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

アイ愛２００５
所在地: 〒 351-0014

埼玉県朝霞市膝折町1-4-26-108 ｼｬﾙﾏﾝｺｰﾎﾟ第2朝霞 協働したい相手へのメッセージ：
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電 話： 048-464-6350

FAX:

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

中山 美知子
1,000円/月

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：
芸能ボランティアをしています。各自の一芸を生かして公演し、主に老人ホー
ムを主としていますが、これまでの地道な活動を支援してくださる方も尐しづつ
増えており会員の大きな喜びとなっています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

朝霞リーディング・サークル(ARC)
所在地: 〒 351-0014

埼玉県朝霞市膝折町4-19-30-705

電 話： 048-465-7501

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
市の広報紙を含む諸広報・チラシ等の音声化は、本来
行政で行う事と思っております。是非、力を貸して頂きた
い。

FAX: 048-465-7501

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

藤田 和子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
現在、市内の視覚障がい者の方達の一部しか届けてお
りません。広報を市内の視覚障がい者全てにお届けし
たい。

100円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
利用者の方に聞きやすい音声テープ等をお届けする為
に、朗読の勉強は欠かせません。ボランティア育成の為
活動紹介：
にも、学習会費用の助成及び、録音方法がデイジー化
朝霞市発行の「広報あさか」毎月2回、及び朝霞市社会福祉協議会発行「社協 の方向にあり、機材費等の助成もお願いしたい。
あさか」年間4～5回の音声テープを作成し、ご希望の視覚障がい者の方にお
届けしています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/デイジー化による機材/視覚障がい者の住所
保健・医療・福祉/まちづくり

ＮＰＯ法人

朝霞市心身障害児・者を守る会
所在地: 〒 351-0007

埼玉県朝霞市岡3-26-20

電 話： 048-465-1994

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-465-1994

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

田中 美智子
2,000円/年
1,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
心身障がい児・者の社会参加促進事業で、旅行を実施
する際に参加費をなるべく低く設定したいので寄付をお
願いできたら嬉しいです。

ボランティア受入可

活動紹介：
心身障がい児・者の適切な指導、育成を図りながら社会保障、社旗福祉の増
進に寄与し、地域の人々と共に障がい者とその家族が豊かに暮らせるよう支援
する事を目的とし、社会参加の促進を図るため各種行事を実施しております。
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生活ホームの運営を 必要とするもの：
しております。

活動資金/旅行時のビンゴゲームの景品
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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

朝霞市つばさ会
所在地: 〒 351-0021

埼玉県朝霞市西弁財1-7-35 幸栄荘105

電 話： 048-466-3858

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

小野 正吾
5,000円/年
3,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
年数回の会員及びパート職員の育成研修や学習会の
講師謝金、グループホーム、ケアホーム等の施設見学
活動紹介：
のための費用など、営利活動をしていない当会に、支援
市よりの委託で活動支援センター2ヵ所を運営、県より精神障がい者地域移行 金などの援助をお願いします。
特別対策事業を委託され、精神障がい者の自立と就労の支援のため、年３回
の会報を発行。精神障がい者への啓発活動として、年１回の講演会を開催。ま
た、家族への相談支援や当事者の自主的な集いに、側面から支援しておりま 必要とするもの：
す。
ボランティア受入可

事務所

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

エールあさか
所在地: 〒 351-0015

埼玉県朝霞市幸町3-5-10-101

電 話： 048-469-3669

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-469-3669

U R L： http://nichi.seesaa.net/
Ｅｍａｉｌ： ｉ-wish411@sky.email.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

塚田 克己
2,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
①障害者生活ホームの運営(平成22年度に「ケア・ホーム，グループホーム」へ
と移行します)②心身障害者地域デイケア施設「工房 あい・ういっしゅ」の運
営。

支援を受けるためのメッセージ：
日中施設である「工房 あい・ういっしゅ」は、障害者の
創作活動の場です。障害者の芸術活動を支援してくだ
さるボランティアさんを求めています。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/社会教育

音声訳あい
所在地: 〒 351-0025

埼玉県朝霞市三原1-18-30

電 話： 048-462-0297

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
1.協働を定義通りに取り組んで下さい。行政がリーダー
シップを。2.話し合いのルールを理解し、実践すること。

FAX: 048-462-0297

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

塩野 努

企業・商工団体の皆さんへ
相手(ケアを受ける人々)の立場に立ったバリアフリー(特
に心のバリアフリー)を理解し、実践すること。

1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
視覚障がい者を支援する動きは世界的に高まってはい
ますが、情報の8割が視覚からの情報で視覚障がい者
活動紹介：
には情報が届かない。活字が読めないと同時に歩けな
朝霞図書館に代わって(所属しています)、視覚障害の目の替わりをして、新着 いこと、集まって意見を述べることが出来ないことも多い
図書案内、録音図書制作を行っています。2010年1月より著作権法の一部が ことを理解して下さい。
改正され、一般図書館でも展示図書館と同じ様な活動が可能となる予定で
す。図書館も重い腰を上げて音声サービスを始めてくれることでしょう。
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/視覚障害者にメッセージが届く方法/社会や担当部
署の理解
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子どもの健全育成/保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

子育て応援センター・エルアンジュ
所在地: 〒 351-0021

埼玉県朝霞市西弁財1-10-25-101

電 話： 048-486-6463

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
駅近の利点を生かして、ステーション機能を持った中継
保育施設(例:早朝・夜間保育・病後児保育行なう等)の
運営を考えております。

FAX: 048-486-6463

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ange-yy@tiara.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
準会員
賛助会員
広 報：
ボランティア受入可

横田 結香

企業・商工団体の皆さんへ
企業内保育室の設置をお考えになりませんか？社内の
余裕スペースで開設できます。設置までのアドバイスを
致します。運営委託も引き受けます。

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

活動紹介：
朝霞台地域で保育室「エルアンジュ」を運営しています。また、地域の子育て
支援として、子育てサークルや赤ちゃんサークル、０～２歳児の一時預かり保
育、幼稚園・学童のお帰り保育、を行なっております。さいか幼稚園の園舎を
お借りしての季節保育・企業や個人での保育室運営のアドバイスも行なってい 必要とするもの：
ます。
活動資金

子どもの健全育成/社会教育

特定非営利活動法人

さいたまチャイルドライン
所在地: 〒 351-0021

埼玉県朝霞市西弁財1-15-17(事務局)

電 話： 048-486-7171

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
虐待やいじめが社会問題化しています。子どもたちがＳ
ＯＳを出す先として、協働できるのではないでしょうか。

FAX: 048-486-7171

U R L： http://members2.jcom.home.ne.jp/scl/
Ｅｍａｉｌ： scl@jcom.home.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

近藤 正人

企業・商工団体の皆さんへ
お父さん達が、子どもの現状を知る機会は尐ないと思い
ます。企業内の研修など、協働できるのではないでしょ
うか。

3,000円/月
1,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
埼玉県内の子ども人口は82万人です。子どもたちに配
布するカードの作成費は膨大です。カード作成費やフ
活動紹介：
リーダイヤル回線を維持していくこと、電話の受け手の
困った時や誰かと話したい時にかける18歳までの子ども専用電話「チャイルドラ 資質向上のための研修の講師謝金にあてるため寄付を
イン」の開設と、親が子育てに困った時にかける「子育てライン」を開設していま お願いいたします。
す。子育てに役だつ冊子やリーフレットの発行を行ない、子どもたちとの関わり
方を学ぶための講演会の実施や、他団体の学習会に講師の派遣を行なって 必要とするもの：
います。
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

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

障害者も地域で共に・コーヒータイム
所在地: 〒 351-0011

埼玉県朝霞市本町2-1-7 ﾊﾟｰｸﾊｲﾑ朝霞406

電 話： 048-467-7749

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
災害時において弱者が安全に、弱者が助けられ、避難
生活がスムーズにいくように活動しています。ご協力を
お願いします。

FAX: 048-466-3687

U R L： http://coffeetime.jp/
Ｅｍａｉｌ： info@coffeetime.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

坂本 さとし

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：
視覚障害者のデイケア施設レモンの木を運営しています。また、視覚障害者が
地域の中で自立した生活ができるように、ガイドヘルパー派遣・養成や、相談
事業を行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
各種事業、設備等を整えたりするための確実にもらえる
資金を作ってほしいです。

必要とするもの：
活動資金
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保健・医療・福祉

すずらんグループ
所在地: 〒 351-0011

埼玉県朝霞市本町1-37-53

電 話： 048-464-4561

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-464-4561

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

吉田 あや子

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：
朝霞市特別養護老人ホーム朝光苑にて、散歩と配茶のボランティア活動を
行っております。苑内で過している老人の方を、尐しでも外の空気を吸ってもら
う為に散歩をしております。散歩の時は対話をし、童謡を皆で歌ったりします。
皆さんの笑顔を見て私達ボランティアのやりがいがあります。ボランティアに参 必要とするもの：
加してみませんか。

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

なかよしねっと
所在地: 〒 351-0035

埼玉県朝霞市朝志ヶ丘1-2 6号棟108

電 話： 048-476-6386

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
障がいを持つ子どもの職場体験の場を提供して下さい
ませんか。より多くの人々の目に触れることで、障がい者
の理解にもつながります。

FAX: 048-476-6386

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

豊喜 玲子

大学・研究機関の皆さんへ
ボランティア体験の場として、学生さんを随時受け入れ
ています。

3,000円/年
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有/その他広報有
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
朝霞地域で障がいを持つ子どもたちの放課後のクラブをはじめ、地域の方々
にも参加していただける余暇活動や、学校卒業後の就労を目的とした地域デ
イケア施設の設立準備事業を行っています。地域の様々なイベントにも参加
し、ボランティアの受け入れも常時行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
障がいを持っている子どもたちが施設で学び成長し生き
てゆくためには地域の様々な支援は不可欠です。施設
利用や運営費を得るための活動へのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
必要とするもの：
活動資金/行政の施設や助成金などの情報/職員

まちづくり

ひいらぎ2003
所在地: 〒 351-0025

埼玉県朝霞市三原4-11-11

電 話： 048-463-6410

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-463-6410

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

中川 岑夫
1,000円/年

入会金1,000円

広 報：
ボランティア受入可

支援を受けるためのメッセージ：
インターン受入可

活動紹介：
県指定史跡の柊塚古墳内にある万葉花壇を作って維持管理し、同史跡を市
民に広く知ってもらうように市内史跡めぐりウォーキングを毎年秋に実施。会員
の勉強のため、関東周辺の古墳めぐりを年に数回行なっております。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

ぷりずむ
所在地: 〒 351-0031

埼玉県朝霞市宮戸4-5-35

電 話： 048-475-3011

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
空いている時間にホームへ来ていただき、入居者とふれ
あい、お互いの理解を深め住みよい地域にしていきたい
と思っています。

FAX: 048-475-3011

U R L：
Ｅｍａｉｌ： pb100257-4798@tbt.t-com.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

柴田 弘子

企業・商工団体の皆さんへ
第2第3のホーム開設に向けて物件の紹介や資金面等
の相談に乗っていただきたい。

3,000円/年
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：
現在のケアホーム運営や今後の増設計画に関して資金
面の支援をお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
現在また、将来の生活に不安を抱えている知的障害者ご本人やそのご家族に
対し、その不安を尐しでも解消できるよう地域の方々の理解や関係機関の協力
を得ながらケアホームを運営しています。また、増設を望まれている方々のた
めにお菓子等の売店営業や資源回収、バザー等の活動を行っています。
必要とするもの：

活動資金/活動場所/車
保健・医療・福祉/男女共同参画

みやど元気会
所在地: 〒 351-0031

埼玉県朝霞市宮戸2-16-44

電 話： 048-474-4684

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-474-4684

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

佐藤 博之
1出席ごと100円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
健康管理面での各種講座を増やしたいと思っていま
す。講師謝金等の出費について支援をお願いしたい。

ボランティア受入可

活動紹介：
朝霞市宮戸地域近隣の60歳以上の方々の介護予防を目的に、保健センター
による健康相談・血圧測定・健康講座および地域包括支援センターの講座、ま
た独自に健康体操・唄踊り・各種ゲーム・四季折々の行事・誕生会・食事会・旅
行、他団体行事等への参加―で心と身体の両面の健康保持に努める活動を 必要とするもの：
行っています。
活動資金

保健・医療・福祉/国際協力

特定非営利活動法人

メイあさかセンター
所在地: 〒 351-0011

埼玉県朝霞市本町2-7-17

電 話： 048-468-6792

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
マレーシアへ小中学生を派遣しましょう。マレーシアの
子ども達がともに有益な時間と場を共有することを望ん
でいます。

FAX: 048-468-7088

U R L： http://www.mayasaka.net
Ｅｍａｉｌ： mayasaka@mayasaka.net
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
法人会員

尾池 富美子
3,000円/月
5,000円/月

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：
国税庁認定のNPO法人ですから今後も寄付率を増や
す努力は惜しみません。国際協力に付随する消耗品経
活動紹介：
費は大きなウェイトです。現物として多種類用紙・プリン
児童から高齢者まで連携し、生涯学習社会・高齢社会・国際化社会・情報化社 ターインク・印画紙・賞状用紙の支援で累積赤字を減じ
会について学習と活動を基に、調査研究を推進しより良い生活が出来る地域 ます。
づくりに寄与します。マレーシアと朝霞の児童の生徒のために両国の教育機関
と協働で児童画交流・人物交流をしています。高齢者及び知的障がい児者と 必要とするもの：
療育音楽月例会や発表会を開催。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/物品
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社会教育/情報化社会

よちよちパソコンサークル
所在地: 〒 351-0012

埼玉県朝霞市栄町1-2-19

電 話： 048-461-6597

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://homepage2.nifty.com/jbu/
Ｅｍａｉｌ： yiu16388@nifty.com
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

田中 勝美
1,500/月

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：
朝霞市の中央公民館で中高齢者を対象に、ボランティア仲間数名でパソコン
の指導をしています。
必要とするもの：
公民館にインターネット回線が欲しい
環境保全/まちづくり

特定非営利活動法人

エコシティ志木
所在地: 〒 353-0006

埼玉県志木市館1-1-2-108

電 話： 048-471-1338

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-471-1338

U R L： http://www.cc.e-mansion.com/~eco/
Ｅｍａｉｌ： eco-shiki@ff.e-mansion.com
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

天田 眞
2,400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：
NPO基金に登録済

活動紹介：
志木市や周辺部で、自然豊かな循環型社会の実現をめざし、環境保全、調査
研究、観察会、小学校の総合学習支援等の活動を行っています。また、水に
かかわる歴史・文化・自然などの地域のお宝を市民が守り伝えていくエコミュー
ジアムの活動「志木まるごと博物館 河童のつづら」も行っています。
必要とするもの：

国際協力/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

海外人材情報センター
所在地: 〒 353-0007

埼玉県志木市柏町6-19-2

電 話： 048-473-0358

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-473-0358

U R L：
Ｅｍａｉｌ： npo-osic@joy.tvnet.ne.jp
代表者：代表理事
松永 廣策
会員数 20名未満
1,000円/年
会 費： 個人正会員
団体正会員
1,000円/年
企業団体賛助会員
5,000円/年
広 報：

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：
NPO基金に登録済

活動紹介：
中高年の皆様！ 長年にわたって蓄積した技術や知識、経験を活かし海外で
支援してみませんか。意義ある第二の人生に挑戦し、人生を楽しむＮＰＯ法人
です。特に中国からの要請が多岐にわたっています。
必要とするもの：
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まちづくり/NPO支援

特定非営利活動法人

コ・ラ・ボ埼玉
所在地: 〒 353-0007

埼玉県志木市柏町4-5-28

電 話： 048-487-0006

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
高校中退の若者に係る課題解決のために教育委員会と
一緒に考えたい。

FAX:

U R L： http://www.manabi-21.com
Ｅｍａｉｌ： sec@manabi-21.com
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員
法人会員
広 報：
ボランティア受入可

望月 泰宏
5,000円/年
2,000円/年
10,000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：
ＮＰＯとＮＰＯ、ＮＰＯと市民、ＮＰＯと行政、行政と市民との中継組織。
必要とするもの：
活動資金/パソコン
子どもの健全育成/まちづくり

特定非営利活動法人

志木子育てネットワークひろがる輪
所在地: 〒 353-0004

埼玉県志木市本町2-2-22

電 話： 080-1751-5753

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
子どもは地域の宝です。子育て中の親はもちろん、地域
の人や様々な人との出会いが子どもの健全な成長には
不可欠です。みんなが気軽に集える場所を提供してくだ
さい。

FAX:

U R L： http://www.geocities.jp/hirogaruwa/
Ｅｍａｉｌ： hirogaruwa@yahoo.co.jp
代表者：代表
会員数
会 費： 正会員

畠中
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
私たちの活動を周知するために広報力のノウハウやスキ
ルを向上させたいと考えてます。講師の紹介と講習会に
活動紹介：
かかる経費(講師謝礼や会場費)に充てるため、寄付に
地域ぐるみの子育てを目指して次の活動を行っています。＊孤独な子育てか よる資金面での支援をお願いします。
ら地域全体で支え合う子育てへ＊子どもと大人が多様性を認め合い「子育て」
「己育ち」ができるまちづくり＊幅広い年齢層の人たちが仲間づくり＊いろいろ
なグループに交流ネットワークづくり
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/補助金や助成金の情報
まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

志木総合型地域ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ
所在地: 〒 353-0007

埼玉県志木市柏町3-9-67-316

電 話： 048-486-5120

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-486-5120

U R L： http://www16.ocn.ne.jp/~shikkys/
Ｅｍａｉｌ： shikkys@muse.ocn.ne.jp
代表者：理事長
増田 三枝子
会員数
会 費： 正会員
活動会員(子ども)
1,500円/年
活動会員(大人)
2,000円/年
広 報：
ボランティア受入可

入会金1,000円

支援を受けるためのメッセージ：
クラブしっきーずは、誰でも参加でき、誰もが会員にな
れる、地域に開かれたクラブです。市民一人ひとりが、
主体的・自主的に運営を担い、年間を通して多様な「つ
ながる場」を創出しています。『継続』にご支援を！！

インターン受入可

活動紹介：
スポーツやレクリエーション、健康づくりをコミュニケーションのツールに、交流
の「きっかけ」づくり、地域での人間関係づくり、誰もが健康でいられる地域社会
づくりをテーマに活動しています。太極拳・健康体操･ウォーク・多種目のレクス
ポ定期事業のほか、八ヶ岳や那須でのイベント、市内各施設への訪問活動も 必要とするもの：
しています。

活動資金/用具・備品等運搬車両
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

生活支援きゃろっと
所在地: 〒 353-0001

埼玉県志木市上宗岡5-12-15

電 話： 048-473-2436

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-473-2436

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

百瀬 由美子
3,000円/年
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
介護者の育成研修や講演会を開催していきたいのです
が、当事業所へのサービス利用依頼に出来るだけ応じ
活動紹介：
ているため、日々手いっぱいの状況となっている現状か
障がいのある人がその人らしく暮らしてゆくことができるまちづくりを目差し、障 ら抜け出せずにいます。課題となっています。
がいのある人とその家族が安心して生きていくために必要な支援を行う事を目
的に、「埼玉県障がい児(者)生活サポート事業」によるサービス提供をしていま
す。また、地域の方々への障がい理解を願って「きゃろっとセミナー」開催を続 必要とするもの：
けております。
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

たすけあいネット志木
所在地: 〒 353-0007

埼玉県志木市柏町3-11-13 三喜ﾊｳｽ201

電 話： 048-486-5730

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
介護保険制度の問題点の整理と国の責任による福祉制
度への回帰。

FAX: 048-486-5731

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 文雄
48,000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：
利用者の会を行っているが、リフレッシュ事業などの講
師謝金・会場費やバス代に充てるため、寄付による資金
面での支援をお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
介護支援事業と地域の方々のニーズの発掘。

必要とするもの：
活動資金
まちづくり/科学技術

特定非営利活動法人

東上まちづくりフォーラム
埼玉県志木市館2-5-2 鹿島ビル4階 志木サテライトオ 協働したい相手へのメッセージ：
フィス内
企業・商工団体の皆さんへ
電 話： 048-476-4600
FAX:
『ビジネス助っ人隊』には、様々なビジネス分野で活躍し
てきた企業OBが100名以上おります。お困り事など、ご
U R L： http://www.tojocity.org
相談ください。
Ｅｍａｉｌ： info.@tojocity.org
所在地: 〒 353-0006

代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
準会員
賛助会員
広 報： メルマガ有

柴田 郁夫
10,000円/年
2,000円/年
50,000円/年

入会金5,000円
入会金1,000円
入会金10,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
企業戦士たちが地域に目を向けた時、見えてくる疑問
やわきあがってくる思いがあります。私たちには、協働提
案の種が多数あります。

支援を受けるためのメッセージ：
東上まちづくりフォーラムでは、逆に、地域活性化のた
めに「こんな事がやりたい」という活動資金を提供してい
活動紹介：
ます。正会員の企画提案書が理事会で承認されれば20
住民参画による地域活性化」を目的として、起業OB層が地元中小企業を支援 万円までの立ち上げ資金を用意しています。
する『ビジネス助っ人隊』活動をはじめ障害者・中高年向けホームページ講座
を通じた就労機会の拡大、『市民事業大学』設立などの各種プロジェクト活動、
また『東上線NPOネット』の組織化やNPO設立支援などの中間支援を行ってい 必要とするもの：
ます。
ボランティア受入可

インターン受入可
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子どもの健全育成/保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

フリースクール むさしの学園
所在地: 〒 353-0007

埼玉県志木市柏町4-5-28

電 話： 048-487-0006

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
子どもたち・若者たちに係る諸課題について教育委員
会・保健所と一緒に考えていきたい

FAX:

U R L： http://www.manabi-21.com
Ｅｍａｉｌ： sec@manabi-21.com
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

望月 泰宏
5,000円/年
20,000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

NPO基金に登録済

活動紹介：
不登校・引きこもり・発達障害の子ども・若者・保護者たちへの精神的・教育的
支援
必要とするもの：
活動資金/ＰＣ
学術・文化・芸術・スポーツ/まちづくり

特定非営利活動法人

オペラ彩
所在地: 〒 351-0112

埼玉県和光市丸山台2-13-1

電 話： 048-201-3121

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
内閣府の「地方の元気再生事業」等を活用し、地元の企
業や商工会との連携により音楽祭を開催したいと考えて
います。

FAX: 048-201-3121

U R L： http://opera-sai.jp/
Ｅｍａｉｌ： opera-sai@jcom.home.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員
その他
広 報： その他広報有

和田 タカ子
30,000円/年
3,000円/年
10,000円/年

入会金10,000円
入会金5,000円

支援を受けるためのメッセージ：
ホールに出向くことのできない人達に、プロの演奏家を
招き、音楽を通しての「身近な集いの場」の提供をした
活動紹介：
いと考えます。会場の提供、講師謝金、チラシの作成費
1984年の発足以来、25年に亘ってグランドオペラの上演を行っています。親子 等に充てるため、資金面での支援をお願いします。
三代が楽しめる日本の名作「泣いた赤鬼」オペラ出前公演、コーヒーハウスで
の「オペラ勧進…歌と芸術よもやま話」「音楽・コミュニティ・まちづくり」“ホットな
コンサート”等、音楽によるふれあいの場、集いの場、研鑚の場づくりに努めて 必要とするもの：
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/事務所/活動場所/協働について求められている情
報

保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

耀の会
所在地: 〒 351-0115

埼玉県和光市新倉2-27-25-701

電 話： 048-467-3280

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-467-3280

U R L： http://www.weves.net/yumeai/
Ｅｍａｉｌ： m-seki@krb.biglobe.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

関 正視
3,000円/年
2,000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：
○ゆめあい和光精神障害者小規模作業所を運営。○各種事業やイベントの実
施。○精神保健福祉の向上に向けた諸活動の実施。
必要とするもの：
活動資金
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ののか介護サービス
所在地: 〒 351-0101

埼玉県和光市白子3-16-1

電 話： 048-201-0738

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-462-7483

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

齋藤 匡人
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
一人でも多くの移動困難な方をお断りすることなく利用
して頂きたいと思っています。その為に、増車が必要で
す。是非ともご支援をよろしくお願いいたします。

ボランティア受入可

活動紹介：
和光市、朝霞市、新座市、志木市を中心とした、高齢者、障害者(児)、歩行困
難者の通院・通学・外出の介助を目的とした送迎サービスを行っています。ま
た、それらに伴い訪問介護・居宅介護・移動支援・生活サポートを実施していま
す。
必要とするもの：
リフト車

保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

ぽけっとステーション
所在地: 〒 351-0112

埼玉県和光市丸山台1-8-4 中村ｺｰﾎﾟ106

電 話： 048-465-8833

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
栄養指導を行うには規制が多いのです。和光市のように
市の事業として取り入れていただけると栄養士活動の場
がひろがります。

FAX: 048-465-8838

U R L：
Ｅｍａｉｌ： n-poke184@nifty.com
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

山口 はるみ

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
協働アイデア提案会にも出させていただきますが、朝霞
市で「喫茶サロン」のご検討をお願いいたします。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
和光市、朝霞市で市の委託事業として、高齢者の訪問栄養活動、介護予防教
室、調理実習、喫茶サロンやヘルパーのための調理教室などを行っています。
栄養士、管理栄養士が独立して事業を立ち上げるのは難しいのですが、地域
の方々に正しい食生活をしていただくため、微力ではありますが、日々活動し 必要とするもの：
ています。

社会教育/まちづくり

特定非営利活動法人

和光まちづくりＮＰＯセンター
所在地: 〒 351-0114

埼玉県和光市本町31-9-603 CIﾊｲﾂ

電 話： 048-467-0688

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
誇りと愛着を持てる町、安心して生活できる町和光を目
指して、皆が持てる力を持ち寄りましょう。

FAX: 048-467-0688

U R L： http://wako-npo-center.org/
Ｅｍａｉｌ： h-tomokuni@msg.biglobe.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員
準会員
団体会員
広 報：
ボランティア受入可

友國 洋
1,000円/年
500円/年
3,000円/年
支援を受けるためのメッセージ：
あなたの得意技を貸してください。学習会の講師として
各種分野の経験は貴重です。

NPO基金に登録済

活動紹介：
「協働のまちづくり」「まちづくり＝人づくり」をモットーに環境・景観・まちおこし・
バリアフリーなどについて学習会・講演会・シンポジウムを行っています。また
市内の大型施設(理化学研究所、司法研修所、東京メトロ和光検車区など)の
見学会を行っています。
必要とするもの：
活動資金/報告書
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アクションチーム☆ナックル
所在地: 〒 352-0004

埼玉県新座市大和田5-12-31-101 新座大和田団地2 協働したい相手へのメッセージ：
号棟

電 話： 048-477-6879

FAX: 048-477-6879

U R L： http://7296.jp
Ｅｍａｉｌ： dogen7296@fa2.so-net.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

神田 道元

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
演技やアクション、ものづくり等が好きな面々が集まった趣味のサークルです。
“子どもたちに身近なヒーローショー”をモットーに、笑いあり感動ありのステー
ジを制作・公演しています。代表作は「体操戦隊ジャージマン」。地域のイベン
トや保育所・児童館、その他どこでも出張いたします。メンバーも随時募集して 必要とするもの：
います。

保健・医療・福祉/社会教育

ＮＰＯ法人

すまいる
所在地: 〒 352-0003

埼玉県新座市北野1-2-22

電 話： 048-487-7896

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
障がい者の方々が充実した生活を送るために何が必要
なのか等一緒に考えたり、「現場」への参加から今後に
活かしてみませんか。

FAX: 048-487-7896

U R L： http://smile.pupu.jp
Ｅｍａｉｌ： smileniiza@yahoo.co.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

佐野 雅之
7,000円/年
4,000円/年

入会金5,000円

自治会・地縁団体の皆さんへ
地域の「障がい」に関係する様々な問題を一緒に考えて
みませんか。共に取り組むことも私どもの大きな役割だと
思っております。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
人材育成のための研修や障がい児・者についての学習
会を開催したいと考えております。会場代や講師の方へ
活動紹介：
の謝礼、参加者の募集を含む資料作成費に充てたいと
新座市近郊で障がい児・者の方々へ向け様々な支援を行う事業所「サンすま 考えております。寄付による支援をお願い致します。
いる」を運営しております。また、「障がい」の様々な問題を、療育的な視点から
見つめていく「療育事業」でバックアップしております。地域の方々に障がい
児・者の方々の事を尐しでも知っていただくための取組みにも努めております。 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
情報化社会/まちづくり

おばあちゃんのパソコン教室「この指とまれ」
所在地: 〒 352-0003

埼玉県新座市北野3-20-34

電 話： 090-6520-8044

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-481-2822

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ma-sa-usagi@softbank.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

渡辺 正子
2,500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
市内公民館にて、地域に住む高齢者を対象に初歩的なパソコン技術を学び合
い、教え合いながら、交代で講師をつとめ技術の向上をめざしています。市内
のいきいき広場(高齢者対象)のパソコン指導、アシスタントとして活動。パソコン
による認知症予防講座への参加もしています。
必要とするもの：
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四季の会(彩の国ロードサポート)
所在地: 〒 352-0011

埼玉県新座市野火止6-4-33-308

電 話： 048-482-2207

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

荻原 洋志
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：
野火止公園の草刈りを年１回ずつ行っていますが、草
刈機が高価なのでご支援をいただければ幸いです。

インターン受入可

活動紹介：
史跡野火止用水の周囲・川越街道と志木街道の交差するあたりを月１回清掃
するボランティア活動をしています。活動の目的は地球環境温暖化防止活動
の一環としてのものです。そのため県や市主催の環境展、新聞社主催のエコ
プロダクツ展などに、私たちの活動を写真で紹介する展示によって参加してい 必要とするもの：
ます。

事務所/草刈機などの清掃用具

環境保全

特定非営利活動法人

新輪リサイクル団体
所在地: 〒 352-0012

埼玉県新座市畑中1-10-27

電 話： 048-478-1896

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
地域の活性化のため、資源、生ゴミの減量に取り組みま
す。

FAX:

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

並木 勇
2,000円/年

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
新座市で資源回収等の事業を展開しています。地域の商工会、地元自治会の
皆様と協働してお祭りや、ごみ減量の啓発イベントに協力しています。
必要とするもの：
活動資金
災害救援/まちづくり

特定非営利活動法人

住まいの安全と防犯の会
所在地: 〒 352-0023

埼玉県新座市堀之内1-5-35

電 話： 048-477-1049

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
M7程度の木造とビルの耐震実験映像や、各種資格を
持つ会員の講演を受け入れてみませんか、お仕事に励
みと安心感をもたらします。

FAX: 048-477-1049

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

野島 才一
3,000円/年

入会金5,000円

企業・商工団体の皆さんへ
建築関係の企業・団体の皆さんへ。親睦団体ではなく、
真の木造住宅全般の耐震対策の開発と啓発活動グ
ループを立ち上げませんか。

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
震災による生命と財産を守る耐震対策の啓発イベント
「大地震に備える市民の集い」を県内で数多く開催した
活動紹介：
いと考えております。講師謝金や会場費、資料作成費
新座市および隣接地域を対象とし、市民会館・公民館・集会場にて「いつかは に充てるため、寄付による資金面での支援をお願いしま
起きる・大地震に備える市民の集い」や「一般の簡易耐震相談」を無料にて開 す。
催しています。そして大地震の怖い現況を具体的に説明し、阪神淡路震災と
同等な住宅振動実験映像の放映、実際の耐震対策を詳細に伝達する啓発活 必要とするもの：
動を実施しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/事務所
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特定非営利活動法人

新座子育てネットワーク
所在地: 〒 352-0011

埼玉県新座市野火止4-19-68-203

電 話： 048-482-5732

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
子育て支援を通じて企業イメージを、上げて事業を発展
させませんか。協働のご相談もご気軽に。

FAX:

U R L： http://ccn.niiza-ksdt.com
Ｅｍａｉｌ： ccn@niiza-ksdt.com
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

坂本 純子
10,000円/年
3,000円/年

広 報： メルマガ有/その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
子育てが抱える現代的な課題に積極的に取り組んでい
ます。新座から埼玉、そして全国で、世界で活躍する
活動紹介：
NPOとして10年目の今年、新しいチャレンジをしていま
地域の子育て中の家族とそれを支援する地域住民や関係機関、そして社会に す。あなたのご協力を期待しています。
対し、子育て・子育ち環境の向上に資する活動を幅広く行い、社会全体の子
育て・家庭教育支援の充実及び次世代育成に寄与することを事業の目的とす
る。
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/物品/情報
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

新座市障害者を守る会
所在地: 〒 352-0023

埼玉県新座市堀ノ内3-4-11

電 話： 048-479-8695

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-479-8695

U R L： http://www14.ocn.ne.jp/~mamoru/
Ｅｍａｉｌ： npo-mamorukai@voice.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

石井 英子
2,000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：
インターン受入可

活動紹介：
新座市を中心に障がいがある方が地域で豊かに暮らし続けることができるよう
に支援を行っています。２ヶ所のデイケア施設、障がい児・者生活サポート事
業、障がい者生活ホームの運営を行うとともに、障がい者サッカーチームをはじ
めとする余暇支援活動も幅広く行っています。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

にんじん畑
所在地: 〒 352-0033

埼玉県新座市石神2-4-8 石神ﾏｰｹｯﾄぱお内

電 話： 048-481-3973

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
障害者にとっては、外出できる喜びは、とても大きいの
です。その手助けをしていただければうれしいです。

FAX:

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

齋藤 はつえ
3,000円
1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
新座市内で有償サービスの送迎をしているが、特に生活サポートを実施できる
団体として認定されたので、多くが障害者の役に立っている。
必要とするもの：
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特定非営利活動法人

配食サービスたらの芽
所在地: 〒 352-0006

埼玉県新座市新座3-3-7-104

電 話： 048-478-6652

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
高齢となり、近くのコンビにも閉まり、買い物もできない人
が増えています。私たちのお弁当をボランティアで届け
てくれる人がもっとほしい。

FAX: 048-478-6652

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

岡崎 なつ子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
私たちのお弁当を待っている人々がたくさんいます。今
個人宅を利用しているので、市の場所をお借りしたい。

1,200円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
『安心して老いるために』まず、食の心配がないようにし
たい。近所でとれた野菜や安全な食材でお年寄り向き
活動紹介：
の調理が届くように、それが自分も含めた近所の助け合
私たちは、一人暮らし老人や障害をもった人、お母さんが急病などで、食事の いになっていったらと願います。場所がほしいと切に願
支度ができない人々にお弁当を作り届けています。メンバーは主に60代、70代 います。
で年をとっても地域で活躍しようとがんばっています。また、地域のお年寄りと
のコミュニケーションもはかられ、仲良くなっています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

活動資金/事務所
社会教育/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ふぇありーている
所在地: 〒 352-0004

埼玉県新座市大和田4-18-33

電 話： 048-483-1166

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-483-1236

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

石井 英子
5,000円

入会金20,000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：
インターン受入可

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

特定非営利活動法人

ふくしネットにいざ
所在地: 〒 352-0004

埼玉県新座市大和田4-14-1

電 話： 048-479-3799

協働したい相手へのメッセージ：
企業・商工団体の皆さんへ
障がい者の社会参加に力を貸して下さい。

FAX: 048-479-3799

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

東井 研二
3,000円/年
2,000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：
障害ある人もない人も共に地域の中で育ち学び、働き暮らしていくことを、地域
の人と一緒に考え、関わってもらいながら、障がい者のデイケア施設や生活
ホーム、介助システムの運営をし、障がい者の自立や社会参加、親なき後も地
域で暮らせる基盤づくりをしています。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所/物品/情報
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よこ糸をつむぐ会
所在地: 〒 352-0033

埼玉県新座市石神1-7-11

電 話： 042-472-7748

FAX: 042-472-7748

U R L： http://www.takayan-world.com/cheeringparty/yokoito1.htm
Ｅｍａｉｌ： yokoito-o-tumugukai@docomo.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

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
人はみな誰かの役に立つ事を願っていると思います。
人の役に立つ事は生きる喜びになるのです。それには
ボランティアが一番です。

宮本 けい子

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
子ども達の居場所作りやお母さんの解放の為に講習会
やワークショップ等を考えています。居場所作りでは場
活動紹介：
所を確保する為の資金、講習会等は講師謝金や会場
障がい児を育てている家族への支援をしています。地域の普通学級に通って 費に充てる為、寄付による資金面での支援をお願いし
いる障がい児の学校の送り迎えや、学校行事(遠足など)のために必要な送迎、 ます。
通所施設から家に帰ってからの話し相手、養護学校から帰ってからの散歩な
ど。他に入浴の介助などの活動をしています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/事務所/活動場所/情報
まちづくり

Ｙ’ｓデザイン
所在地: 〒 352-0014

埼玉県新座市栄5-1-17

電 話： 048-478-5944

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-482-1594

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

山田 規矩子
1,700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：
新座市に住むすべての人達にとって、新座市を住みやすい街、”ユニバーサ
ルデザインの街”にすることを目標に、新座市のバリアフリーマップの作成、
マップの冊子化に取り組んでいます。
必要とするもの：

環境保全/地域安全

特定非営利活動法人

ＮＰＯゆめつるせ
所在地: 〒 354-0021

埼玉県富士見市鶴馬2589-3

電 話： 090-5794-7952

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・富士見市・ふじみ野市・三芳町などの行政と協
働で、防災・交通安全イベントを実施したいと思っており
ます。ご協力下さい。

FAX: 049-252-6388

U R L： http://www14.ocn.ne.jp/~yturuse/
Ｅｍａｉｌ： yumeturuse@movie.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
小杉 武
会員数 20～49名
12,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員
6,000円/年
家族・学生会員
3,000円/年
広 報：
ボランティア受入可

その他の皆さんへ
釣り人のサークルや団体の方へ。びん沼川の環境保全
の為に楽しいイベントを組み込んだクリーン運動を協働
で実施しませんか。
支援を受けるためのメッセージ：
ＮＰＯ法人として、市民全体に伝わる防犯・交通安全イ
ベントを実施するためには、イベント会場施設の無料化
や宣伝活動のご協力をお願い致します。また、寄付によ
る資金面での支援もぜひよろしくお願い致します。

インターン受入可

活動紹介：
水辺の里親としてびん沼川の環境を守る為に年３回クリーン運動交流会を大
勢の釣り人に呼びかけて実施しています。また、埼玉県交通安全課や富士見
市安心安全課・企業・商工団体・自治会等と協働で、安心安全なまちづくりの
為の講演会等のイベントも開催しています。地域の子ども達の為に農業体験学 必要とするもの：
習も実施しています。
活動資金
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人権・平和/男女共同参画

特定非営利活動法人

ＯＡＳＩＳ ＦＵＪＩＭＩ
所在地: 〒 354-0026

埼玉県富士見市鶴瀬西3-18-10

電 話： 049-251-1454

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
相談事業等の協働

FAX: 049-252-4370

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

岩本 佳子
1,000円/年
1,000円/年

入会金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：

ボランティア受入可

活動紹介：
様々な悩みや困難を抱える女性の自立を支援する活動をしています。 悩み・
生活相談・自立支援、ボランティア育成・相談員の育成のための研修会開催や
女性に係る講演会などの開催なども行っています。
必要とするもの：

社会教育/子どもの健全育成

紙芝居ボランティア「しゃぼん玉」
所在地: 〒 354-0034

埼玉県富士見市上沢1-8-25

電 話： 049-251-2264

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
人との関わりが希薄になってきている昨今地域のよさを
共通に知り合うためその土地の出来事、歴史を紙芝居
にしてみませんか。

FAX: 049-251-2264

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

杵淵 久美子
500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：
日本の文化として発展してきた紙芝居を子どもから高齢者まで多くの人々に楽
しんでもらいたいと、子育て支援からデイサービスなどに出向いての活動。又
昔を懐かしむ高齢者の方々に昔を思い出し、当時のことを多く語ってもらうな
ど、演じる中での参加もあり演じた後の語らいなど大事に考えてとりくんでいる。 必要とするもの：

保健・医療・福祉

切手整理グループ
所在地: 〒 354-0021

埼玉県富士見市鶴馬1932-7 市民福祉ｾﾝﾀｰ「ぱれっ
と」内

電 話： 049-254-0747

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-255-4374

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

室岡 利英

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
市内で回収した使用済み切手、カード類、未使用はがき等を毎週月曜日に市
民福祉活動センターぱれっとで整理をしています。みんなで談話をしながら和
やかな雰囲気の中で活動を行っています。整理した切手類は換金又は市内の
回収業者に引き取ってもらっています。換金した金銭は市内の地域福祉のた 必要とするもの：
めに使用しています。
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社会教育/保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

国際マッケンジー協会日本支部
所在地: 〒 354-0011

埼玉県富士見市水子2149-6

電 話： 049-253-5904

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www.mdt-japan.org
Ｅｍａｉｌ： mckjapan2@hotmail.co.jp
代表者：支部長
会員数 50～99名
会 費： 正会員

石橋 俊郎
7,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
筋骨格系の問題(例：腰痛、頚痛、関節の痛み)に対するマッケンジー法の普及
活動を行っています。研修会などを通して、医療従事者や一般の人へ、マッケ
ンジー法の実際を展示しております。

支援を受けるためのメッセージ：
マッケンジー法講習会を開催するのに適した会場を提
供していただければ幸いです。

必要とするもの：
活動資金/事務所
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

コスモス榎町
所在地: 〒 354-0016

埼玉県富士見市榎町24-210

電 話： 049-254-4160

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-254-4160

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

山本 萬里子
100～500円/回

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：
現在は個人のものを使用しているのでサポーター(役員)
が使用できるものがほしい。

インターン受入可

活動紹介：
異世代交流を願い、催し会を開催しています。月1回の定例会では、5から12歳
児中心～高齢者に人形劇を、20、30代～高齢者は一緒に楽しめる料理教室
他を開催。また、男性たちと一緒にプロの落語をきき、グランドゴルフ、習字教
室、足腰を鍛える体操、おしゃべりと共に週一回参加できるものが開催していま 必要とするもの：
す。
ＰＣ

子どもの健全育成/保健・医療・福祉

子育てサロンミッキークラブ
所在地: 〒 354-0026

埼玉県富士見市鶴瀬西3-19-4

電 話： 049-254-9731

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-254-9731

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

川井 幸子
600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：
参加している親子に、遊び方を教えて頂きたい。

インターン受入可

活動紹介：
月2回、子育てサロンを開いております。地域にある集会所を借り、ボランティア
７～８名が参加し、親子15～20組のほっとできる時間づくりに役立っていけるよ
うに活動しております。８年目をどのように活動していくか、課題となっておりま
す。
必要とするもの：
人材
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経済活動/消費者保護

特定非営利活動法人

埼玉営繕互助会
所在地: 〒 354-0032

埼玉県富士見市渡戸1-14-9

電 話： 049-255-3581

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-255-3581

U R L： http://eizengojyokai.web.fc2.com/
Ｅｍａｉｌ： eizen_gojyokai@yahoo.co.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

髙橋 亘
5,000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：
富士見市を中心に一般市民の住宅リフォームに対し、無料での業者紹介や施
工状況の監視・監督等を行っています。また、悪質業者による被害の防止を目
的とした相談会を開き、一般市民の住宅リフォームをサポートしています。
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

特定非営利活動法人

サイタマスポーツ会
所在地: 〒 354-0015

埼玉県富士見市東みずほ台2-9-6

電 話： 049-255-3388

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-255-1177

U R L： http://www.npo-ssk.org
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 個人会員
団体会員

神山 佐市
1,000円/年
5,000円/年

入会金1,000円
入会金5,000円

広 報：

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：
・各種スポーツ団体への支援及び協力 ・個人で活動しているアマチュアス
ポーツ愛好家の支援 ・青尐年育成活動を通じてアマチュアスポーツ愛好家の
底辺拡大
必要とするもの：

環境保全/科学技術

ＮＰＯ法人

彩の国環境活動推進会
所在地: 〒 354-0011

埼玉県富士見市水子917-19

電 話： 049-243-5312

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
省エネ、省資源や環境経営システムなどの普及により、
温暖化対策、CO2削減などを支援いたします。

FAX:

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

竹内 正
5,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
インターン受入可

活動紹介：
私たちは環境カウンセラー登録者(企業部門)を主体とする団体で高度な技術
集団を自負しています。すべての会員がISO審査員、エコアクション21審査員
あるいは、技術士等の資格を持ち、指導的立場から中小企業の組織的環境活
動を支援しています。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
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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

サポートハウスみんなのて
所在地: 〒 354-0026

埼玉県富士見市鶴瀬西3-12-26 ﾙﾐｴｰﾙ7

電 話： 049-255-7680

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-268-5866

U R L：
Ｅｍａｉｌ： minna-tsuruse1810@mirror.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員

高橋 良江
3,000円/月

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
障害のある方をお預かりする場所(日中一時)を設けたい
と思っています。ニーズは高く、特に夏期休暇中の要望
活動紹介：
にこたえ、子どもたちの居場所づくりをしたいと考えてい
障害のある方の外出・余暇支援を行っています。障害があっても地域の中でい ますが、資金面で厳しい状況にあります。
きいきと生活して欲しいという思いで活動しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

必要とするもの：
事務所
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

シルバーボランティア藤の実会
所在地: 〒 354-0034

埼玉県富士見市上沢1-8-25

電 話： 049-251-2264

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
行政では事務的なことでの対応ですが、市民の立場で
事務的なものに暖かさをそえることが工夫一つでできる
気がします。

FAX: 049-251-2264

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

杵淵 久美子
200円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
高齢化社会でもっと高齢者が出せる力を社会に向けた
いと考えています。高齢者によるボランティア活動をもっ
活動紹介：
と知りたいと思いますし、そのための学習の機会があると
社会福祉協議会施設と児童センターが併設されたことを機会に、私ども高齢者 よいと思います。
グループと子どもたちとの交流会を年2回ほど持つことが出来ました。お手玉作
り、布ボール作りをしたあと、子どもたちと遊び方の交流もすることが出来て、元
気と楽しさが増しました。
必要とするもの：

人権・平和/男女共同参画

羽沢1丁目ふれあいサロン
所在地: 〒 354-0033

埼玉県富士見市羽沢1-13-8

電 話： 049-251-4494

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-253-6921

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

吉田 祝子

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：
インターン受入可

活動紹介：

必要とするもの：
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保健・医療・福祉

富士見市東洋医学健康クラブ
所在地: 〒 354-0015

埼玉県富士見市東みずほ台2-27-13

電 話： 049-255-1582

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
東洋医学の視点から介護予防活動を積極的に行なって
行きたいと思います。

FAX: 049-255-1569

U R L：
Ｅｍａｉｌ： m-magome@mtc.biglobe.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

馬込 政秋

自治会・地縁団体の皆さんへ
東洋医学の視点から介護予防活動を積極的に行なって
行きたいと思います。

200円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
地域のデイサービスなどのお年寄りの集まる施設においてマッサージをとおし
て市民の方々の健康増進を目的に設立された会であります。また東洋医学の
視点から健康に関する講演会の開催を行なっています。
必要とするもの：
活動資金/活動場所/講演会の講師の人選謝礼など支援があ
れば助かります。
学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

ふじみ篆刻協会
所在地: 〒 354-0026

埼玉県富士見市鶴瀬西2-8-8-601

電 話： 049-251-5604

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-251-5604

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

中島 正也
700円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
富士見市内４ヶ所の公民館で篆刻印の制作と普及のため、初心者対象の講座
を開いています。書道の落款印から年賀印、蔵書印、遊印など、最近では絵
手紙、墨絵で使う平仮名印に人気が出てきています。地域の文化祭には作品
展示、体験コーナーなどを開き、また学校の夏休みには小学生体験教室での 必要とするもの：
指導に協力しています。

保健・医療・福祉

ふれあいサロン水谷第一
所在地: 〒 354-0011

埼玉県富士見市水子2149-7

電 話： 049-252-2725

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

大関 正美子
200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：
私たちは地域の集会所を利用して高齢者を対象に、ふれあいサロンを実施し
ています。引きこもり防止、介護予防、友達作りなどを主にしています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉

ふれあいサロンゆりの会
所在地: 〒 354-0026

埼玉県富士見市鶴瀬西3-10-28

電 話： 049-254-9731

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-254-9731

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

石神 みよ子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
月一回、地域の高齢者と共に食事会、レクレーションを楽しんでいます。
必要とするもの：

子どもの健全育成/まちづくり

特定非営利活動法人

ふれあいＴＡＰ
所在地: 〒 354-0017

埼玉県富士見市針ヶ谷1-45-2

電 話： 049-257-0166

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
行政事業の協働に向け、地域団体等の育成を図って頂
きたい。

FAX: 049-293-1048

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

潟保 準二

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
育成する機関と信頼しあえる関係を築くこと。

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

NPO基金に登録済

活動紹介：
人と人との交流を図る各種事業の開催。野菜作り、稲作体験事業を通じ自然
体験を学ぶ(大人、子ども、幼児)。子どもの居場所作りとして、平日午後毎日、
自然の中での木登り体験など、自由な遊び場を提供する。福祉輸送による生
活サポート事業。
必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉

みずほ健康づくりとサロン部
所在地: 〒 354-0015

埼玉県富士見市東みずほ台4-29-10

電 話： 049-253-0738

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
サロン部

平山 栄
1,000円/3か月
200円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
高齢者は体にたくさんの不具合をかかえていますが、医
師に言っても年だからと、片づけられることが多く、保健
活動紹介：
師は苦痛をよく聞いてくれるので、健康相談はとても有
みずほ健康づくり水曜組は介護予防の健康づくりと仲間づくりで毎週水曜日9 難く感謝しています。
時～12時まで、ウォーキング・体操・ストレッチ・ティータイム・民謡踊りなど、平
均年齢76才のグループです。サロン部は、虚弱老人対象で引きこもり予防の健
康づくりと仲間づくりで第２第４の土曜日に体操・手芸・お年玉・合唱等をしてい 必要とするもの：
ます。
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保健・医療・福祉

友愛電話こもれび
所在地: 〒 354-0021

埼玉県富士見市鶴馬1932-7

電 話： 049-254-0747

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-255-4374

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

鈴山 美佐江
1,500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
私たちは21年前からふれ合いを大切に高齢者の方たちの話し相手をしている
グループです。いつも元気な方、身体の調子により引きこもりがちな方、尐し寂
しさを抱えた方等の話を、心を込めて聞かせていただく活動をしています。
必要とするもの：
情報
保健・医療・福祉/地域安全

渡戸三丁目ふれあいサロン
所在地: 〒 354-0032

埼玉県富士見市渡戸2-20-5

電 話： 049-254-0309

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-254-8270

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

伊藤 悦子
500円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
概ね70歳以上で独居、高齢者世帯、日中1人暮らしの方を対象とした会食サロ
ン、年間行事を協力員10人で作成、毎回50人前後で賑やかに楽しんでいる。
ホッとする居場所作り(ひきこもり予防も含めて)を続けて18年。皆が楽しいと
言ってくれるのを励みに活動しています。社会福祉協議会を通じ他市からの見 必要とするもの：
学者もあります。

学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

囲碁国際交流の会
所在地: 〒 356-0057

埼玉県ふじみ野市市沢2-8-7

電 話： 049-269-6977

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
海外の市民学生たちの友好親善、信頼増進のために囲
碁交流は有力なものであり、企業や行政とも提携して推
進したい。

FAX: 049-269-6977

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ysd.t@ab.auone-net.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

進 哲美

大学・研究機関の皆さんへ
囲碁は能力開発、日本文化普及にも有力であり、留学
生に囲碁文化に接する機会を与え、当会と提携して進
められればと思う。

5,000円/年
2,000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：
現在は海外での囲碁交流も囲碁留学生の育成も会員
の拠出で行っている。しかし、会員の多くは年金生活者
活動紹介：
で限界があるので、留学生基金に対する寄付や助成金
主にラテンアメリカの囲碁組織と毎年交流を行っている。一昨年には、プロ棋
などの支援をいただければより強力に推進することがで
士の文化交流使とともにメキシコ、チリ、昨年はキューバで交流した。今年(2009 きる。
年)は、ベネズエラ、コスタリカ交流を行う。国内では、囲碁留学生の育成や外
国人選手らの歓迎、毎月の囲碁例会、関東、関西、北海道での合宿大会など 必要とするもの：
を行っている。
ボランティア受入可

活動資金
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

上福岡障害者支援センター21
所在地: 〒 356-0004

埼玉県ふじみ野市上福岡4-6-11 ｲｼﾃﾞﾝﾋﾞﾙ1階3

電 話： 049-264-0990

FAX: 049-264-5497

U R L： http://k-center21.net
Ｅｍａｉｌ： letus@k-center21.net
代表者：代表
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

有山 博
3,000円/年
1,000円/年

入会金2,000円
入会金2,000円

協働したい相手へのメッセージ：
企業・商工団体の皆さんへ
障害者の職場見学や仕事体験を受け入れてくださいま
せんか。自分の適性を知り、働く意欲を生むきっかけづ
くりにご協力ください。
企業・商工団体の皆さんへ
昼休みや休憩時間に会社の食堂や休憩所で、障害者
の作業所等で作った製品の販売をさせてください。

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
日中活動の一つとしてふじみ野市内で心身障害者地域
デイケア施設を運営していますが、行政の理解が得られ
活動紹介：
ず、施設借り上げに毎年250万円の自己負担を強いら
ふじみ野市、川越市南部で障害者の日中活動支援(心身障害者地域デイケア れています。寄附による資金面での支援をお願いしま
1、地域活動支援センター1)、自立生活支援(生活ホーム１、ケアホーム２)の施 す。
設を運営する傍ら、自活している障害者や家庭にいる障害者の暮らしを支える
ヘルパー派遣を行っています。また自立を促す学習活動として自立生活プロ 必要とするもの：
グラムを実施しています。
ボランティア受入可

活動資金/活動場所/製パン製菓設備の更新

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

子育て支援センターたんぽぽ
所在地: 〒 356-0058

埼玉県ふじみ野市大井中央1-9-22

電 話： 049-262-7321

協働したい相手へのメッセージ：
企業・商工団体の皆さんへ
障がい者の職場見学や仕事体験を受け入れてみませ
んか。働く意欲や力を生かすチャレンジの機会づくりに
ご協力ください。

FAX: 049-262-7391

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

栁川 道子
5,000円

入会金10,000円

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
NPO法人として社会福祉事業をしています。NPO法人
の事業運営では税制の不備で困ることが多いので、税
制について改善して欲しい。
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：
地域で子育て支援事業を行い、また障がいを持つ子どもたちや障がい者が生
き生きと生活できることを願って、生活と発達を保障できるよう地域生活支援事
業を行ってきました。現在子育て支援事業の指定管理を受け、また障がい部
門では三障がい者の就労支援を中心とした多機能型施設の建設計画を進め 必要とするもの：
ています。
活動資金/事務所

保健・医療・福祉/社会教育

埼玉県ふじみ野市上福岡地区赤十字奉仕団
所在地: 〒 356-0029

埼玉県ふじみ野市駒西1-9-20

電 話： 049-264-5395

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-261-1376

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数
会 費：

塩旗 ヤス子

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：

必要とするもの：
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科学技術

特定非営利活動法人

日本モデルロケット協会
所在地: 〒 356-0004

埼玉県ふじみ野市上福岡1-5-23 青柳ﾋﾞﾙ4階

電 話： 049-266-5188

FAX:

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

山田 誠
5,000円/年
3,500円/年

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

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
埼玉県は全国で一番青尐年への宇宙開発等の教育に
関心がない。このため、他県では小・中・高・大生が受け
ている教育を一度は実施したい。

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：
青尐年の宇宙科学教育を火薬エンジンを使用したモデルロケットで実施してい
ます。世界各国が参加する世界選手権への日本選手団派遣、米国ロケット協
会主催の大会に参加する日本代表チームの選抜等を国立大学と共同で行っ
ています。また、全国の学校・教育委員会から指導を依頼されロケット教育を 必要とするもの：
行っています。
県の意識の改革

学術・文化・芸術・スポーツ/消費者保護

特定非営利活動法人

発芽倶楽部
所在地: 〒 356-0022

埼玉県ふじみ野市長宮2-4-9

電 話： 049-264-8293

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-264-8293

U R L： http://www.miyadera.net/npo/
Ｅｍａｉｌ： mydr@joy2.tvnet.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員
準会員

伊藤 博義
5,000円/年
5,000円/年

入会金5,000円
入会金5,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
NPO基金に登録済

活動紹介：
広く一般市民にスポーツ、食に関するイベント等を通じ生涯教育を推進並びに
年金等消費者保護に関する相談推進を実施します。
必要とするもの：
活動資金
国際協力/まちづくり

特定非営利活動法人

ふじみの国際交流センター
所在地: 〒 356-0004

埼玉県ふじみ野市上福岡5-4-25

電 話： 049-269-6450

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
県内の各市町村に、外国人生活相談窓口を設置できた
らいいと考えています。経験を活かしてアドバイスができ
ると思います。

FAX: 049-256-4291

U R L： http://www.ficec.jp
Ｅｍａｉｌ： ficec-web@ficec.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員
学生会員
広 報： 広報誌(紙)有

石井 ナナヱ

企業・商工団体の皆さんへ
外国人従業員に日本語指導します。海外出張のための
中国語・韓国語の出前講座もあります。

3,000円/年
3,000円/年
1,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
人口の1.7％が外国人という時代になりました。様々な理
由で来日した外国籍の人の生活相談や、一時宿泊仮
活動紹介：
施設の提供、多言語情報誌の作成をしています。スタッ
地域で暮らす外国人の中には、言語・医療・教育・法律等さまざまな面で問題 フに交通通信費が払えるようにご支援いただけると助か
を抱えている人がいます。彼等が普通に暮らしができるように協力・支援する傍 ります。
ら、国際交流を推進し、多文化共生の街づくりを目指しています。一人が変わ
れば地域が変わるはず。世界の中の日本だから、日本の中の世界を大切にし 必要とするもの：
たいと考えています。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金
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学術・文化・芸術・スポーツ

邦楽アンサンブル奏 ｓｏ
所在地: 〒 356-0025

埼玉県ふじみ野市仲2-4-9

電 話： 049-269-3696

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
日本の伝統楽器である筝と尺八を多くの方々に知って、
聴いていただきたいと思います。

FAX: 049-269-3696

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

青木 せい子
必要に応じて集金

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
富士見市・ふじみ野市を中心に高齢者サロン・施設での筝・尺八の演奏、小・
中学校での邦楽体験授業の指導および演奏、行政依頼の演奏等を行ってい
ます。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

グループ「花絆」
所在地: 〒 354-0041

埼玉県入間郡三芳町藤久保90-22

電 話： 049-259-8951

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
活動していくうえで一番困ることは、活動場所のないこと
です。現在ふれあいセンターに空きがある月しか会食会
を開催できません。

FAX: 049-259-1144

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

金沢 正枝
1,200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：
三芳町在住者で70歳以上の方を対象に会食会を開催させて頂いているグ
ループです。主に引きこもり等のないようにとの目的で、年に4～5回ほど開催
するのですが、会場にする場所が限られており、参加者に応えられないのが現
状です。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

ＮＰＯ法人

生活支援グループパラソル
埼玉県入間郡三芳町みよし台3-1 ｻﾝﾗｲﾄﾏﾝｼｮﾝE-506 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
電 話： 049-259-0389
FAX: 049-259-0389
おやこ広場(親子の居場所作り)を将来的には常設にし
たいと考えているので役場の協力を得られ一緒にやっ
U R L：
ていけたらと思います。
Ｅｍａｉｌ：
所在地: 〒 354-0042

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：

天沼 佐智代
1,000円/年
1,000円/年
1,000円/年

入会金2,000円
入会金2,000円
入会金2,000円

支援を受けるためのメッセージ：
三芳町には拠点を持ったおやこ広場はなく、保育所や
託児所も不足しています。私たちは常設のおやこ広場
活動紹介：
を開きながら、そこで一時預かりもできる地域の中の生
地域の中での親子の居場所作りをしています。今年度は月１回ですが、そこに 活支援の事業にしていきたいと考えています。
行けば遊べるという場所にしたいと始めて３年目になります。年１、２回食育講
座、わらべうた講座なども開催しました。生活支援事業として家事支援・子ども
の世話・託児など地域の中で困っていることのお手伝いができればと活動を続 必要とするもの：
けています。
ボランティア受入可

活動資金/活動場所
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

はなまる．ｃｏｍ
所在地: 〒 354-0044

埼玉県入間郡三芳町北永井891

電 話： 049-258-7049

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
人間として生きるための手段に充分な方策を持ち得な
い方々を受け入れ、生きる希望を持っていただくような
共同作業を望んでいる。

FAX:

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

吉田 允男
10,000円

広 報： その他広報有
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
デイサービスで人間の尊厳をもっとも重視した福祉サービスの提供を行ってい
ます。

支援を受けるためのメッセージ：
格別な支援は求めないが、共に歌い、飲み、語り合う場
がほしい。

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

三芳町ボランティア連絡会
所在地: 〒 354-0041

埼玉県入間郡三芳町藤久保1854

電 話： 049-258-0122

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-258-0180

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 100名以上
会 費： グループ

林 耐生
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
毎月広報誌の発行をしていますが、編集作業には、パ
ソコンが必要で現在、個人の所有物での作業で不自由
活動紹介：
しています。中古でいいので、寄付していただけません
会員グループがボランティア活動を継続して展開していく上で生ずる疑問、問 か。
題点を他のグループも交えて問題解決に取り組んでいます。また、情報を共有
し、社会福祉協議会とＶ連(ボランティア連絡協議会)との協働の目的である「地
域福祉」に会員の皆さんが気持ちよく楽しみながら活動できる環境作りのお手 必要とするもの：
伝いをします。
ボランティア受入可

保健・医療・福祉/社会教育

三芳町朗読ボランティアの会「けやき」
所在地: 〒 354-0044

埼玉県入間郡三芳町北永井845-76

電 話： 049-258-3936

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 049-258-3936

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

鈴木 一子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町の発行する広報誌や議会便り、社協便りなどをテープに吹き込んで視覚障
がい者に送付しています。また、視覚障がい者とおしゃべりしたり、本を読んだ
りして交流しています。他に中学校の家庭科授業に協力し、本の読み聞かせ
を、小学校４年生の福祉学習では、児童に本の読み方、紙芝居のやり方などを 必要とするもの：
指導しています。
活動資金
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国際協力/子どもの健全育成

みよし日本語教室
埼玉県入間郡三芳町みよし台3-1 ｻﾝﾗｲﾄﾏﾝｼｮﾝD-705 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
電 話： 049-259-0240
FAX: 049-259-0240
地域に居住、通勤或いは通学している外国籍の人たち
の自立を支援し、多文化共生のまちづくりを推進しましょ
U R L：
う。
Ｅｍａｉｌ： s-hirata@fiberbit.net
所在地: 〒 354-0042

代表者： 代表
会員数 20～49名
会 費： 正会員

平田 紳一郎

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：
多文化共生のまちづくりの拠点づくりと任意団体の法人
化の支援をお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
三芳町及び近隣地域に居住する外国籍の人たちに対する日本語教室の開
催、小中学校での日本語を母語としない児童･生徒の取り出し授業支援、放課
後/夜間公民館での学習支援・スポーツ･音楽･映画･お菓子･料理等子どもの
健全育成を目的とした子ども学習広場の運営をしています。
必要とするもの：

活動資金/事務所/活動場所
保健・医療・福祉

三芳町要約筆記サークルあすなろ
所在地: 〒 354-0044

埼玉県入間郡三芳町北永井862-45

電 話： 049-258-6667

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
基本的に行政主催の行事にだけ使用される磁気誘導
ループを、高齢者の公民館活動に貸出ししていただき
たい。

FAX: 049-258-6667

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

井上 悦子
1,200円/年

広 報：
活動紹介：
聴覚障害のある方に、会議や講座などで発言されている内容を要約し、即座
に筆記して情報を伝達する「要約筆記奉仕員」の養成講座を行政から委託、世
話をしています。

支援を受けるためのメッセージ：
磁気誘導ループは昨年秋、町で購入され、中途失聴者
がほとんど聴き取れた。公民館での学習会で講師、受
講者3名が高齢難聴。機器の効果を実感させてあげた
いと思っております。
必要とするもの：
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