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・コア・川口
埼玉県川口市本町4-1-8 川口ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ8階 川口商工 協働したい相手へのメッセージ：
会議所内
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
電 話： 048-228-2220
FAX: 048-228-2221
芸術・文化の向上・振興のため各々の立場・役割を越え
て皆が一堂に会し、活動を広げていきませんか。今世界
U R L： http://www.artcore.or.jp/
に新しい花を咲かせましょう。
Ｅｍａｉｌ：
所在地: 〒 332-0012

代表者：理事長
永瀬 洋治
会員数 50～99名
3,000円/年
会 費： 正会員(個人)
正会員(団体･法人)
10,000円/年
賛助会員
10,000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

入会金2,000円
入会金5,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
草の根活動と併せ、地域振興、歴史と文化のまちづくり
向上、そして市外、県外の団体。場所とのコラボによる
活動をしませんか。
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：
川口市内で主に文化・芸術の向上を目指し、芸術活動を興すとともに、市内施
設の利活用提案とか、多くの人々とのコラボにより行動を多面的に広く、高く実
施しております。まちづくり等のためには、幅広い文化・芸術活動がより良い効
果をもたらすものと考え、多様な企画を提案しています。

必要とするもの：
活動資金/事務所

学術・文化・芸術・スポーツ/社会教育

特定非営利活動法人

アート農園
所在地: 〒 333-0866

埼玉県川口市芝3879

電 話： 048-269-4965

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-269-4965

U R L： http://www.art-nouen.jp/
Ｅｍａｉｌ： info@art-nouen.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員

芝 章文
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：
講師謝金や展覧会会場費、資料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。

ボランティア受入可

活動紹介：
「アート農園」は美術･デザインから音楽・スポーツまで、生活全般の活動の中
から「心の栄養」という成果物を収穫し、それを糧に豊かな文化生活を提案しま
す。展覧会のキュレ－ションやコーディネーション、パブリックア－トやまちづく
り・地域活性化プロジェクトのコンサルティング、講演会やアートプログラムの企
画・調査、美術関連商品の開発・コンサルティング、シンポジウムのコーディネ 必要とするもの：
活動資金
－ション、出版編集など、美術分野をとりまく様々な業務を行ないます。

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

あさひ共生会
所在地: 〒 332-0001

埼玉県川口市朝日2-3-4

電 話： 048-223-8991

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
作業指導員とともに、5～6名のグループで施設外就労
に取り組んでいます。企業さんのご協力をお願い致しま
す。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費：

小宮 千恵子

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：
本会は障害者が安心して地域生活を送れるよう、幅広く支援活動を行う事を目
的とし、現在、次のような活動をしています。就労移行事業所、就労継続支援
事業所Ｂ型(3ヶ所)、生活訓練事業所の運営や知的障害者の余暇活動を支援
する、陸上競技、水泳、サッカー、音楽等の各クラブ活動を定期的に行ってい
必要とするもの：
ます。

活動資金/活動場所
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まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

アジャック
所在地: 〒 332-0021

埼玉県川口市西川口5-7-23 ﾒｿﾞﾝ長栄Ⅱ101

電 話： 048-452-8022

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
埼玉県には数多くの外国人が住んでいます。地元での
国際交流と外国人の暮らしやすいまちづくりにご協力く
ださい。

FAX:

U R L： http://www.a-jac.com
Ｅｍａｉｌ： info@a-jac.com
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

王 永新
10,000円/年

入会金10,000円

広 報： メルマガ有
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
現在、60万人を超える中国人が日本で生活しており、その多くは首都圏に集
中しています。文化、言葉などの違いにより、多くの困難と悩みをかかえていま
す。我々は川口市を中心に在日中国人をはじめとする外国人たちの生活支援
と地元での国際交流活動を行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
外国人たちが日本における生活で直面している困難と
悩みを解消するための、育児支援、文化教室、生活支
援サイト、国際交流など活動を展開するために、資金、
物品、情報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/生活用品・書籍/生活情報

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

明日香スポーツクラブ
所在地: 〒 332-0015

埼玉県川口市川口6-4-28 ﾒｿﾞﾝﾏﾙﾀｶ106

電 話： 048-229-5580

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
会員募集の行政へのご協力お願い致します。

FAX: 048-241-8202

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数
会 費：

杉野 幸子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
行政に対し定期的に使用できる会場(10m×15m)を貸し
てください。高齢者の参加費用のご協力をお願い致しま
す。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
私共では高齢者参加型四半的弓道の普及、府中市・国
立市のような行政参加の協力をお願い致します。(高齢
活動紹介：
者福祉課)又学校の協力を得て子ども達の交流が出来
本格的には、来年度からの出発するため準備中です。元気な高齢者参加型ス ればと思っています。資金の支援もご協力のほどよろし
ポーツによる元気高齢者を育成します。歴史ある弓道によるシステムです。
く。
必要とするもの：
活動資金/活動場所
まちづくり/経済活動

特定非営利活動法人

ＭＤＰかわぐち
所在地: 〒 333-0844

埼玉県川口市上青木2-20-30

電 話： 048-266-2905

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-266-3343

U R L：
Ｅｍａｉｌ： masuda10ru@ivy.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費：

增田 徹

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：
川口市上青木地域で企業人に経営セミナーを開催し、地域社会の発展と異業
種交流の場を提供している。
必要とするもの：
活動資金/情報
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まちづくり/社会教育

特定非営利活動法人

輝け盛人
所在地: 〒 332-0035

埼玉県川口市西青木1-26-9-301

電 話： 048-253-7911

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-253-7912

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kagayake-sei@theia.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
法人会員
広 報： 広報紙(誌)有

阿部 雋
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：

ボランティア受入可

活動紹介：
川口地区を中心に中高年(盛んなる盛人)のボランティア活動の支援や、うたご
え活動を通して中高年者のつながりを支援しています。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
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

華僑特定非営利活動法人
所在地: 〒 333-0861

埼玉県川口市柳崎町3-19-11

電 話： 050-1459-2265

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

李鴎

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：

まちづくり/経済活動

特定非営利活動法人

家事等手助けサポートＱ
所在地: 〒 333-0845

埼玉県川口市上青木西1-20-3

電 話： 048-259-3455

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
短期のイベントの雑務を手伝います。準備、片付け、小
旗の取付他。人手が足りない時の雑務、留守番、電話
応対等。

FAX: 048-253-1305

U R L： http://www.kajisupport-q.com/
Ｅｍａｉｌ： info@kajisupport-q.com
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 法人会員
個人
活動会員
広 報：

田中 一成

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
イベント、展示の雑務、監視業務等。

10,000円/年
5,000円/年
1,000円/年

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：
私たちの援助事業は、官公庁、法人のサポートを主に実施。1.美術展、イベン
ト等のサポートを支援。2.法人への長期、短期業務の支援(事務、雑務等)。3．
地域の手助けを必要とする人々に誠意ある支援(施設、マンション等の窓口、
監視等)

必要とするもの：
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

川口温水浴クラブ連合会
所在地: 〒 333-0853

埼玉県川口市芝園町2-2-412 芝園ﾊｲﾂ2号棟

電 話： 048-269-5766

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

大沢 英雄

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
川口市の温水プール４ヵ所を利用して中高年齢者への水中運動を通して介護
予防に努めて実績11年目を迎えています。北スポーツセンターでは例年２～３
月に４回程度障がい者向け水中運動を通して自己表現と実現を図っていま
す。クラブは組織化して昼間活動が4、夜間活動が1の5クラブで活動していま
必要とするもの：
す。

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

川口介護センター
所在地: 〒 333-0842

埼玉県川口市前川4-38-13

電 話： 048-262-5655

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-262-5642

U R L：
Ｅｍａｉｌ： k-kaigo@gybele.com
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

鷹觜 望
1,000円/年

入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
県南地区で県の介護保険指定事業者として、居宅介護支援と訪問介護を行っ
ています。
必要とするもの：
活動資金/訪問介護員
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

かわぐち健康福祉サービス振興会
所在地: 〒 332-0035

埼玉県川口市西青木5-2-43 ｸｻｶﾋﾞﾙ

電 話： 048-259-5571

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
行政及び企業、商工団体を通して職場見学や実習を
行ったり、名刺の印刷、パソコンによるデータ処理などの
仕事を受注する事を希望。

FAX: 048-240-1788

U R L： http://www.himawarinosato.or.jp
Ｅｍａｉｌ： himawarinosato2000@yahoo.co.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

伊藤 信男
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：
障害者自立支援法の成果を上げるために、更なる施設
の充実や行政及び企業などの障害者に対する理解や
活動紹介：
啓発活動に力を入れてほしい。それには、障害者の施
川口市内を中心に、身体障害者のディケア施設「ひまわりの里」と視覚障害者 設を運営する事業者も研鑽を重ね、障害者の自立に全
と高齢者による、マッサージの治療院「ヒマワリ」、更に川口市の委託事業として 力投球すべき。
「川口市障害者就労支援センター」を合計して45名のスタッフと共にひまわりグ
ループとして「株式会社自立」を設立。障害者就労移行事業「チャレンジド」を
必要とするもの：
運営。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

事業者及び障害者の自立などの情報
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学術・文化・芸術・スポーツ/国際協力

特定非営利活動法人

川口国際交流クラブ
所在地: 〒 333-0844

埼玉県川口市上青木6-32-7

電 話： 048-268-70186

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
自分たちの住んでいる地域にいる外国人をもっと知って
みませんか。お互いにもっと知り合い、理解しあえるよう
な活動をしてみませんか。

FAX:

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

渡邉 誠司
2,000円/年
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
在住外国人にも日本人も住みよい社会や人間関係を築
くため、共同でイベントを行ったり、参加したりしたいで
活動紹介：
す。それにより異文化理解も深まります。イベントなどを
川口市民パートナーステーションで毎週木曜日国際交流コーナーを開催して 資金面での支援でお願いします。
います。日本語教室や外国や日本の文化紹介などの交流活動も行っていま
す。川口国際文化交流フェスティバルなどの行事にも参加し、外国人と一緒の
バスハイクなども行っております。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金
環境保全

特定非営利活動法人

川口市民環境会議
埼玉県川口市川口1-1-1 ｷｭﾎﾟ・ﾗ本館棟M4 市民団体 協働したい相手へのメッセージ：
共同事務所内
企業・商工団体の皆さんへ
電 話： 080-5699-1154
FAX: 048-291-9210
ご一緒に、川口市内で地球温暖化防止に関する取り組
みをしていきませんか。
U R L： http://www.ne.jp/asahi/eco/ecolife/
所在地: 〒 332-0015

Ｅｍａｉｌ： info@ecolife-kawaguchi.org
代表者：代表理事
浅羽 理恵
会員数 50～99名
5,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員
3,000円/年
法人会員
10,000円/年
広 報： 広報紙(誌)有/メルマガ有

大学・研究機関の皆さんへ
川口市内における地球温暖化防止に関する取り組みに
関して、色々とご助言やご協力等いただけましたら幸い
です。

支援を受けるためのメッセージ：
低炭素社会を構築するために、「身近なこと」から「社会
の仕組みを変えていくこと」まで、川口を拠点として今後
活動紹介：
も活動を広げていきたいと考えています。皆様からのご
川口市を構成するさまざまな主体(市民・事業者・行政機関・教育機関など)が、 支援・ご協力をよろしくお願いします。
理想的なパートナーシップの下に環境問題の解決方法を考え、市民の行動を
促し、そして社会の仕組みを環境に配慮したものに変えていくことを目的に活
動しています。主な事業は、エコライフＤＡＹ、環境出前授業、環境フォーラム
必要とするもの：
など。
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

災害救援

特定非営利活動法人

川口市民防災ボランティアネットワーク
所在地: 〒 334-0052

埼玉県川口市安行出羽2-6-11

電 話： 048-294-4830

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
市民の視点でより実際的、且つ効果的な企画を通じ、自
然災害へどう向き合うのか。埼玉南部地域でのネット
ワークを築きたい。

FAX: 048-295-0922

U R L： http://www.kawaguchi-bousai-net.jp
Ｅｍａｉｌ： kbn16210407@kawaguchi-bousai-net.jp
代表者：代表理事
大羽賀
会員数 20～49名
会 費： 正会員(個人･学生対象
賛助会員(個人)
賛助会員(法人･団体)
広 報： その他広報有

秀夫

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
大規模地震災害が発生した時に最大の被害者は市民
であり要支援者です。行政では埋められない隙間を共
に考え、有効な方向を見つけたい。

3,000円･1,000円/年
2,000円/年
1口10,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
市民活動(NPO)を活用する事が、協働には欠かせられ
ない。企画を無駄な制約や条件づけではなく、活かす
活動紹介：
為の考え方を一緒に持ってもらいたい。10年後の展望
川口市を中心に、大震災被災地の市民が市民の視点で市民に語り掛け、市民 を共にもちませんか。
と行政との協働でまちづくりを含めて、防災に関する啓発活動をしています。地
域・施設への講座・訓練等の他、次世代の市民力の養成を含め色々な提案を
しています。構成メンバーの特性を活かした企画内容のイベントにも積極的に
必要とするもの：
参加しています。
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/物品
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災害救援/地域安全

特定非営利活動法人

川口の防災を考える会
所在地: 〒 333-0816

埼玉県川口市差間3-34-14 広ｺｰﾎﾟ101

電 話： 048-294-3633

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
住宅用火災警報器を自治会で販売してみませんか。
各々の地域にあった普及を考えてみましょう。安全・安
心なまちづくりのために。

FAX: 050-7502-8169

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員(個人)
正会員(団体)
賛助会員
広 報：

金子 治男
3,600円/年
10,000円/年
2,000円/年
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：
川口防災ボランティアネットワーク主催の防災アカデミーに協賛しています。ま
た、防災意識の向上を目指しチラシの配布などを行っています。前期の活動な
どを通し、地域に情報を発信し、近隣の連携及び意識の向上を図っています。
必要とするもの：
活動資金
社会教育/子どもの健全育成

川口ベーゴマクラブ
所在地: 〒 332-0011

埼玉県川口市元郷5-9-4

電 話： 048-225-2876

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-225-2876

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 100名以上
会 費： 正会員(大人)
正会員(中人)
正会員(小人)
広 報：
ボランティア受入可

田島 正美
1,200円/年
700円/年
500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：
ベーゴマの普及に努めています。月１回の道場、年１回全国・川口大会。年２
回の会員大会。その他、指導依頼等があれば出かけます。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

くれぱす
所在地: 〒 332-0014

埼玉県川口市金山町1-5

電 話： 048-226-3133

協働したい相手へのメッセージ：
大学・研究機関の皆さんへ
知的障がい者とボランティアだけで外出する活動があり
ます。自分たちで企画し、一日楽しく触れ合ってみませ
んか。

FAX: 048-226-3133

U R L： http://www.kurepasu.net/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

小川 礼子
3,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
宅配弁当作業に使う自動車(軽)やお弁当箱購入の資金
面の支援をお願いしたいです。一番の悩みは施設が手
活動紹介：
狭なことです。尐しでも広い場所を確保するための情報
川口地域で知的障がい者のデイケア施設くれぱすおべんと屋さんを運営して などを提供していただけると有難いです。
います。母体のくれぱすで放課後活動、地域との交流イベントを企画し、理解
を深めています。高齢者向けのお弁当作業はボランティアさんに助けてもら
い、配達を通してお客様方にも知的障がい者を理解し、かわいがっていただい
必要とするもの：
ています。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/活動場所
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国際協力/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ｹｱﾘﾝｸﾞﾌｫｰｻﾞﾌｭｰﾁｬｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ
所在地: 〒 334-0057

埼玉県川口市安行原1271-62

電 話： 03-5960-4602

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-5960-4614

U R L： http://www.cffjapan.org/
Ｅｍａｉｌ： info@cffjapan.org
代表者：代表理事
二子石
会員数 100名以上
会 費： 正会員
活動支援会員(一般)
活動支援会員(学生)
広 報： 広報誌(紙)有

章
10,000円/年
6,000円/年
3,600円/年

支援を受けるためのメッセージ：
日本国内での学習会、活動チームのミーティングなどの
ため、ある程度の人数が集まれる場所を必要としていま
活動紹介：
す。またマレーシアの「子どもの家」建設における資金が
私たちは世界の子どもの健康、安全、教育の促進を目指し、青年が中心となっ 不足しているため、資金面での支援をお願いいたしま
て活動をしている団体です。フィリピンの現地団体と協力し、主に児童養護施 す。
設「子どもの家」の建設・運営、また現地青年と日本の青年を対象に行うワーキ
ングキャンプ、スタディーツアーを行っています。一昨年からはマレーシアでも
必要とするもの：
活動を開始しました。
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

社会教育/まちづくり

特定非営利活動法人

さいたま映像ボランティアの会
所在地: 〒 333-0845

埼玉県川口市上青木西1-20-3

電 話： 048-259-3421

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
行政の仕事を映像制作し、市民に理解と協力を図る。

FAX: 048-253-1305

U R L： http://www.eizov.com
Ｅｍａｉｌ： eizov@bf.so-net.ne.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員(法人)
正会員(個人)
活動会員
広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

児玉 洋介

企業・商工団体の皆さんへ
企業の環境に力を入れている活動を映像制作し、ア
ピールする。

10,000円/年
5,000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：
映像に対する幅広い知識やあふれる情熱を多くの人のために。①ＳＫＩＰシティ
の映像ミュージアムの運営支援事業②小・中学校「映像制作学習」支援活動
(年間100クラス実施)③映画・番組制作への支援(フィルムコミッション的機能)
その他映画制作(放送番組、広告ビジョン等のＣＭ等企画、制作)。

必要とするもの：
情報

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

埼玉県映像の街推進委員会
所在地: 〒 332-0005

埼玉県川口市新井町19-2 CASA DE SUR207

協働したい相手へのメッセージ：

Ｅｍａｉｌ： namamo_07@yahoo.co.jp

企業・商工団体の皆さんへ
御社の販促に映像マーケティングを試してみては如何
ですか。将来有望なクリエイターが責任を持って制作し
ます。また、そのプロジェクトそのものがクリエイター支援
につながります。

代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
映画やアニメを制作して、町興しをしませんか。同時に
そのプロジェクトそのものがクリエイター支援につながり
ます。

電 話： 070-5518-0059

FAX: 048-446-6086

U R L： http://namamo.jp

30,000円/年
150,000円/年

入会金10,000円
入会金50,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
将来有望なクリエイターを養成するパソコンやカメラなど
の機材が不足しております。一定のスペックがあれば、
活動紹介：
中古でも構いません。機材及び資金面のご支援をお願
埼玉県南部地域で、アーティストバンクなどを通してアーティストやクリエイター い致します。
支援をしています(namamo project)。また、日本一の映像によるまちづくりを目
指し、県と共同でシンポジウムなどのイベントも開催しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

必要とするもの：
活動資金
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社会教育/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

埼玉県カウンセラー協会
埼玉県川口市上青木西1-20-3 川口市産業文化会館 協働したい相手へのメッセージ：
208
電 話： 048-252-1828
FAX: 048-252-1828
所在地: 〒 333-0845

U R L：
Ｅｍａｉｌ： sca-fukusi3@mbp.nifty.com
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費： 運営会員
一般

荒川 和夫
10,000円/年
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：
企業における社員研修(新入社員・管理職)、職場における人間関係相談。子
どもの不登校・進路問題。家庭内の種々な問題に対しての相談。職業相談な
ど。時代の変化にともない相談内容も変化しているが、関係機関とも協力して
問題解決に当たっている。カウンセラーの研修会も定期的に行っている。

必要とするもの：
活動資金/情報

子どもの健全育成

芝公民館児童文庫運営委員会さくらんぼの会
所在地: 〒 333-0856

埼玉県川口市芝塚原2-22-10

電 話： 048-267-3338

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：

八鍬 みさ子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
児童文庫の運営、読み聞かせ。子ども工作教室、公民館文化祭参加。

必要とするもの：

まちづくり/国際協力

特定非営利活動法人

志民アシストネットワーク
所在地: 〒 332-0021

埼玉県川口市西川口5-2-1 仲町住宅店舗106

電 話： 048-250-5587

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
川口地域の住民と商店を結ぶ事業を展開します。ご協
力をお願いします。

FAX: 048-250-5807

U R L： http://www.shimin.jp/
Ｅｍａｉｌ： info@shimin.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

相京 美津夫
5,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

活動紹介：
私たちは地域支え合い事業として「安心・快適生活応援隊」を結成し介護保険
外の部分でお手伝いを始めました。また地域やマンション内での、コミュニ
ティー形成支援に長年取り組み、そのつながりをバングラデシュやラオス等へ
の国際支援に結びつけています。

支援を受けるためのメッセージ：
地域支え合いのサポーターが地域を回る際の自転車が
ほしいです。どうぞよろしくお願いします。

必要とするもの：
ＰＣ・自転車
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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

市民健康促進フォーラムセンター
所在地: 〒 334-0073

埼玉県川口市赤井3-13-2

電 話： 048-285-5709

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
モンゴル国の社会インフラ整備を進めるため、協力して
もらえる企業、団体があれば力を貸していただきたい。

FAX: 048-287-7734

U R L：
Ｅｍａｉｌ： nucs@wish.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数
会 費： 正会員
賛助会員

森 元伸
1,000円/年
1,000円/年

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：
モンゴル国へのボランティア活動を更に進めるため、特
に不足している医療関係の検査機械、検査器具その他
を提供して頂きたい。中古でも新品でも必要としていま
す。

活動紹介：
長年活動を行なっている「戸塚剣道クラブ」を中心に、子ども達は勿論市民の
健康促進活動に積極的に努力をしています。またスポーツ国際交流としてモン
ゴル国を訪問し剣道を教授しています。市民レベルでの国際協力活動として、
川口市の協力を得て使わなくなった車椅子やゴミ収集車を進呈し大変喜ばれ
必要とするもの：
ました。

活動資金/事務所/医療用機械・器具

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

障害者の地域生活をひらく会
所在地: 〒 332-0012

埼玉県川口市本町1-12-28

電 話： 048-226-6310

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-226-6310

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

藤生 亙良
12,000円
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：
インターン受入可

活動紹介：
障害があっても地域の中で暮らし続けることができるような地域社会づくりを目
指して、平成６年以来６ヶ所の生活ホームと地域デイケア事業をはじめとし、余
暇活動支援や一時利用などの家族支援と、市民の障害者への理解を深めるた
めの啓発活動等を実施し、障害者の生活の場、働く場、社会活動の機会の充
必要とするもの：
実に努めている。
活動資金/情報

保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

しらゆり生活支援センター
所在地: 〒 333-0825

埼玉県川口市赤山943-12

電 話： 048-297-3109

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

佐久間 英明
5,000円/年

広 報：
活動紹介：
川口市内で主に、高齢な生活困窮者に自立した生活ができるように支援を
行っています。また、生活困窮者の自立を支援するための施設として、「赤山
自然の家」の運営も行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
就労意欲の高いホームレスの方には、生活保護を申請
しないで、当法人独自に就職支援・自立支援を行って
います。その場合、生活資金の貸付を行っております
が、貸倒れになる場合が多く、寄付による支援をお願い
します。
必要とするもの：
活動資金/事務所

99

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

スポーツ・サンクチュアリ・川口
所在地: 〒 332-0035

埼玉県川口市西青木5-1-32-603 西青木ｺｰﾎﾟｻﾝｷｮｰ 協働したい相手へのメッセージ：

電 話： 048-241-5227

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
介護予防体操、親子体操など様々な健康づくり教室の
指導者をお送りする事ができます。機会があればお声を
おかけください。

FAX: 048-251-3240

U R L： http://www.npo-sanctuary.jp/index.htm
Ｅｍａｉｌ： fitsport@npo-sanctuary.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

渡部 雄治
1,000円/月

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：
文部科学省委託事業「地域スポーツ指導者育成推進事
業講習会」を実施し、地域に役立つ取り組みを行ってい
活動紹介：
ます。さらなる事業の開発・実行のため、支援をお願い
総合型地域スポーツクラブとして、エアロビクスをはじめ、子どもから大人までの します。
様々なクラスを開催しています。また、「子どもから子どもへ救急救命リレー事
業」を開催し、子どもたちがＡＥＤを用いた救急救命を学び、ライセンスを取得
しました。さらに、成果発表会や多種多様なスポーツイベントなども実施してい
必要とするもの：
ます。
ボランティア受入可

活動資金

NPO支援

特定非営利活動法人

生活支援事業ミューネット
所在地: 〒 333-0845

埼玉県川口市上青木西5-21-4

電 話： 048-267-3857

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 登録会員

五十嵐 スエ子
1,000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：

国際協力/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

セネガル交流協会ＪＡＰＡＮ
所在地: 〒 333-0861

埼玉県川口市柳崎2-25-31

電 話： 048-229-0319

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
セネガルの村落の生活向上の為の活動と文化紹介をし
ています。セネガルの音楽やダンスのイベントを埼玉県
で行いたいです。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
ジョップ 清美
会員数 20名未満
10,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員
3,000円/年
団体、法人会員
30,000円
広 報： 広報誌(紙)有

入会金10,000円
入会金1,000円
入会金100,000円

企業・商工団体の皆さんへ
セネガルの皮革製品作りの技術指導や、商工会での紹
介をお願いしたいです。

支援を受けるためのメッセージ：
村落部の婦人や子どもの為の活動資金として、国内で
セネガルの民芸品や手作り品を販売しています。村落
活動紹介：
部の生活向上の為には、まず電気が使えるようにしなく
セネガルの村落支援の活動をしています。電気が使えるようにする為の太陽パ てはなりません。その為の寄付をお願いします。
ネルを設置したり、飲料水確保の為のポンプシステムを送り設置しています。
国内では国際交流の場においてセネガルの紹介も行っています。
必要とするもの：
活動資金/活動場所/スクールバス・救急車/助成金情報/イベ
ント情報
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社会教育/消費者保護

特定非営利活動法人

相続支援センターかわぐち相談室
所在地: 〒 332-0016

埼玉県川口市幸町1-1-28 岩瀬ﾏﾝｼｮﾝ102

電 話： 048-255-4165

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-255-8792

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kawaguchi4165@ybb.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

増田 彰
10,000円/月
1,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
相続問題について、「どこに相談に行ってよいかわから
ない」と思われる方が大多数だと思われます。私どもの
活動紹介：
窓口を知ってもらい、問題解決への助言や支援活動を
相続に関する様々な疑問や不安、悩みに対し「相続無料相談」を常時受け付 行うため、広告宣伝での支援をお願いします。
けております。また相続トラブルを未然に防ぎ、自分の意思や重いを残された
人に伝える「遺言書」の普及活動として、セミナーや書き方のサポートを実施し
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

広告宣伝媒体
社会教育/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

畳文化保存会
所在地: 〒 332-0012

埼玉県川口市本町3-9-16

電 話： 048-222-4586

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

富田 義則
3,000円/月

入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
イベントを行うのでボランティアは必須。

ボランティア受入可

活動紹介：
日本の伝統を未来に残して行くために、立ち上げたＮＰＯ法人です。

必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

たびだち
所在地: 〒 333-0861

埼玉県川口市柳崎4-28-26

電 話： 048-263-4622

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-263-4623

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

雨海 順子
2,000円/年

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：
私達は障がい児とその家族などが孤立することなく、安心して地域活動に参加
することができるよう自立支援のサポートをしています。将来子どもたちが社会
に適応した生活をおくるために、ご家族をはじめ地域の皆様と共に協力し、実
行する活動をしています。

支援を受けるためのメッセージ：
研修会、講師謝礼及び資料作成書などの費用のため、
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/活動場所/マット類
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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

地域福祉研究会
所在地: 〒 333-0807

埼玉県川口市長蔵1-1-20 あかつきﾊｲﾑ201

電 話： 048-298-6641

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
地域デイケア施設「お漬物のさくら」では、畑で農作業を
しています。野菜作りを一緒にお手伝いしてください。

FAX: 048-298-6641

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

三輪 猛雄

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
地域の福祉化を目ざしています。「療育スタジオさくら」「特別支援学校放課後
学童保育さくら」地域デイケア施設「お漬物のさくら」を運営しています。地域の
方々から、たくさんのご支援をいただいています。

支援を受けるためのメッセージ：
畑で出来た野菜を、新鮮野菜としてそのまま売ったり、
お漬物にして買っていただいています。四季を通して畑
作業をご指導してくださる方、お願いします。

必要とするもの：
活動資金
まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

地域文化風習振興会
所在地: 〒 332-0012

埼玉県川口市本町1-11-7

電 話： 048-224-6526

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 俊彦
5,000円

入会金10,000円

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
地域の歴史等の勉強会。町会のお年寄り等のお話を聞きまとめる。市民祭へ
の参加。

支援を受けるためのメッセージ：
地道で地味(郷土の歴史や郷土芸能の掘り起こし)など
で、一般の関心がない事や、行政もいまいち理解度が
ない。

必要とするもの：
活動資金
子どもの健全育成

チャイルドサポートとつか
所在地: 〒 333-0802

埼玉県川口市戸塚東4-1-20

電 話： 048-295-4109

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-295-4109

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

加藤 恵一郎

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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職能開発・雇用拡充/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

日本アクティブキャリア開発
所在地: 〒 332-0012

埼玉県川口市本町2-10-22-101

電 話： 048-222-1732

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
キャリアコンサルティング活動をしています。セカンドライ
フやセカンドキャリアセミナーを行います。

FAX: 048-222-1732

U R L： http://www.j-acd.org
Ｅｍａｉｌ： jacd@j-acd.org
代表者：代表理事
会員数
会 費： 正会員
賛助会員
法人会員
広 報：

田中 良一
3,000円/年
10,000円/年
50,000円

入会金2,000円
入会金2,000円

大学・研究機関の皆さんへ
キャリアコンサルティング活動をしています。学生の就職
相談や適正検査を行います。ニート向けセミナーも行い
ます。

支援を受けるためのメッセージ：
キャリアコンサルタントのスキル向上に関する学習・研究
会を月1回開催しています。個人活動から団体活動へ
活動紹介：
移行します。そのために事務所や活動場所を確保した
埼玉、東京、千葉でキャリアコンサルタントのスキル向上に関する学習・研究会 いので、ご支援お願いします。
を中心に活動中です。特に若年者と中高年者へのキャリアコンサルティングを
実施します。内容は、就職アドバイス、キャリア支援(就職相談、模擬面接、適
正検査・マナー教育、セカンドライフ、ライフキャリア、他)を行います。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

ネットワークあゆみ
所在地: 〒 333-0815

埼玉県川口市北原台3-3-10

電 話： 048-290-6500

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
まだまだ、力不足の利用者もおりますが、毎日、トレーニ
ングを行い、働くことへの意識や力をつけてきました。利
用者の多くは、経験不足です。職場見学・体験の受入を
お願いします。

FAX: 048-290-6558

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ayumi-kita@fine.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

近江 正弘

自治会・地縁団体の皆さんへ
地元の保育園の子どもたちと「手打ちうどん」や「クッ
キー作り」で交流しています。受身がちの利用者(知的
障害者)がうどん作りやクッキー作りをリードします。交流
しながら、何か「まちづくり」にお役に立てませんか？

1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
様々な特色を持った利用者に柔軟に対応する地域デイ
ケア施設として活動をしてきましたが、障害者自立支援
活動紹介：
法下の施設への移行を迫られています。移行先の施設
埼玉県川口市を中心に地域デイケア施設２ヶ所の運営を中心に知的障害者の 体系(種別)の決定を始め、多くの問題が残る中、準備を
日中の活動を支えること、社会参加や自立を進めるための活動を行っていま
進めています。今後の進む方向に様々な支援をお願い
す。また、地域の中での利用者(知的障害者)と市民との交流の場を企画した
します。
り、研修会を企画して、地域の中での障害や福祉の活動に理解をいただく為
必要とするもの：
の活動も行っています。
ボランティア受入可

活動資金

保健・医療・福祉/まちづくり

はるかぜの会
所在地: 〒 333-0811

埼玉県川口市戸塚5-12-3

電 話： 048-295-7460

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
公民館を利用しているが地域が広いので、できれば町
会単位でお年寄りが気軽に近い場所へ集う場所を作っ
ていけるといいですね。

FAX: 048-295-7460

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

小川 芳子
2,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
地域のお年寄りを対象に公民館で毎月1回交流する場を作り、友達作り元気作
りのお手伝いをしている。孤立しないよう、楽しみに出かけられる場所を作る努
力を会員がしています。茶話会の他、歌、ゲーム、言葉遊び、手作り等企画し、
年1回会食会もして会員手作りの食事を作ります。老人施設へ雑巾を届けた
必要とするもの：
り、会員研修もしています。
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男女共同参画

特定非営利活動法人

Ｂｅ Ｂｒｅｅｚｙ
所在地: 〒 332-0021

埼玉県川口市西川口5-2-1-107

電 話： 048-225-4605

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

新井 すゞみ
5,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
イベント等で使用する場合、公共施設が活動内容にあ
い、使いたいと思いますが、大半の場所は「ここで利益
活動紹介：
をあげてはいけない」という制約に阻まれます。公共の
女性企業家たちの情報・交流の場です。キャッチフレーズは「身の丈サイズで 場所でも充分な活動を実施したいと思っています。
自分らしく」です。イベントやセミナーの企画などを主に活動しています。
必要とするもの：
活動資金
地域安全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ブルーアイ
所在地: 〒 334-0058

埼玉県川口市安行領家270

電 話： 048-296-9555

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：

宇田川 幸喜

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
パトロールカーに取り付ける青色灯や、防犯パトロール
を知らせるマグネットシートが、１車両に４万円程度かか
活動紹介：
ります。車両台数を増やすために資金が必要となりま
埼玉県川口市安行地区にて防犯パトロール活動を行っています。犯罪や非行 す。
のない町を目指し、日々青色防犯パトロールカーにて地域を巡回しておりま
す。
必要とするもの：
活動資金
社会教育/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

文化センター・アリラン
所在地: 〒 332-0022

埼玉県川口市仲町10-31

電 話： 048-259-2381

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-259-2383

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
アリラン友の会

金 容斗
10,000円/年
3,000円/年

入会金10,000円

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

活動紹介：
在日する韓国・朝鮮の人々が日本の人々と共に生き、「”在日韓国・朝鮮文化”
という共生の文化」を創造していくために老若男女が集まり、学び、語り合う交
流の場を設け、よりよいメッセージを社会に発信します。

支援を受けるためのメッセージ：
在日文化団体ですので、活動資金が集まりません。広く
資金の支援を願いたいと存じます。

必要とするもの：
活動資金/情報
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学術・文化・芸術・スポーツ/国際協力

特定非営利活動法人

マジェスティ
所在地: 〒 334-0073

埼玉県川口市赤井2-9-20

電 話： 048-282-7874

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
チャリティコンサート開催時にはゴスペルアーティストの
ご紹介ができます。

FAX: 048-282-7679

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費：

愛多妥 直喜

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
フィリピンへ支援金、支援物資を提供しています。フィリピン支援のために、他
にもチャリティーコンサートなども後援させていただいております。

支援を受けるためのメッセージ：
フィリピンへの寄付金や、支援物資の寄付にぜひご協
力ください。活動資金(支援物資の郵送料等)のご支援も
ぜひよろしくお願い致します。

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

特定非営利活動法人

めだかふぁみりぃ
所在地: 〒 334-0051

埼玉県川口市安行藤八46-71

電 話： 048-291-5047

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
いろいろな人がいるこの街が元気でやさしい街になって
いくための街づくりを皆様とともにしていきたいです。

FAX: 048-291-5048

U R L： http://www.medakafamily.jp
Ｅｍａｉｌ： medaka@medakafamily.jp
代表者：代表
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

山下 佳子

自治会・地縁団体の皆さんへ
知的障害のある人たちのグループホームをつくる予定
ですが、地域で受け入れ、住民の皆さんへの理解を広
げていくことにご協力ください。

3,000円/年
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
障がいのある人のために何かをするのではなく、自分の
楽しみや得意分野を障害のある人と一緒にゆっくりと楽
活動紹介：
しみながら生かす生き方をしている方をインターンやボ
障害があってもなくても街のなかで、大人になってもともに豊かに生きていきた ランティアとして受け入れたいと考えます。
いと願って活動し、27年になります。現在は、おもちゃ図書館やカルチャース
クールなど、主に障害のある人たちの余暇支援に力を入れて、ボランティアや
街の人たちと楽しみを共有しています。また、街づくりのプロジェクトにも積極的
必要とするもの：
に参加しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動資金

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ライフサポート陽だまり
所在地: 〒 333-0866

埼玉県川口市芝3162

電 話： 048-266-2140

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-266-2140

U R L： http://homepage3.nifty.com/lifesupport-hidamari/
Ｅｍａｉｌ：
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： 広報紙(誌)有
ボランティア受入可

吉田 慶一
12,000円/年
6,000円/年
2,000円/年
支援を受けるためのメッセージ：
今後、ボランティアや福祉人材の育成、余暇活動の支
援についても検討していきたいと考えて準備しておりま
す。活動にご興味のある方はいつでもご連絡下さい。

インターン受入可

活動紹介：
川口市を中心に自立支援法に基づいた通所サービスを提供しています。就労
継続支援B型及び自立訓練(生活訓練)施設となっています。またご家庭にお
ける支援として、居宅支援サービス(訪問介護)を提供しております。1日を通じ
て障害があっても地域で暮らせるような、包括的な支援を提供したいと考えて
必要とするもの：
います。
活動資金
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国際協力/NPO支援

特定非営利活動法人

ラオス援助会ＳＡＬＡ
所在地: 〒 334-0052

埼玉県川口市安行出羽4-5-18

電 話： 048-294-5181

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-294-7979

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

工藤 尚司

広 報： その他広報有
ボランティア受入可

活動紹介：
日本とラオスおよびその周辺地域における教育活動の支援と、住民の友好促
進により国際協力に寄与しています。

支援を受けるためのメッセージ：
ラオスおよびその周辺地域に於ける学校建設および学
用品支援のための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

特定非営利活動法人

ラッコの会
所在地: 〒 334-0054

埼玉県川口市安行北谷601-9

電 話： 048-299-1310

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-299-1310

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

金子 保子
1,000円/月

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：
川口市で心身障害者地域デイケア施設を支援しています。障害者を地域の
方々に理解していただくため公民館で絵画教室を開催しています。
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

連弾ネット
所在地: 〒 332-0033

埼玉県川口市並木元町1-67-419

電 話： 050-3428-3499

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
「ひとりよりふたり」。ピアノ・アンサンブルの魅惑の世界を
探検してみませんか？ ぜひご一緒しましょう。

FAX: 0426-65-9620

U R L： http://www.rendan.net/
Ｅｍａｉｌ： npo-office@rendan.net
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

豊岡 正幸
6,000円/年

広 報： メルマガ有

支援を受けるためのメッセージ：
絶版・出版社消滅によりピアノ重奏の貴重な楽譜が散在
の危機にあり、これを救おうと真摯にピアノ重奏の姿を
活動紹介：
追求する演奏家・愛好家たちを支援しています。このた
ピアノ・アンサンブルを愛する市民に対し、イベントの開催および相談等による め、寄附や協働などあらゆる支援を受け入れ、活動を企
音楽家支援を行い、またピアノ重奏に関する希尐かつ資料的価値の高い楽
画してまいります。
譜・音源等の著作権等に関する情報提供を行う。ピアノ重奏に関しての公開講
座も実施しています。
必要とするもの：
活動資金
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特定非営利活動法人

ＷＡＩＷＡＩ
所在地: 〒 332-0016

埼玉県川口市幸町2-14-6

電 話： 048-257-7670

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
マネジメントについては、全くの素人集団です。気がつ
いたことを教えてください。相談にものってください。

FAX: 048-257-7670

U R L： http://members2.jcom.home.ne.jp/waiwai-kawaguchi/
Ｅｍａｉｌ： waiwaikosodate@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員
法人会員
広 報： 広報誌(紙)有

高橋 紀久江
5,000円/年
2,000円/年
10,000円

入会金5,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
お互いの「ひろば事業」について交流したいので、担当
課との話し合いの場を希望しています。

入会金10,000円

支援を受けるためのメッセージ：
活動に係る資金を助成金で獲得するのは、若いNPOに
とって大変な実情があります。活動を後押しして下さる、
活動紹介：
小口でも定期的な寄付での支援が何よりうれしく思いま
空店舗活用事業の助成を受け、市内商店街に2008年11月「皆で子育てwaiwai す。よろしくお願いいたします。
ひろば」をオープン。初めての子育てを一人で抱え込まず、地域皆で子育てを
していこう理念の柱として、スタッフも子連れで参加し、共に育ちあう関係作りを
大切に、週3日開いています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

スタッフの確保
保健・医療・福祉/情報化社会

拡大写本グループ
所在地: 〒 335-0005

埼玉県蕨市錦町3-3-27

電 話： 048-443-6051

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

伊藤 忍
600円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私たちは、通常の印刷文字では小さくて、読むことが困難な人達のために、毎
月発行される「公報・蕨」と「お知らせ」を手書きで、大きな文字(約10倍)に書き
写して製本しています。「写本」は、市立図書館と3ヵ所の公民館へお届けして
おります。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

埼玉高齢者・障害者福祉推進機構
所在地: 〒 335-0002

埼玉県蕨市塚越5-4-17 協和ﾋﾞﾙ2階

電 話： 048-447-6868

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
今後さまざまな活動を共に行い、我々と共に協働の第
一歩を歩みませんか？

FAX: 048-447-6869

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
法人会員
広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

戸井田 充生
3,000円/年
3,000円/年
10,000円/年
インターン受入可

活動紹介：
私たちは日々働こうとする高齢者・障害者の人達を応援しております。一般就
労に努めている人々の活動を支援し、働く場を提供している企業に対する協力
を行うと共に会社・高齢者の余暇活動などを推進し、「共に生きる」社会の実現
と「みんなが幸せ」に生活を送ることができるように積極的に活動しています。

支援を受けるためのメッセージ：
今後、我々の活動を推進して行く上で、NPO団体だけ
では限界があり、行政とのパイプは不可欠であります！

必要とするもの：
活動資金/活動場所/情報
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

障害者の自立を考えるあしたの会
所在地: 〒 335-0001

埼玉県蕨市北町2-9-22

電 話： 048-431-8815

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-431-8815

U R L：
Ｅｍａｉｌ： takuhai-rakuraku@mist.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数
会 費： 正会員
賛助会員

小山 シズイ
3,000円/年
2,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
蕨市にて知的障害者のデイケア施設として働く場として、宅配弁当らくらくを運
営しています。仕事を通し、一層の社会的自立を目指し、地域社会との交流を
深め、豊かな人生を送れるよう活動しています。
必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

それいゆ
所在地: 〒 335-0005

埼玉県蕨市錦町5-9-22

電 話： 048-441-7255

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

柿沼 正二
2,000円/年
2,000円/年

入会金10,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
毎年11月に開催される蕨市の宿場まつりでバザーを実
施しています。ご家庭で不要となった食器やタオルな
活動紹介：
ど、引き出物がありましたらご寄付をお願いします。障害
蕨市で知的障害者の生活ホーム「のどか」を運営しています。知的障害者が地 者のレクリエーション活動の資金に充当します。
域において自立した日常生活を営むことが出来るよう、防災訓練に参加した
り，野外でのレクリエーション活動を実施しています。安心して楽しく暮らせる生
活ホーム作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

活動資金
保健・医療・福祉/社会教育

点字サークル「あじさい」
所在地: 〒 335-0003

埼玉県蕨市南町2-23-19 南公民館内

電 話： 048-433-1915

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-433-1868

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

宮田 ゆみ
500円/月

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：
視覚障がい者のための点訳ボランティアです。教科書、本、カタログなど依頼
を受けて点訳しています。活動は毎週金曜日午前10時～12時まで、蕨市立南
公民館で行っています。また、勉強会や交流会(障がい者の方々とのバス旅
行)、小中高生のための点字教室(毎月第２土曜日午後３時～)、体験学習など
必要とするもの：
点字の普及に努めています。
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

トイライブラリー わらびおもちゃのいえ
所在地: 〒 335-0001

埼玉県蕨市北町3-4-27

電 話： 048-431-2438

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
研究者の皆さん、障がい児(者)と外出してくださいませ
んか。20代の障がい者が同年代の方と一緒に社会体験
を積む上でご協力がほしいです。

FAX: 048-443-2967

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

池上 早苗
1,200円/年
500円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
活動を始めて21年の会です。今ここにいる20代の障が
い者が同年代の方とのふれあいや社会活動の機会が
活動紹介：
尐ないのです。彼らが有意義な体験ができますよう、資
蕨市で障がい者(児)がボランティアや地域の方々とおもちゃで遊んだり、散歩 金の補助と共に人的な補助もいただきたくお願い申し上
をしたり、楽しい余暇活動の場と時間を提供するための活動を行っています。 げます。
ボランティア受入可

必要とするもの：
活動資金
特定非営利活動法人

ベストライフ
所在地: 〒 335-0004

埼玉県蕨市中央3-16-12

電 話： 048-432-3121

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www.bestlife.or.jp/
Ｅｍａｉｌ： bestlife@kxb.biglobe.ne.jp
代表者：理事長
会員数
会 費：

岡崎 清春

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：
活動資金
保健・医療・福祉

盲人ガイド ヘルプはーとの会
所在地: 〒 335-0002

埼玉県蕨市塚越2-10-9

電 話： 048-442-8279

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

峯岸 弘次
500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
蕨市社会福祉協議会に登録をしている団体で、社会福祉協議会の要請により
活動しています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/社会教育

朗読ボランティアサークル「山びこ」
所在地: 〒 335-0002

埼玉県蕨市塚越5-46-4

電 話： 048-442-8145

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
PR、テープ、宣伝文の吹き込み、朗読コンサートの共催
をおねがいします。

FAX: 048-442-8145

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

上野 梢
2,500円/月

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：
視覚障がい者への新聞社説、新聞の一面コラムの録音テープ作成(365日)、年
に1回の朗読と音楽のジョイントコンサート開催(22年間にわたる)、そのほか地
域のイベントや小学校放課後教室などに参加。図書館の朗読奉仕員として登
録。録音図書、対面朗読などの活動。

必要とするもの：
活動資金/情報

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

蕨げんき福祉ネット 蕨げんきクラブ
所在地: 〒 335-0003

埼玉県蕨市南町1-44-10

電 話： 048-447-5838

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-447-5838

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

藤澤 廣見
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：

必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

わらびユニークダンス友の会
所在地: 〒 335-0004
電 話：

埼玉県蕨市中央7-48-19

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

稲葉 洋子
1,000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：
小学校や老人ホームに伺っております。知的障害者施設(千葉県館山中里
ホーム)にも出掛けています。
必要とするもの：
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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

わらび学びあいカレッジ
所在地: 〒 335-0004

埼玉県蕨市中央4-21-29 蕨市民会館内

電 話： 048-444-2122

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
まち興しの一環として、商工団体等と協働して「まち作
り」に協力したい。

FAX: 048-444-2122

U R L： http://www.warabi.ne.jp/manabi
Ｅｍａｉｌ： manabi@warabi.ne.jp
代表者：理事長
奥谷 盛昭
会員数 50～99名
2,400円/年
会 費： 正会員
賛助会員(一般)
1,000円以上/年
賛助会員(法人)
10,000円以上/年
広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
現在、市からの委託料400万円と会費、受講料収入
1000万円ほどで運営していますが、市財政の逼迫から
活動紹介：
委託料は減尐傾向にあります。現状を維持するために
蕨市を中心とする市民の人達に、生涯学習講座を開講し「出会い・ふれあい・ も資金面での支援をお願いいたします。
学びあい」を合言葉に、人文・教養系部会、IT系部会、音楽系部会、まちづくり
系部会、健康系部会を中心に、学習意欲旺盛な市民のお手伝いをしていま
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

アレルギーっ子ママのティータイム
所在地: 〒 335-0015

埼玉県戸田市川岸1－3－27

電 話：

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
アレルギーを持つ子どもの子育ては、困難さを増しま
す。保護者や関連する機関の不安や疑問を解消するべ
く、講演会等の実施や相談支援にご協力いただけること
を願っています。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ca_2007_teataime@yahoo.co.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

廣崎 道代

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
アレルギーについて、保護者や子育てに関連する機関
の不安や疑問を解消するべく、講演会等の実施や相談
活動紹介：
をこれからも継続して行っていきたいと思っています。広
戸田市を中心に、アレルギーを持つ乳幼児および保護者に向けて、(社)日本 報活動支援、講師謝金や会場費、託児費などに寄付に
アレルギー学会認定のアレルギー専門医や、栄養士などのコメディカルの方を よる資金面での支援をお願いします。
招いての講演会や学習会、相談交流会を実施しています。また医療相談窓口
として、メール相談も行っています。正しい治療を理解することで、子どもの健
必要とするもの：
やかな成長を見守っていきたいと考えています。
ボランティア受入可

活動資金/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

安心な生活が出来るクリーンエコロジーをつくる会
所在地: 〒 335-0034

埼玉県戸田市笹目6-13-11

電 話： 048-421-9998

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
私達の会員の方々には色んな作業が出来る方々が居り
ます此の方々に働く場所の提供に御協力ください。

FAX: 048-449-8909

U R L： http://www.npocleanecology.com
Ｅｍａｉｌ： npocleanecology@ar.wakwak.com
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

柳下 進
3,000円/年
5,000円/年

入会金3,000円
入会金5,000円

広 報：
ボランティア受入可

その他の皆さんへ
私達の会員が、ものづくりに使用いたします田畑を格安
でお貸し頂ける方また一緒に田畑の耕作等をお教え下
さる方に御協力お願い致します。
支援を受けるためのメッセージ：
ものづくりに最低限必要な機械類、田畑(借りる)、作業
場(借りる)材料等を購入、借りる、ための資金面での支
援をお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
私達は戸田市を基点とし高齢者、障害者、健常者を問わず全ての人々に対
し、ものづくり等を通じ雇用機会の拡充、職業能力の開発事業を行い自立と自
主性を確立し積極的に社会に参加、貢献できるように支援し自分達で作った
商品等を販売できるようにイベント等を通じて人と人との繋がりが出来る様に急
必要とするもの：
いで準備して居ります。

活動資金/活動場所/耕作機械・ミシン・車両
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環境保全

特定非営利活動法人

ＮＰＯ戸田ＥＭピープルネット
所在地: 〒 335-0034

埼玉県戸田市笹目5-35-8

電 話： 048-421-5722

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：運営委員長
会員数 20～49名
会 費：

牧野 芳男

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
家庭系生ごみリサイクル事業として毎日出てくる生ごみを専用バケツに入れて
いただき、２週間に1度回収して堆肥作りをしている。河川浄化事業として、有
用な微生物を培養して河川に放流。汚染された河川から発生する悪臭やヘド
ロを分解させてきれいな河川に戻し、生物の多様化を行っている。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

人材交流支援センター
所在地: 〒 335-0035

埼玉県戸田市笹目南町1-17

電 話： 048-449-4744

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
非営利団体のため、受け入れる企業・派遣スタッフ双方
が納得のいく人材派遣が行えます。お気軽にご相談く
ださい。

FAX: 048-422-1566

U R L：
Ｅｍａｉｌ： info@e-jinzai.or.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

川上 寿海
10,000円/年
5,000円/年

入会金10,000円
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：

必要とするもの：

情報化社会/社会教育

特定非営利活動法人

戸田市ＩＴボランティアの会
所在地: 〒 335-0027
電 話：

埼玉県戸田市氷川町2-8-28-802

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://npoit048.np.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： ben-hongo999@wa2.so-net.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

本郷 勝也
2,000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：
戸田市で市や公民館から委託を受け、またNECの社会貢献室の後援を受け、
パソコン講座・パソコン相談を開催してます。パソコン指導のできるＩＴサポー
ターの養成も行っています。パソコンのセキュリティ教育に力を入れています。
必要とするもの：
事務所
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社会教育/環境保全

戸田八輝会
所在地: 〒 335-0022

埼玉県戸田市上戸田3-3-6

電 話： 048-443-4445

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

齋藤 實
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：
牛乳パックを再利用したパルプ(紙の原料)で「紙すき」をし、ハガキなどに再生
することによって、資源の有効活用とものづくりの楽しさを理解していただく活
動を行っています。これらを実感する場として「紙すき体験学習」を行っていま
す。樹木を直接使わなくても紙が作れるので、地球資源の大切さと温暖化防止
必要とするもの：
にも貢献できる。
活動場所

保健・医療・福祉/情報化社会

特定非営利活動法人

ドットｃｏｍ
所在地: 〒 335-0021

埼玉県戸田市新曽2245

電 話： 048-442-3321

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-430-1971

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

細井 勇
3.000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：

必要とするもの：
活動資金/事務所
まちづくり/科学技術

特定非営利活動法人

まち研究工房
所在地: 〒 335-0021

埼玉県戸田市新曽1442

電 話： 048-445-9038

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
埼玉県の寄附金制度(団体希望寄付金)をご活用いただ
き、私たちの活動に対するご参加・ご支援を賜りたく、よ
ろしくお願い申し上げます。

FAX: 048-445-8734

U R L： http://machi-ken-kou.net/
Ｅｍａｉｌ： info@machi-ken-kou.net
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

金田 好明
3,000円

入会金1,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
まちづくりに関する様々な事業や業務の企画・実施に際
し、NPOの専門的ノウハウと行動力を積極的にご活用く
ださい。

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
活動を今後も維持・発展させるために、常時活動できる
若いスタッフが必要ですが、そのための経費と活動拠点
活動紹介：
の確保を図りたく、弊団体の活動理念と事業内容にご賛
私たちの団体は、実践型総合まちづくりNPOとして、福祉・環境・地域安全等の 同と資金的支援をいただける企業を探しています。
社会的テーマを包括した活動を展開しています。特に具体的に進めている事
業として、誰もが歩いて暮らせる街づくりの実現を目指した「おやすみ処」(街角
の小さな休息＆ふれ合いスポット)の普及に取り組んでいます。ぜひ、ご支援を
必要とするもの：
お願いします。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動資金/ベンチ(市民への開放)
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保健・医療・福祉/国際協力

サクラ会
所在地: 〒 334-0002

埼玉県鳩ヶ谷市本町3-27-5

電 話： 048-283-7047

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-283-7047

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

宗像 和子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
鳩ヶ谷市で各自の特技(資格)を生かして、多岐にわたり社会奉仕活動をしてい
る団体です。老人複合施設ベルホームで全身マッサージ、話し相手等活動協
力しています。要請施設に歌の慰問に伺っています。また、ネパールに支援活
動も行っています。無医村での医療健康診断、薬品配布、健康改善に取り組
必要とするもの：
んでいます。

バザー用物品/寄付金

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

はとがや１００プロジェクト
所在地: 〒 334-0004

埼玉県鳩ケ谷市大字辻66-1 ﾒｿﾞﾝ辻101

電 話： 048-282-6681

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
商工会とコラボ、まちづくりのシンポジウムを検討してい
ます。

FAX: 048-282-6680

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

熊井 章
5,000円/年

広 報：
活動紹介：
鳩ヶ谷市と協働の「健康セミナーを2年連続開催しました。来年も計画してます
が、内容等についても工夫が必要かと思います。

支援を受けるためのメッセージ：
イベントを行う際のポスター、看板、謝金等を支援してい
ただければ大変有難いです。

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

朗読サークル はとがや響
所在地: 〒 334-0003

埼玉県鳩ヶ谷市坂下町2-16-26

電 話： 048-285-2982

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
子どもたちの情緒豊かな感性を育む為に、紙芝居や絵
本の読み聞かせ会のご支援にご協力ください。

FAX: 048-285-2982

U R L：
Ｅｍａｉｌ： miki3masu@tcat.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

増山 美喜枝
500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
市立図書館の絵本や紙芝居を借りて活動しています
が、特に紙芝居は古く傷んでいても何度も繰り返し使用
活動紹介：
しています。知的障害者は紙芝居をとても楽しみに待っ
視覚障害者用音訳図書制作のメンバーで知的障害者作業所、小学校特殊学 てます！紙芝居の購入資金や物品の支援をお願いしま
級で毎月紙芝居や絵本の読み聞かせを行い職員からも通所者に聞く力が出 す。
来て落ち着いたという言葉を頂きそれを励みに皆さんと楽しく活動しています。
市立図書館後援大人の為のお楽しみ会に朗読会を催し一般の方とも交流を
必要とするもの：
深めています。
ボランティア受入可

活動資金/紙芝居
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情報化社会

朗読奉仕サークルでんしょ鳩の会
所在地: 〒 334-0002

埼玉県鳩ヶ谷市本町2-3-16

電 話： 048-283-6554

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-283-6554

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

白石 みち子
5,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
市内の視力障害者のための朗読録音テープを作成し毎月利用者に直接届け
る。気候の良いときの散歩や小旅行や視障者グループとの交流会(他市との)、
会議等の案内介助をする。当会の設立活動開始は昭和53年9月。
必要とするもの：
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