齢化が進むなか車での移動を希望されている方が増
加しています。行政のバックアップのもと、携わろう！の
地域の思いを形にしましょう。

FAX: 048-548-8214

U R L：
Ｅｍａｉｌ： bz220916@bz01.plala.or.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 利用会員
協力会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

松本 保子
1,000円/年
1,000円/年
1,000円/年
支援を受けるためのメッセージ：
インターン受入可

活動紹介：
平成9年ボランティア団体として発足し、平成14年NPO法人格を取得し現在に
至る。会員は利用･協力･賛助の3種よりなり、全会員が議決権を有する開かれ
た団体です。平成10年より障害児(者)生活サポート(6市町と契約)、平成18年よ
り自立支援法の移動支援(2市と契約)、平成19年より介護保険法の介護予防、 必要とするもの：
訪問介護を実施。
人材

社会教育/情報化社会

特定非営利活動法人

アクセシブルサポートさいたま
所在地: 〒 362-0035

埼玉県上尾市仲町2-5-3

電 話： 048-773-8667

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-773-8667

U R L： http://www.npo-ass.or.jp/
Ｅｍａｉｌ： adm@npo-ass.or.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

藏橋 敬一
10,000円/年
3,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
パソコン講師をお手伝いしていただける方のご連絡をお
待ちします(川口市)。

ボランティア受入可

活動紹介：
①高齢者、障害者などの社会参加の促進事業として、「シニア電能倶楽部かわ
ぐち」(川口市)を運営しています。パソコン講師がほぼマンツーマンにより各人
の希望分野の技能習得を行います。②e-AT(福祉情報技術)に関する普及支
援事業－毎月2回の定例会において、e-AT関係のほか、一般的な福祉課題 必要とするもの：
など範囲を広げ、情報交換、意見交換などの勉強会を行っています。地域の
中古ＰＣ(ノート・ＸＰ)/ネット接続方法の研究
方の体験参加をお待ちします。
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

あげお学童クラブの会
所在地: 〒 362-0037

埼玉県上尾市上町2-14-19

電 話： 048-771-6945

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-777-5790

U R L： http://homepage3.nifty.com/ageg/
Ｅｍａｉｌ： npoageogakudou@nifty.com
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

高田 暁
1,000円/月

入所金13,000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：
子どもに関わる様々な情報を共有したいとかんがえてお
ります。よろしくお願いいたします。

インターン受入可

活動紹介：
上尾市内27ヶ所の学童保育所にて、放課後児童の健全育成事業を行ってい
ます。子どもたちが安心して安全な放課後を過ごせるように、また働く親の支え
となるような学童作りをしています。年間を通して、子どもたちと保護者と職員で
話し合い、行事を行っています。
必要とするもの：
活動資金/情報
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保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

上尾げんき福祉支援センター
所在地: 〒 362-0074

埼玉県上尾市春日1-45-5

電 話： 048-778-5215

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-772-0093

U R L：
Ｅｍａｉｌ： t-kurata@jcom.home.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

倉田 達三
2,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
今後増加が予想される認知症のある高齢者のため独居生活者のための地域
福祉に貢献できるような職員の育成に力を入れたいと考えてます。町内会等の
連携に力を入れて頑張りたいです。
必要とするもの：

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

あげお小粋連
所在地: 〒 362-0051

埼玉県上尾市地頭方572-3

電 話： 048-781-8083

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
阿波踊りを中心としたイベントで町を活性化してみませ
んか？

FAX: 048-781-8083

U R L： http://www.geocities.jp/koiki_ren/
Ｅｍａｉｌ： koiki_ren2008@yahoo.co.jp
代表者：
塩崎 昭
会員数 20～49名
10,000円/年
会 費： 正会員
家族会員
5,000円/年
正会員(18～21歳)
3,000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：
私たちは上尾市を中心に阿波踊りを楽しんでいます。正調の阿波踊りを尊重し
ながら変化のある踊り、時代にあった踊り、そして連名の様に小粋な踊りを目指
しています。「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊ってしまえ」をモットーに連
員一同頑張っています。
必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉/まちづくり

上尾市ガイドヘルプユーアイ
所在地: 〒 362-0021

埼玉県上尾市原市3873-13 東大宮ﾊｳｽ2-501

電 話： 048-772-1184

FAX:

U R L：

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
視覚障害者へのガイド法の講習会開催をし、外出の機
会を作ってください。

Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

田村 勝美

自治会・地縁団体の皆さんへ
地域に住む視覚障害者の方が外出時、白杖を携帯して
います。見守り、危ないと思ったときは声をかけ安全誘
導をお願いします。

600円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
視覚障害者も高齢化が進んでいるので、場所と資金が
あれば、たまり場(？)活動が出来、仲間作りや情報交換
等ができると思います。自宅から一歩外に出て社会参
加する、その始めの場にしたい。

ボランティア受入可

活動紹介：
視覚障害者の外出介助(月一回の定期ショッピングデイ)を通し視覚障害者の
交流の場、情報交換の場となっている。又街点検も兼ねている。社会福祉協議
会との共同企画で小中学校の福祉体験の依頼にも対応している。制度でのガ
イドヘルパー派遣もあるが対応できない件については会員で対応をしている。 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/社会教育

特定非営利活動法人

上尾市身体障害者福祉会
所在地: 〒 362-0045

埼玉県上尾市向山3-51-14

電 話： 048-725-6611

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
現在も地域に溶け込んでおりますが、中にはまだまだ家
にとじこもっている方が居られる様に思われるのと他の
障害の方との交流がほしい。私たち障害者の緊急の場
合はお願いいたします。

FAX: 048-725-2760

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
協力会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

松本 悦子

企業・商工団体の皆さんへ
雇用問題にお力を貸してください。

1,200円/年
1,000円/年
自由

支援を受けるためのメッセージ：
今一番困っているのは、移動のための車です。身体障
害者にとり、移動手段が重要な事で、何とかならないも
活動紹介：
のかと、種々考えていますが、なかなか思う様になりませ
地域福祉に関する講演会及び地域の小学校運動会参加、会員の作品を百貨 ん。今後も頑張って取得する様、努力したいと思ってい
店、デパートその他で販売。ふれあい広場その他多くのイベントに参加。市民 ます。
の方及び他施設との交流を深めています。
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/活動場所/施設用品・移動のための自動車
まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

あげお遊憂彩彩
所在地: 〒 362-0017

埼玉県上尾市二ツ宮776-1

電 話： 090-2246-3437

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
人材提供して欲しい。

FAX: 048-774-0890

U R L： http://www.yuyusaisai.com
Ｅｍａｉｌ： yuyu-senka@docomo.ne.jp
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

泉雪

企業・商工団体の皆さんへ
商品の提供、資金協力をして欲しい

12,000円/年
5,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
障がい者と健常者が一緒に練習できる会場を増やした
いと考えています。会場費、演舞曲作成費、衣装作成
費支援をお願いします。

ボランティア受入可

活動紹介：
地元上尾市を中心に日本全国へ上尾市の踊る広告塔となり、元気と笑顔、人
と人との和を大切に、未来の子ども達へ祭りを通し、日本の伝統を伝えたく、障
がい施設、町おこしのお手伝いをしながら、交流イベントを実施、活動をしてお
ります。
必要とするもの：

活動資金/活動場所/水・ゴミ袋・紙コップ
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

アミィティ
所在地: 〒 362-0031

埼玉県上尾市東町2-13-6

電 話： 048-776-5253

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-776-5253

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

渡辺 英子

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
親族と離れて暮らしている施設の子どもたちに小さなことですが、卒園児に
セーター、他の子どもたちには、小物をプレゼントさせていただいています。

支援を受けるためのメッセージ：
現在２ヶ所の施設の子どもたちに手編みのセーターなど
のプレゼントをさせていただいていますが、人数が増え
た場合に資金が不足します。尐し余裕がほしいところで
す。
必要とするもの：
活動資金/未使用の毛糸

180

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

荒川の自然を守る会
所在地: 〒 362-0059

埼玉県上尾市平方1334-1

電 話： 048-726-1078

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
身の回りの残り尐ない昔からの自然を見直し、子孫のた
めに残す活動に参加してみませんか。

FAX: 048-726-1078

U R L： http://arakawa.main.jp
Ｅｍａｉｌ： shsugama.2317@jasmine.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員

木ノ内 勝平
2,000円/年

入会金1,000円

大学・研究機関の皆さんへ
荒川の堤防は首都圏の大草原。不十分な自然調査の
まま、堤防改修やごみの投棄等にさらされています。調
査にご協力を。

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
自然を保護するために、各方面にお願いして保護して
いる自然再生地の保護活動のための道具費用が必要
活動紹介：
です。また上尾市内の野生植物の調査結果を編集出版
荒川中流域の三つ又沼ビオトープ周辺や上尾の雑木林の自然を次世代に伝 したいと思っています。出版費用が必要です。
えるための活動です。荒川の河川敷や堤防は首都圏に残された広大な大草
原で、今なお多くの野生生物が生息しています。雑木林も都市林として、都市
気候の温暖化防止に役立っています。これらを広く知って頂き、自然を残すた 必要とするもの：
めの管理作業をしています。
ボランティア受入可

活動資金/物品/情報

保健・医療・福祉

外出介助ボランティアグループ ハッピー
所在地: 〒 362-0071

埼玉県上尾市井戸木2-17-12

電 話： 048-786-4156

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-786-4156

U R L：
Ｅｍａｉｌ： tani.orion@peace.ocn.ne.jp
代表者：会長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

谷 健一
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：
車いすを利用されている方の外出介助。視覚障害の方の外出ガイド。通院や
買い物。利用者のご希望により、可能ならどこにでも同行します。交流会を企
画し、利用者さんをお誘いして一緒に楽しみます。施設の行事のお手伝い(例
えば花見、夏祭り、etc)等に参加します。社協主催の行事に協力参加します。 必要とするもの：

学術・文化・芸術・スポーツ/男女共同参画

銀の鈴
所在地: 〒 362-0001
電 話：

埼玉県上尾市上59

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：

新井 清水

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私たちは三味線、民謡、カラオケ、太鼓、尺八、唄等を老人ホームで聞いて頂
いています。
必要とするもの：
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学術・文化・芸術・スポーツ/保健・医療・福祉

車椅子レクダンス普及会上尾支部
所在地: 〒 362-0031

埼玉県上尾市東町3-1967-2

電 話： 048-775-3163

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-775-3163

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

青木 恵子
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：

活動紹介：
車椅子社交ダンス(現車椅子レクダンス)は、1995年活動が始まり、後にNPO法
の施行に伴い、1999年に特定非営利活動法人に認証され、上尾支部は2001
年4月に設立しました。障がい者や高齢者と共に、車椅子を使用してお互い手
をとり合い温もりを感じて踊ります。活動を通じて得られる感動を活力源として 必要とするもの：
一人一人頑張っています。

保健・医療・福祉/国際協力

特定非営利活動法人

彩高
所在地: 〒 362-0014

埼玉県上尾市本町1-1-5 遠山ﾋﾞﾙ201

電 話： 048-771-2281

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

堀 栄一
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
医療分野の活動は、中国の伝統的骨折治療法を紹介する為、日本の学会及
び医師と中国骨折医との交流を支援。働く中高年齢層の疾病に対応(病院医
師選び)の患者目線での検討。国際協力の分野では、中国の訪日留学生で西
安外大・人民大学出身者に対し、日本・日本人理解促進の為、日本人各層と 必要とするもの：
の交流活動を実施。

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

埼玉児童思春期精神保健懇話会
所在地: 〒 362-0067

埼玉県上尾市中分1-174-2

電 話： 048-725-0378

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-725-0302

U R L：
Ｅｍａｉｌ： npo.saijikon@ageonomori.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

横山 富士男
5,000円/年
3,000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：
児童思春期の精神保健に関わる人達が相互に情報を交換し、お互いの知識
を高め、連携を深めることを目的とした集まりです。子どもたちの健全育成を図
るため職種にとらわれない”連携ネットワークづくり”を実践してきました。地域で
実際に役立つように県内を４つのブロックに分け、活動を進めています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/消費者保護

特定非営利活動法人

埼玉老後安心センター
所在地: 〒 362-0062

埼玉県上尾市泉台1-21-14

電 話： 048-776-3367

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-776-3764

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

石倉 富美子
6,000円/年

入会金5,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
上尾、桶川、伊奈地域中心に高齢者や障がいのある人々、高齢者などかかわ
りを持つ人々に対して成年後見制度の啓発活動をしています。各地の社会福
祉協議会や行政機関のご理解をいただいて年３回成年後見制度無料相談会
を実施し、また毎月第２、第４金曜日には電話無料相談を実施しています。
必要とするもの：

子どもの健全育成

特定非営利活動法人

彩の子ネットワーク
所在地: 〒 362-0017

埼玉県上尾市二ツ宮1156-3

電 話： 048-770-5727

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
フェスティバルへの参画をはじめ、地域の子育てネット
ワークづくりや企業での子育て支援講座など、子育てや
子どものことを考えてみませんか。

FAX: 048-770-5720

U R L： http://www.sainoko.net
Ｅｍａｉｌ： office@sainoko.net
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
団体会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

小林 知子
1,500円/年
1,500円/年
1,500円/年

支援を受けるためのメッセージ：
相談しに来た母親と同じ子育てしている母親が受け止
め、専門職者のバックアップ体制を整えた談話相談室を
活動紹介：
開設。保育にて子どもを預かることも含め、安心して継
子育て中の親が、自分の思いを声にすることから、いろいろな人と出会い関係 続的に相談が受けられる運営となるよう基金を設立して
を築くことで、互いを尊重し主体的に行動していく人となっていくネットワーク活 います。
動を展開しています。子育てサロン・赤ちゃんのための赤ちゃんサロン・高校生
保育ボランティア体験学習・横並び型アクションリサーチによる調査研究・こども 必要とするもの：
夢未来フェスティバル等、様々な人たちが子どもや子育てに関わる機会をつ
活動資金
くっています。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

障害者書道クラブ
所在地: 〒 362-0043

埼玉県上尾市西宮下2-4-8

電 話： 048-773-7610

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
行政主催の展覧会やイベントを開催してくださいません
か。また、教育や障がい者の研究をしている方は指導イ
ベントを開いてみませんか。

FAX: 048-773-7610

U R L： http://hc-club.sakura.ne.jp/
Ｅｍａｉｌ： non@hc-club.sakura.ne.jp
代表者：代表
会員数 20～49名
会 費： 正会員

有松 則子
2,500円/月

入会金500円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
会費は教材費(墨紙筆他)と展覧会のための作品表具代
の積み立てに使用しています。展覧会開催のための会
活動紹介：
場費や印刷代、郵送代ほかに掛かる費用で父兄の負
障がい者本人たちの自立支援、能力開発のため書道の指導を行っている会
担が大きくなっています。寄付金などのご支援をお願い
(クラブ)です。地域の方々に知的障がいを理解いただくため、作品の展覧会を いたします。
開催したり、書に親しんでいただくための交流イベントを開催したりしています。
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(無料の展覧会場など)
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保健・医療・福祉

シルバーサロン
所在地: 〒 362-0001

埼玉県上尾市上37-31

電 話： 048-773-2743

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
上尾市コミュニケーションセンターの一室を無料で貸し
てくれる行政に感謝しています。

FAX: 048-773-2743

U R L：
Ｅｍａｉｌ： biotope-ss@jcom.home.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

鈴木 周一郎

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：
比較的元気な高齢者(60～86歳)と60～70歳代のボランティアが一緒になり月２
回のお茶飲み話をしています。又月１回ハーモニカ・折り紙の２ボランティアグ
ループが来てくれ、楽しい１日にしてくれます。会としては若い人の入会を常に
希望しています。本活動は今年で25年目になります。
必要とするもの：
活動場所
保健・医療・福祉

新聞切り抜きグループ
所在地: 〒 362-0064

埼玉県上尾市小敷谷950-4

電 話： 048-725-1546

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-725-1546

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

水戸部 征子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
各新聞から福祉、障害、介護、グッズ、障がい者施設および、老人施設、視覚
聴覚障害、盲導犬、介助犬関係の切り抜き、読み取りできるようにして、ファイ
ル掲示板や上尾ボランティアの仲間に必要な記事を提供させていただいてお
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

すみれ福祉会
所在地: 〒 362-0014

埼玉県上尾市本町2-6-24

電 話： 048-777-6031

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-773-0105

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

渡邉 徹
2,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
上尾市で障害福祉サービス事業(就労継続Ｂ型)と共同生活介護、共同生活援
助事業所を運営しており、知的障害者が地域の中で自立した生活ができるよう
支援しております。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

青尐年の自立を支える埼玉の会
所在地: 〒 362-0035

埼玉県上尾市仲町2-13-15 ｴｽﾃｰﾄ大島105

電 話： 048-778-5858

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-778-5858

U R L：
Ｅｍａｉｌ： sjss@galaxy.ocn.ne.jp
代表者：会長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員
学生会員
広 報： その他広報有
ボランティア受入可

徳地 昭男
5,000円/年
2,000円/年
1,000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：
青尐年の自立を支える埼玉の会では養護を必要とする年長児(義務教育を終
了したもの)の生活支援を目標に県内3ヶ所に自立援助ホームを開設していま
す。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/人権・平和

点訳ＥＹＥ
所在地: 〒 362-0075

埼玉県上尾市柏座3-1-48 ﾊﾟｰｸ上尾1-302

電 話： 048-772-1184

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

上田 三味
4,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
主な活動としては、点字カレンダー(ポケットサイズ)の作成を行って、上尾市お
よび近隣市町村の希望者へ配布しています。その他、中途失明の方への点訳
指導や各種点訳事業を行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
いつでも自由に使用できる当グループ専用の活動場所
が確保できれば良いと思います。

必要とするもの：
活動場所
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

日本ドミノ協会
所在地: 〒 362-0034

埼玉県上尾市愛宕1-29-7-107

電 話： 048-772-9307

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
ドミノは、皆さんが協力して完成させることに意義が、感
動があります。ドミノ倒しの効能は、創造力・集中力など
感性を高めるほか、人との協調性や交渉力などが身に
つきます。皆様ぜひご参加ください。

FAX: 048-772-9295

U R L： http://www.domino.or.jp
Ｅｍａｉｌ： info@domino.or.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

佐藤 正光
1,200円

入会金100円

企業・商工団体の皆さんへ
青年会議所のメンバー交流会・子ども育成事業や企業
研修も行っております。皆様と協働できることがあればと
思っています。

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
ドミノ倒しの指導の回数を増やしたいと考えています。指
導のための旅費や物品の移送費に充てるため、寄附に
活動紹介：
よる資金面での支援をお願いします。なお、支援を頂い
学校教育関係及び地域団体・企業に対し、ドミノ牌の貸し出しとドミノ倒しの指 た企業・団体様ドミノを使った研修事業などには最大限
導を行い、現在では希薄となった感動を伝えます。年齢・性別に関係なく、想 のご協力をさせていただきます。
像力・創造力・集中力・協調性などがドミノ製作の過程で自然に生まれることを
積極的に推し進めて行くことで、子どもの豊かな成長に寄与することを目的とし 必要とするもの：
た活動です。
ボランティア受入可

活動資金/支援を受けるためのメッセージ
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

パーソナルアシスタント・サービスのっく
所在地: 〒 362-0021

埼玉県上尾市原市字七番耕地1340-8

電 話： 048-723-5068

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
障害のある人や子ども、ご家族が安心して暮らすことの
出来る地域づくりにつながる機会をつくっていきたいと思
います。

FAX: 048-723-5068

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

森山 千佳子
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：
生活サポート事業で提供するサービスだけでは、大変
厳しい運営状況にあります。私たちNPOの主旨や活動
に賛同し、支援してくださる方をお願いしております。

ボランティア受入可

活動紹介：
上尾市・桶川市・伊奈町・さいたま市(旧大宮市)にお住まいの障害のある方に、
生活サポート事業によるサービスを提供しています。また、日ごろの関わりの中
から感じたことを活かしながら、障害のある方が暮らしやすい地域づくりを目指
しています。
必要とするもの：
活動資金
まちづくり/地域安全

原市第七区
所在地: 〒 362-0021

埼玉県上尾市原市4339-3

電 話： 048-721-0466

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

本田 耕作
400円/月

入会金2,000円(借家)
入会金5,000円(持家

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
毎年７月の原市七区夏祭り(第一日曜日)で、七区内を
渡御する大人神輿の担ぎ手が毎年人数が足りません。
活動紹介：
どなたでも来て頂ければ大歓迎です。(男女を問いませ
5年前、地域防犯推進委員を中心に発足、毎年募集して組織が順調に発展、 ん)。
防犯パトロールで100名を超える大きな組織になりました。夜間パトロール4班、
昼のパトロール10班に分かれ、随時七区内と小学校の多様なコースを防犯を
目的に巡回(1班6～8名)。子どもたちの安全と地域犯罪の防止の為に努力して 必要とするもの：
います。
ボランティア受入可

神輿の担ぎ手

保健・医療・福祉/情報化社会

いきいき通信
所在地: 〒 363-0023

埼玉県桶川市朝日3-29-8

電 話： 048-775-3246

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-775-3246

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

渡辺 佐智恵

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
ボランティアの情報紙です。年２～３回、皆さんがボランティアで、知りたい内容
を取材し、お伝えしています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/NPO支援

ＮＰＯ地球足もみ健康法実践普及協会桶川支部
所在地: 〒 363-0026

埼玉県桶川市上日出谷992-4-203

電 話： 048-786-1650

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
市民の皆様に、自分で守る健康法を知って頂きたく、セ
ミナー開催の機会を広く求めます。

FAX: 048-786-1650

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

赤尾 典子
1,000円/年

入会金1,000円

自治会・地縁団体の皆さんへ
簡卖な足もみリフレクソロジーをお教えしたいと思いま
す。自分の健康、家族の健康を一番に考えられる皆様
へ。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
それぞれ仕事を持って活動をしておりますので、なかな
かセミナー講習会等を開くのに準備等の時間がとれま
活動紹介：
せん。人集めの苦労が一番大変です。活動場所、受講
地域で、障害をお持ちの方が通所する施設でのボランティア、また健常な方に される方が集まっている所で開催できたら幸せです。
足もみリフレクソロジーを教える講座の開催と、将来的に自分の健康は自分で
守るという目標を掲げて１人でも多くの方に学んでほしいと思い努力しておりま
す。高齢者医療費の削減・健康寿命の延長に繋がってほしいとも思います。 必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動場所/人集めをしてほしい
保健・医療・福祉

桶川ドライバーズクラブ
所在地: 〒 363-0012

埼玉県桶川市末広1-8-29 地域活動ｾﾝﾀｰ内

電 話： 048-728-2221

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-728-2221

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

扇 保雄
1,000円/年
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：
桶川市社会福祉協議会が運営する「福祉有償運送」の運転ボランティアとし
て、障害者や高齢者など移動困難者の病院等への送迎を中心に活動。
必要とするもの：
福祉車輌
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

桶川・さといも福祉会
所在地: 〒 363-0012

埼玉県桶川市末広2-8-29

電 話： 048-728-3960

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
障害を持つ方々の住みよい地域づくりの実現に向けて、
手をとり合って前進してまいりましょう。よろしくお願いい
たします。

FAX: 048-728-3960

U R L：
Ｅｍａｉｌ： satoimo@tbc.t-com.ne.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
協力会員
協力団体
広 報： 広報誌(紙)有

大沢 靖二
5,000円/年
3,000円/年
5,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
狭隘な環境で障害を持つ人たちが地域の一員として活
動しております。世の中の仕組みがだんだんと弱者に対
活動紹介：
して風当たりの強いものになっている中で、忘れてはい
障害者の障害の種別を問わず、誰でも希望すれば利用できる労働の場、生活 けない事がきっとあるように思います。よろしくお願いし
の場として、障害者地域デイケア施設の運営を桶川市で行って今年で15年目 ます。
となりました。現在は市内に「桶川・さといも作業所」「ワークハウスさといも」の
2ヶ所があり、それぞれが地域住民の方々の理解・協力のもと活動しています。 必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/事務所/活動場所
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まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

桶川市ガイドボランティアの会
所在地: 〒 363-0017

埼玉県桶川市西1-12-4

電 話： 048-773-1781

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-773-1781

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

山村 和由
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：
中山道を中心とした桶川の史跡や文化財などの歴史文化や産業について紹
介。毎月１回中山道沿いにある土蔵公開のガイドを午後１時から４時まで、３人
で行っている。このほか市内の小中学校の総合学習の支援やＪＲ東日本主催
の駅からハイキング、べに花まつりなどで観光案内の支援をしております。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/災害救援

桶川市赤十字奉仕団
所在地: 〒 363-0027

埼玉県桶川市川田谷4509-1

電 話： 048-787-0218

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：

天沼 幸子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
日本赤十字の活動は、国だけでなく、私達地域社会に
とっても大切な意義ある活動です。近年団員の高齢化
に伴い、後継者不足を憂慮しております。ぜひ活動へ
の参加をご検討下さい。

ボランティア受入可

活動紹介：
57年に亘って奉仕活動を行っている団体です。主な活動は、社資の協力依
頼、災害時の募金活動、各施設とのコミュニケーション強化とハーモニカ慰問、
バザーの実施、雑巾作りと保育所への配布など、地域社会と積極的に関わる
活動を行っています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

桶川市点字レモンの会
所在地: 〒 363-0012
電 話：

埼玉県桶川市末広3-8-16

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
楽しくなることは何でもやりましょう。

FAX:

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

三義 宗陽
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：
桶川を中心に伊奈、北本、菖蒲などの老人会、ふれあいサロン、デイサービ
ス、特養ホーム、老人センター等で、会場の方に歌ってもらい、伴奏を我々が
行います。にぎやかな参加型のボランティアです。

支援を受けるためのメッセージ：
時間が重ならない限り出前いたします。お年寄りに喜ん
でいただける場所がございましたらご連絡ください。

必要とするもの：
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

おけがわ福祉会
所在地: 〒 363-0012

埼玉県桶川市末広2-8-29

電 話： 048-728-8161

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www1.ocn.ne.jp/~okefuku/
Ｅｍａｉｌ： okefuku06@chime.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

中山 京子
5,000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：
桶川市内で精神障害者を対象とした地域活動支援センター芽生えの会を運
営しています。また、精神障害者の家族を支援するために、家族会を月１回開
催しています。そして、精神障害者の誰もがその人らしく、安心して生活できる
ように、精神障害に関する普及啓発活動をして、バザーの実施、講演会の開催 必要とするもの：
を行っています。
活動資金

学術・文化・芸術・スポーツ/社会教育

折紙「案山子」
所在地: 〒 363-0024

埼玉県桶川市鴨川1-10-26

電 話： 048-786-1520

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-786-1520

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

上松 朝次
300円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
折紙は高齢者対策の一つにもなります。高齢者、子ども、青尐年、年齢、男女
を問わずどなたでも参加できますので是非どうぞ。子ども達の情操教育にも最
適です。
必要とするもの：

社会教育/子どもの健全育成

(社)倫理研究所、家庭倫理の会桶川市
所在地: 〒 363-0012

埼玉県桶川市末広3-15-11

電 話： 048-728-0932

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-786-4169

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

寺井 一夫
500円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
家庭倫理の会は「よくする活動」を推進中。●自分をよくする(純粋倫理に基づ
いた生涯学習講座)●家庭をよくする(和やかな家庭作りのため各種セミナー開
催)●地域をよくする(地域発展と教育力向上のため地域行事に協力)●日本を
よくする(日本人の倫理意識向上のため地球倫理フォーラム)●地球をよくする 必要とするもの：
(地球環境をよくするため地球倫理)
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保健・医療・福祉

点字ひまわりの会
所在地: 〒 363-0025

埼玉県桶川市下日出谷827-105

電 話： 048-787-0321

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-787-0321

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

松田 宏輔
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
年4回(2.5.8.11月)に発行されている桶川市議会だよりを視覚障がい者に、パソ
コンを使って点訳作業。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

ＮＡＬＣ(ナルク)埼玉中央
所在地: 〒 363-0024

埼玉県桶川市鴨川1-5-26

電 話： 048-787-7650

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-787-7650

U R L： http://www.geocities.jp/nalcsc/
Ｅｍａｉｌ： sp6n2b69@joy.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 100名以上
会 費： 正会員

高橋 利夫
3,000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：
時間預託制度による介護保険外の助け合い。全国ネットによる遠距離介護。地
域の子育て支援、つどいの広場(月１回)おもちゃの病院(月２回)開催。
必要とするもの：
活動場所
保健・医療・福祉

もみの木
所在地: 〒 363-0008

埼玉県桶川市坂田609-9

電 話： 048-728-2221

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

小関 繁雄
100円/月

広 報：
活動紹介：
収集・整理した古切手を深谷市の養護盲老人ホームに送っている。しかし古切
手の減尐、メンバーの高齢化で障害者に対するイベント(グランドゴルフ・映画
会・ボール遊び)は停滞している。

支援を受けるためのメッセージ：
リーダー不足 新しいリーダーが会員を引っ張って行っ
てほしい。

必要とするもの：
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社会教育/環境保全

特定非営利活動法人

野外調査研究所
所在地: 〒 363-0025

埼玉県桶川市下日出谷925-155

電 話： 048-786-0225

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
環境把握するための生物の調査、地域資源発掘のため
の調査と支援、地域史の調査など協働で実施したい。

FAX: 048-786-0225

U R L： http://yagaiken.web.fc2.com/
Ｅｍａｉｌ： myumi@pop02.odn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
学生
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

吉川 國男

企業・商工団体の皆さんへ
既刊書：『日本の龍勢＆世界のバンブーロケット』、『東
秩父村風土記』、『秩父地域丸ごと博物館構想シンポジ
ウム報告集』等。

4,000円/年
2,000円
10,000円
インターン受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
身の回りの自然や文化について、多角的・総合的にとらえ調査研究していま
す。その成果は、各種の刊行物に発表しています。インストラクター養成のため
の講座やフィールドワークの開催、博物館活動の支援も行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
シジミ(貝)や和銅関連遺跡などの調査員の労賃や報告
書作成費に充てるため、寄附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
保健・医療・福祉

弥生の会
所在地: 〒 363-0008

埼玉県桶川市坂田1456

電 話： 048-728-3805

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-728-3805

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

内田 良子

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：
桶川市内の老人介護施設でデイサービスの方たちに月１回朗読ボランティア
を行っています。
必要とするもの：

学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

ユニオンスポーツクラブ
所在地: 〒 363-0026

埼玉県桶川市上日出谷1253-3 朝日ｽｸｰﾙ内

電 話： 048-787-3826

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-787-3169

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

加茂 康明
1,000～5,000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：
活動を幅広く行うため、行政の支援が欠かせません。ぜ
ひ市町村の教育委員会および学校関係者の協力をお
願いいたします。

インターン受入可

活動紹介：

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

朗読ボランティアさんふらわぁ
所在地: 〒 363-0012

埼玉県桶川市末広2-8-8 地域福祉活動ｾﾝﾀｰ内

電 話： 048-728-2221

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-728-2313

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

中島 久米
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：
桶川市内、地域、学校、図書館、老人施設などを訪問し、朗読(絵本、紙芝居、
パネルシアター等)を行い、福祉向上の活動をしています。また、その事業のた
めの技術向上を目指し、研修、学習会等を実施しています。
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

あさひスポーツ･文化クラブ
所在地: 〒 364-0011

埼玉県北本市朝日2-238 ﾜｺｰﾚRG北本ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ内

電 話： 048-593-1001

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-580-4778

U R L： www.ascc.jp
Ｅｍａｉｌ： ascc@ascc.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

河井 宏暢
6,000円/年
5,000円

入会金1,000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：

活動紹介：
北本市で総合型地域スポーツクラブを運営しています。子ども～お年寄りまで
生涯楽しんで頂けるようスポーツ・文化教室を開催、レベルに合った指導をして
います。又、クラブメンバー間の交流を図るための各種イベントを実施していま
す。又子育て支援の一環として北本市から委託され「ひろば」事業を行ってい 必要とするもの：
ます。

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

エンジョイ・パートナーほっと
所在地: 〒 364-0034

埼玉県北本市高尾6-137

電 話： 048-591-6960

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
障害のある方とご家族が安心して地域生活を送り続けら
れるシステム作りについてともに考えていきたいと思って
おります。

FAX: 048-591-6961

U R L： http://www.ephot.jp
Ｅｍａｉｌ： info@ephot.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
準会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

下里 晴朗

大学・研究機関の皆さんへ
発達障害やコミュニケーションに生きづらさを抱える方の
支援方法や支援システムについて「生活」というフィール
ドで協働したい。

3,000円/年
1,000円/年
1,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
生活面での支援者やシステム作りの活動、相談等を
行っているが、今後は日中の活動の為の場所や資金、
フォーラム開催の為の費用等、寄付や活動場所の支援
をいただけると充実した地域作りが行えると考えていま
す。

インターン受入可

活動紹介：
北本市を中心として、生活サポート事業、居宅介護等事業、移動支援事業を
行い、生活面での人的・ソフト的な支援システム作りを行っています。また、相
談コーナーの設置や外出プログラム等ご家族の支援や、発達障害等生きづら
さを抱える方々への体験学習的な内容にも力を入れて活動を行っています。 必要とするもの：

活動資金/活動場所/物品
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かたくりの花
所在地: 〒 364-0024

埼玉県北本市石戸4-429

電 話： 048-591-6347

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： 正会員

柴田 辰雄
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：

活動紹介：
市内の老人ホームや老健施設に定期的に訪問、洗濯物整理、おむつ整理。
外出、ショッピングの補助・納涼祭、運動会に参加協力。その他、障がい者施
設の作業協力のほか、古物切手収集し盲老人ホームにおくるなど、また小中
学校の高齢者体験、車イスの指導など市社会福祉協議会の各種事業に協力 必要とするもの：
しています。

まちづくり/子どもの健全育成

北本市子ども文庫連絡会
所在地: 〒 364-0007

埼玉県北本市東間2-299

電 話： 048-592-3143

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-592-3143

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

藤本 富美子
1,000円/年
500円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
資金は、各文庫のバザーによっていますが、収益が尐
なく苦慮しています。北本市は7万人の市ですが、子ど
活動紹介：
もたちの読書環境の充実のための私たちの活動は他に
すべての子どもに読書の楽しさ、喜びを与えたいと願って活動しています。市 誇れる活動であると自負しています。
内8文庫で、本の貸し出し、読み聞かせ、おはなし会、わらべうた、季節の行事
を楽しんでいます。公共図書館、学校図書館の充実、発展をも願っています。
ボランティアの質を高めるため、学習グループを持ち日々研鑽しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

北本市手をつなぐ育成会
所在地: 〒 364-0021

埼玉県北本市大字北本宿158-2

電 話： 048-591-0023

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-591-0023

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kit.gdsbh927@ybb.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 個人会員
団体会員

秋葉 三枝子
3,000円/年
10,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
在宅の心身障がい者に対し、身近な地域での通所により、必要な自立訓練や
授産活動の場として、地域デイケア施設の運営及び支援を行い。心身障がい
者の社会参加を促進することで福祉の増進に寄与することを目的とする。
必要とするもの：
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北本市同好文化連合会指導者「むつみ会」
所在地: 〒 364-0035

埼玉県北本市西高尾1-265

電 話： 048-592-5096

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： 正会員

木村 基
2,000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：
北本市同好文化連合会は、民謡・詩吟・舞踏の芸能三部門で構成されており
ます。北本市社会福祉協議会と特別養護老人ホームにて、訪問活動として芸
能を鑑賞して頂くボランティアを年数十回ほど行っております。毎回約一時間、
出演者は伴奏を含むと15～20名ぐらいの人たちにご協力いただいております。 必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

北本たんぽぽの会
所在地: 〒 364-0014

埼玉県北本市二ツ家1-167-3

電 話： 048-593-2922

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-593-2922

U R L：
Ｅｍａｉｌ： tanpopo@space.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

田中 百枝
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：

活動紹介：
平成15年より、障がいを持った仲間が生まれ育った地域で安心して生活できる
ホームの建設と運営を目指し活動してきました。県や市の福祉課に相談しまし
たが、財政難ということで資金は出ず、土地の確保から建設資金などすべて親
が負担し、昨年7月にケアホームタンポポを開設することができました。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

章満民謡会
所在地: 〒 364-0035

埼玉県北本市西高尾2-104

電 話： 048-591-4493

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
学校教育に受け入れてみませんか。

FAX: 048-591-4493

U R L：
Ｅｍａｉｌ： akemitsu@tbo.t-com.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員
その他

田口 明満

その他の皆さんへ
グループ活動の中で歌を通して日本文化を後世に伝え
たい。

2,500円/月
500円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
慰問やボランティアを受け入れる施設を増やしたい。

活動紹介：
私たちは週一回程度集まり、小グループに分かれて日本民謡や三味線、尺
八、太鼓おはやしなどを練習しております。その練習の成果を北本市内外の町
内会や老人会のイベント時のアトラクションとして、あるいは福祉施設の慰問な
どでご披露しております。
必要とするもの：
安価な邦楽器
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特定非営利活動法人

燈台
所在地: 〒 364-0021

埼玉県北本市北本宿161-4 单福音診療所内

電 話： 048-591-7191

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-591-9668

U R L： http://www.jca.apc.org/~todai87/
Ｅｍａｉｌ： tadai87@jca.org
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 個人会員
法人会員

羽鳥 明
1,000円/月
20,000円/月

広 報： 広報誌(紙)有
NPO基金に登録済

活動紹介：
1987年～パキスタンの難民キャンプで小児クリニックを運営。13万人を治療。
88年から難民学校で小中高生を教育。現在アフガニスタン国内で小中高生の
校舎を建設し教育中。アフガニスタンのカブールで風土病を治療中。

支援を受けるためのメッセージ：
アフガニスタンの平和建設のために教育は重要です。
学校教育のために、資金面でのご支援をお願い致しま
す。風土病治療薬の購入資金が不足していますので、
ご協力をお願い致します。
必要とするもの：
活動資金

国際協力/NPO支援

特定非営利活動法人

日亜友好会
所在地: 〒 364-0023

埼玉県北本市下石戸下1549-5 福音診療所内

電 話： 048-592-2862

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： 会員

松浦 正典
6,000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：
無医地区の巡回診療、難民の人たちの救援の協力。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

はとポッポの会
所在地: 〒 364-0024

埼玉県北本市石戸4-367

電 話： 048-591-5523

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-591-5523

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

池田 暢洋

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
尺八・ハーモニカ伴奏で明治、大正、昭和の童謡、变情歌、演歌など皆さんと
歌いながら楽しんでいただく。日本舞踊、民謡踊り、フォークダンス等も入れて
毎月４つの施設(金・火)を回って各１時間を楽しんでもらっています。音響機器
は持ち込みですから施設では、何も用意はいりません。プログラム、歌詞カード 必要とするもの：
も全員に配布。
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特定非営利活動法人

伊奈総合型地域スポーツクラブ
所在地: 〒 362-0807

埼玉県北足立郡伊奈町寿1-276

電 話： 048-728-5004

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
スポーツ文化活動に参加意欲はあるが、移動困難な人
には、地元NPOと協働して送迎できるきっかけづくりにご
協力ください。

FAX: 048-728-5004

U R L： http://inaspo.web.fc2.com/
Ｅｍａｉｌ： ina4180yoshi@jcom.home.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員
プレイ会員
広 報： その他広報有

林 吉男
4,000円/年
3,000円/年

ボランティア受入可

入会金1,000円
入会金1,000円
入会金1,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
原市沼調節池がグランド化となった場合には、伊奈町
内・近隣の人達にスポーツ体験、各種大会を実施する
きっかけ作りにご協力ください。
支援を受けるためのメッセージ：
伊奈町小室(市街化調整区域)地内にグランドゴルフ場
とその管理施設を建築しようと検討しています。埼玉県
の許可がおりるようご配慮をお願いします。また、施設の
建築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：

必要とするもの：
活動資金/ＰＣ・デスクなど
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

さわやか福祉ネットたすけあい伊奈
所在地: 〒 362-0806

埼玉県北足立郡伊奈町小室6269

電 話： 048-721-9948

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-721-9948

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

飯塚 藤郎
3,000円/年
5,000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：
私たちの活動資金は、会員からの年会費と寄付金で
す。安定した事務所運営費の支援があれば、安心して
活動紹介：
活動に専念できます。人件費や家賃への支援をお願い
私たちは「困ったときはおたがいさま」を合言葉に会員制の有償ボランティア団 します。
体です。在宅福祉サービスでは、家事援助、通院、外出、介助、介護者への援
助を、子育て支援サービスでは児童倶楽部、保育所への送迎、産前産後の子
守などのサービスを提供しています。ニュースの発行やイベントへの参加など 必要とするもの：
広報活動も活発です。
ボランティア受入可

活動資金

人権・平和/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

つくしんぼ会
所在地: 〒 362-0803

埼玉県北足立郡伊奈町大針619-4

電 話： 048-721-6273

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
子どもたちとものづくり体験をしませんか。子どもの未来
や保育園のこれからに生かすことのできる体験や技術を
教えてください。

FAX: 048-721-6273

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

竹山 孝二

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
子どもたちが毎日踏みしめて生活する場には、土と木
(床)は欠かせません。「園庭に安全で気持ちの良い土
活動紹介：
を、生活の場には素足で気持ちの良い木を」―そんな
私たちは埼玉北部に位置する伊奈町で３０名定員の小規模保育園を運営して 環境を子どもたちに整えてあげたいのです。寄附による
います。働く父母の支援、子どもたちがのびのびと育っていくことを保障するた 資金面での支援をお願いします。
め、支援・保育を行っています。また、地域の子育て家庭が遊びに来られるよ
う、あそぼう会の実施、一時保育等の事業も行っています。
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/廃材やなんでも
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特定非営利活動法人

日本太鼓協会
所在地: 〒 362-0807

埼玉県北足立郡伊奈町寿5-28-1

電 話： 048-722-7722

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-722-9980

U R L： http://www.taikojapan.com/
Ｅｍａｉｌ： mail@taikojapan.com
代表者：代表理事
会員数
会 費： 正会員

諏訪 幸男
10,000/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：
お祭りに欠かせない和太鼓は、身をもって「和」を感じることのできる貴重な存
在。太鼓を愛する人たちの新しいネットワークとして、「太鼓を打ちたい時に自
由に打つことができる」…そんな環境を築き上げていきたいと考えております。
必要とするもの：

197

