保健・医療・福祉/NPO支援

特定非営利活動法人

あおい糸
埼玉県所沢市南永井867-1 所沢総合食品地方卸売市 協働したい相手へのメッセージ：
場内
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
電 話： 090-2467-4617
FAX: 049-293-1911
重度身体障害者の地域生活支援のため、医療関係者
を含めた専門職のコミュニティーネットワークを構築した
U R L：
いと考えております。
Ｅｍａｉｌ： aoiito@ltry.co.jp
所在地: 〒 359-0011

代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費：

豊田 淳一

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
重度身体障害者の地域生活を支えるためには利用者
の安心安全を確保しなければならないと考えます。24時
活動紹介：
間対応できる支援体制を構築していくため小規模多機
障害を持った方々が地域で暮らせるよう支援するため、居宅介護、訪問介護等 能型事業所の展開の支援をお願いします。
を実施しています。地域で暮らせるよう環境を整備し、将来的には地域の住民
が安心して暮らせる街づくりを行っていきたいという願いから設立するもので
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/ネットワーク
保健・医療・福祉

囲碁ボランティア長寿会
所在地: 〒 359-0004

埼玉県所沢市北原町1260-28

電 話： 04-2995-5069

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
囲碁とボランティア活動に関心のある方は、どしどし入会
してください。

FAX: 04-2995-5069

U R L：
Ｅｍａｉｌ： yada@gem.hi-ho.ne.jp
代表者：代表
会員数 20名未満
会 費：

矢田 昌男

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：
高齢者福祉を目的として、福祉施設へ囲碁対局訪問を月２回(第２・第４木曜日
の14時から16時)行っております。所沢地区にお住まいの方で囲碁とボランティ
アに関心のある方は、ぜひ入会してください。現在、会員は７名。あと５名ほど
増員したいと考えています。会費は無料ですが、交通費のみ全額、自己負担 必要とするもの：
です。

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

医療・麻酔安全普及協会
所在地: 〒 359-0038

埼玉県所沢市北秋津778-39

電 話： 04-2993-1160

協働したい相手へのメッセージ：
大学・研究機関の皆さんへ
問題行動のある児童、障害を持っている児童、家庭問
題などへの専門家のアドバイスなどが受け入れられるよ
うな連携をつくりたい。

FAX: 04-2993-1134

U R L： http://www.rivo.mediatti.net/~npomasui
Ｅｍａｉｌ： npomasui@ribo.medeatti.net
代表者：理事長
会員数
会 費： 医療正会員
一般会員
法人会員
広 報：
ボランティア受入可

佐藤 哲雄
10,000円/年
10,000円/年
30,000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：
医療の安全をテーマに市民公開講座”市民医療フォーラム”を年2回開催して
います。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

エイジングサポート
埼玉県所沢市小手指町3-11-17

所在地: 〒 359-1141

電 話： 04-2947-6264

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
高齢者の「安全な住環境、温かい介護福祉に健康管
理」の提供を～！

FAX:

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

植村 文彦
1,000円/年
10,000円/年

入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
すべての活動経費を賛助金と寄付の内から計上して居
りますが、今後は各事業の実施を積極的に行い、その
活動紹介：
収益金を活動費にして、活動の幅を広げてゆきたいと考
地域社会の高齢者を対象に、将来豊かな生活・福祉・健康を提供するための えています。
必要な活動を行い、社会に貢献することを活動の目的とする。①保健、医療又
は福祉の増進を図る活動②社会教育の増進を図る活動。③まちづくりの推進
を図る活動。④災害救助活動。⑤地域安全活動。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/情報
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

エヌピーオーいずみ
埼玉県所沢市緑町4-6-6

所在地: 〒 359-1111

電 話： 04-2926-0108

協働したい相手へのメッセージ：
企業・商工団体の皆さんへ
精神障害者のできる仕事を探しています。職場見学や
体験をさせてくださいませんか。就労のきっかけづくりに
ご協力ください。

FAX:

U R L： http://www6.ocn.ne.jp/~hikousen/
Ｅｍａｉｌ： hikousen@galaxy.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
法人会員

稲川 清
2,000円
10,000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：
就労支援者の育成研修や精神障害者についての学習
会の開催回数を増やしたいと考えています。講師謝礼
活動紹介：
や会場費、資料作成費に充てるためご寄附による資金
所沢地区で精神障害者の通所施設(就労継続支援Ｂ型ワークみどり地域活動 面での支援をお願いいたします。
支援センター飛行船・飛行船２号)を運営しています。ノーマライゼーションの理
念の基に地域で生活ができるように支援を行っています。地域の方々に精神
障害を理解していただくため、学習会、イベントなど積極的な活動もしておりま 必要とするもの：
す。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/物品/情報

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

おうえん
埼玉県所沢市中富1037-1

所在地: 〒 359-0002

電 話： 04-2990-5818

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
ハンセン病元患者も高齢化しているので、安心して住め
る高齢者施設が欲しい。

FAX: 04-2990-5828

U R L：
Ｅｍａｉｌ： namit@auen.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

並里 次雄

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
施設建設用地と建物が必要です。ご協力ください。

10,000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：
生活サポーター、元患者の支援に使う資金、患者搬送
用車購入資金などに充てる援助をお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
フィリピンでは内戦避難民の支援を目的に診療所を運営中、地元所沢では介
護無料相談実施中です。また医院、介護事業所と連携して老人保健やハンセ
ン病元患者の自立を応援しています。さらに在日外国人への診療支援として、
医療通訳をしたり、ポルトガル語の問診表を設置したりしています。
必要とするもの：
活動資金
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まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

木の家だいすきの会
所在地: 〒 359-1116

埼玉県所沢市東町11-1-1704

電 話： 04-2926-6045

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
従業員のコミュニケーション促進、精神的リフレッシュ、
地域とのつながり確保のため、森林保全活動に参加しま
せんか。

FAX: 04-2926-5743

U R L： http://www.kinoie.org
Ｅｍａｉｌ： office@kinoie.org
代表者：代表理事
鈴木 進
会員数 50～99名
2,000～10,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(一般)
2,000円
賛助会員(専門)
10,000円
広 報： メルマガ有

支援を受けるためのメッセージ：
企業、団体向けに講師の派遣を行っています。森林保
全や木の家づくりについて従業員や会員向けのセミ
活動紹介：
ナーなどをお考えの場合、声をかけてください。また、森
私どもの会は「森に緑を、住まいに木を」を理念として活動しています。循環資 林保全活動への参加も募集しています。
源である木を大事に使うことが地域の森を守り、住まいを豊かにします。具体的
活動としては、奥武蔵の森の木を使って武蔵野地域で木の家を建てたいとお
考えの方に、セミナー、見学会、森林ツアーなどを通じて情報提供したり、専門 必要とするもの：
家を紹介しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

広報の機会

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ＫＫＫＳ臨床プロテオミクス研究会
所在地: 〒 359-1133

埼玉県所沢市荒幡東内手111-1

電 話： 04-2928-7311

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2928-7306

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

菊池 義公
10,000円/年

入会金5,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
NPO基金に登録済

活動紹介：
臨床プロテオミクス研究を通じて、癌の早期診断及び、治療法の個別化を目指
し、究極的にはがんによる死亡者数を減尐させ、すべての人が天寿をまっとう
できるように活動しています。
必要とするもの：
活動資金
環境保全/情報化社会

特定非営利活動法人

埼玉環境カウンセラー協会
所在地: 〒 359-1141

埼玉県所沢市小手指町1-42-24

電 話： 050-3610-1948

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
すべての県民の皆さんへ、どの環境問題も危機的状態
です。大小どんな問題にも対応できます。解決に向けて
ご一緒に取り組ませて下さい。

FAX: 042-929-5610

U R L： http://www5.ocn.ne.jp/~sai-eca/
Ｅｍａｉｌ： sai-eca@soleil.ocn.ne.jp
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費： 正会員

上領 園子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
すべての県民の皆さんへ、環境問題解決のために話し
合いや研究を共に行なえます。

6,000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：
会員が常駐できる事務所を貸してください。会員の会費
で運営していますから他のNPO等との共同でもよいで
す。格安な事務所が借りられるように支援をお願いしま
す。

ボランティア受入可

活動紹介：
埼玉環境カウンセラー協会は、環境保全に関する幅広い専門知識や豊富な
経験とさまざまな資格を有する専門家集団です。その知識や経験をもとに、市
民や団体、事業者など様々な立場の人々に環境保全活動に対する助言(環境
関連のカウンセリング)や市民、事業者、行政の間のパートナーシップづくりな 必要とするもの：
どを行っています。

活動資金/事務所/活動場所
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社会教育/学術・文化・芸術・スポーツ

サンダーバード
所在地: 〒 359-0033

埼玉県所沢市こぶし町21-11

電 話： 04-2998-6269

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2998-6269

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

黒川 貞亮

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
所沢地区で、知的・精神障害を持たれた人たちが自立した生活ができるように
活動しています。

支援を受けるためのメッセージ：
収入の尐ない知的障害者が合宿等、お金の無いために
参加できないことのないようにしたい。又学生たちの補
助を出したい。

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

障がい者と共に歩む会
所在地: 〒 359-0007

埼玉県所沢市北岩岡315-3

電 話： 04-2943-6405

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2943-6405

U R L：
Ｅｍａｉｌ： tomo127h@chic.ocn.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

本田 勲
1,000円/年
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
所沢市で身体障がいのある方のための地域活動支援センター、所沢ともの会
を運営しています。その他の活動は法人取得２年目でまだまだこれからです
が、地域の方々に身体的障がいを理解していただくための交流の機会を設け
たり、身体的障がいのある方の行動範囲を広げていくための取り組みを行って 必要とするもの：
いきたいと思います。

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

自立支援ホームとことこの家
所在地: 〒 359-1112

埼玉県所沢市泉町911-3

電 話： 042-939-9733

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www2.ttcn.ne.jp/~tokotoko
Ｅｍａｉｌ： tokotoko@mx3.ttcn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数
会 費： 正会員
賛助会員

後藤 美智子
3,000円/年
3,000円/年

入会金1,000円

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

支援を受けるためのメッセージ：
新たにケアホーム立ち上げに向けて活動を開始しまし
た。職員養成、ケアホーム立ち上げ資金などの支援をよ
ろしくお願い致します。

NPO基金に登録済

活動紹介：
“街に出よう！地域で共に暮らそう、障がいのある人もない人も”とことこの家は
障がいのある人が地域の中で「共に」「当たり前に」生活を送ることを願って発
足しました。生活サポート、居宅支援、体験宿泊、企画、地域交流、各種相談
など、地域に根付いた活動を行っています。
必要とするもの：

活動資金/活動場所
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ステップ福祉会
所在地: 〒 359-0024

埼玉県所沢市下安松50-99

電 話： 04-2944-2357

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

佐々木 暹
18,000円/年
5,000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：

ボランティア受入可

活動紹介：
主として在宅・就労中の成人知的障がい者の地域内活動として以下の事を
行っている。１共同生活訓練＝社会性の強化、共同生活体験による生活スキ
ルの獲得 ２障がい者文化の創造と個々人の蓄積＝長年月の継続を目標と
し、いわゆる余剰時間の消化を自己目的とする活動とは区別して考える。

必要とするもの：
活動資金

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

スミレ
所在地: 〒 359-0041

埼玉県所沢市中新井5-14-16

電 話： 04-2942-3395

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
精神障がい者を含む”心の悩み”を抱える人に対して、
就労の場(手作りパンの販売場所)にご協力ください。

FAX: 04-2943-6569

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

岩﨑 京子

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

支援を受けるためのメッセージ：
手作りパン、ピザの販売、製造の継続のための活動資
金の支援をお願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
心の悩み、引きこもり、ニート等で将来に不安を抱える人に対して、個別無料相
談、精神心理分析、家族指導、医師への紹介を行っています。社会の中で生
活しづらい人にとっての就労の場を提供するため、手作りパンの製造、販売を
し、地域の中で自立できるようにサポートをしています。
必要とするもの：

活動資金/活動場所
保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

助け合いワーカーズたんぽぽ
所在地: 〒 359-1123

埼玉県所沢市日吉町19-16

電 話： 04-2921-4530

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2921-4531

U R L：
Ｅｍａｉｌ： youkoso-tanpopo@ezweb.ne.jp
代表者：代表
会員数 20～49名
会 費： 正会員
利用会員

八木 幸江
100円/月
100円/月

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：
事務所が手狭になったので、広い所へ越すための資金
援助をお願いします。

活動紹介：
「お互い様の街づくり」を目指し、誰でもが住み慣れた町や家で安心して暮らし
ていける事を願って活動しています。助け合い・介護保険・障害福祉のサービ
ス３事業を行っています。また月１回地域の一人暮らしや引きこもりがちなお年
寄りの方を招き、タンポポのスタッフが作った食事を共にし、楽しい時間を過ご 必要とするもの：
しています。
活動資金
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保健・医療・福祉/まちづくり

誰もが使える交通システムにする会
所在地: 〒 359-0042

埼玉県所沢市並木8-5-2-107

電 話： 04-2998-5814

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2998-5814

U R L： http://www.snw.co.jp/~system/
Ｅｍａｉｌ： nqi43583@nifty.com
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員
団体会員

一木 昭憲
1,000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：

活動紹介：
年をとっても障がいがあっても共に暮らせる地域社会にするため、鉄道駅とそ
の周辺環境、公共施設のバリアフリー点検、それに基づく事業者や行政への
改善要望、街づくりについての勉強会や講演会シンポジウムを開催していま
す。

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

所沢里芋本舗
所在地: 〒 359-1125

埼玉県所沢市南住吉22-3

電 話： 04-2927-1082

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2928-2002

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kajiya@world.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

梶谷 和義

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
所沢の名産物里芋を使用し、さまざまな商品開発を行い、地域の経済活動の
役に立てるようにする。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

２１世紀アイの会
所在地: 〒 359-0038

埼玉県所沢市北秋津672-1-3-11

電 話： 04-2992-6277

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2992-6277

U R L：
Ｅｍａｉｌ： mb130122-9459@tbu.t-com.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

山田 加壽子
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：
約25年前に、来るべき高齢者社会を先見し、一人暮らしの高齢者が住み慣れ
た地域で人生を全うすることの大切さを学んでいます。又、その難しさから、所
沢市においてサポート役をしております。公民館にて、学習会を行い、福祉に
関連した制度等について、専門家の意見を聞いたり、講演会を主催したりして 必要とするもの：
おります。
活動場所
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保健・医療・福祉

ボランティアグループ ふれあいあきつ
所在地: 〒 359-0038

埼玉県所沢市くすのき台3-13-6

電 話： 04-2993-7245

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2993-7245

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

藤原 時子
500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
昨年までは市の補助を受け、家を借り、活動の拠点とし
ていたが、補助金打ち切り後、拠点を失い、活動に支障
活動紹介：
をきたしている。単独の拠点が持てるようにご支援願い
地域の高齢者が楽しく健康に過ごすため集会所を借り交流の場とし、毎週月、 たい。
木に軽食サービスを実施しています。また年３回お楽しみ会(昼食、アトラクショ
ン)を開催、年1回の日帰り旅行も実施しています。このほかにも社会福祉協議
会、Ｖ連(ボランティア連絡協議会)、町内会、小学校などの行事にも随時参加 必要とするもの：
しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動場所/ボランティア参加への希望者などの情報

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ゆうき福祉会
埼玉県所沢市南永井867-1 所沢総合食品地方卸売市 協働したい相手へのメッセージ：
場内
企業・商工団体の皆さんへ
電 話： 04-2945-1038
FAX: 04-2945-1049
障害者の作業訓練のための仕事を発注していただけま
せんか。結果として障害者の就労訓練になり、良い製品
U R L：
を、より安く消費者に届けられると思います。
Ｅｍａｉｌ： sudachisagyousyo@yahoo.co.jp
所在地: 〒 359-0011

代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

豊田 淳一
2,000円/年
2,000円/年

入会金2,000円
入会金2,000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：
障害者自立支援法に基づく多機能型事業所(就労移行支援事業・就労継続支
援事業Ｂ型)を運営しています。主に知的障害者の方々の就労支援を行ってい
ます。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
保健・医療・福祉/災害救援

特定非営利活動法人

よりそい
所在地: 〒 359-1122

埼玉県所沢市寿町27-7-1605 ｺﾝｾｰﾙﾀﾜｰ所沢

電 話： 050-5532-9990

FAX:

U R L：

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
通院のための費用が高過ぎてお困りの方や一人では出
かけられない方の移送および介護サポートを致します。

Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

初川 浩介

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
利幅が尐ないため、介護車両の増車ができずにご利用
者を回りきれない状況です。車両代や駐車場代などの
活動紹介：
資金に充てるため、寄附による資金面での支援をお願
私たちは所沢周辺地域を中心に介護保険介護タクシー＆介護サービスを行う いいたします。
ために、よりそい福祉サービス事業所を運営しております。要介護度１～５の方
を介護保険の適用により通院等の費用負担が尐なくなるように努力しておりま
す。
必要とするもの：
活動資金/介護車両等
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

あおーら
所在地: 〒 357-0021

埼玉県飯能市双柳460-3

電 話： 042-971-3916

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
企業と連携し、職場における精神疾患の予防とケアの体
制作りを検討しています。共に発症者の勤務とケアの研
究をしませんか。

FAX: 042-971-3916

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

田中 正彦
3,000円/年
1,000円/年

入会金2,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
私たちの事業の飯能市偏在に悩んでいます。日高市に
もできれば、地域活動支援センターを設けたいので協
力をお願いします。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
精神障害者の就労移行支援のための実習機会や短時
間雇用の機会を企業の方々に設けていただきたい。ま
活動紹介：
た、日高市に精神障害者のための家庭や医療機関から
私たちは飯能市、日高市在住の精神障害者を対象に市の補助金や障害者自 踏み出せる場を作りたいので、家賃補助などの援助を
立支援に基づく給付金・委託料を受けて、病院や家庭からの一歩、生活や社 望みます。
会参加への訓練の支援、就労支援などの事業を行なっています。その他、地
域社会の市民活動と連携して障害者のノーマライゼーションを目指す環境整 必要とするもの：
備のための活動をしています。

子どもの健全育成

遊びのひろばかざぐるま
所在地: 〒 357-0003

埼玉県飯能市青木76-34

電 話： 042-972-7588

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
楽しいゲームやお話しを出前いたします。子どもだけで
なく、お年寄りの集まりにも、年齢に合わせた内容を考え
ます。

FAX: 042-972-7588

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

長谷川 英子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
読み聞かせの研修や人形劇の演じ方等、これからは、
学習する機会を作りたい。都内の劇団にワークショップ
等を出張してもらい、全員でぜひ受講したいのです。

ボランティア受入可

活動紹介：
飯能市児童センターを拠点に、幼児、小学生を対象に、遊びのひろばを展開
しています。年齢に応じて、読み聞かせ、手遊び、ペープサート、大型布芝居
やゲームを企画しています。小学生は春夏冬休みに合わせて「尐年尐女探検
隊」という遊びもやっています。身体を使って体感してもらうものを考えていま
必要とするもの：
す。
活動資金

保健・医療・福祉/NPO支援

いずみの会
所在地: 〒 357-0044

埼玉県飯能市川寺490-1

電 話： 042-972-7588

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
大きなことではなく、自分たちの出来る事を続けたいの
で協力していただければ有難いことです。

FAX: 042-972-7588

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

浅見 美紗子
入会金100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：
NPO法人ぬくもりの館たんぽぽへ月2回訪問し、歌、踊り、大正琴、クイズなど
利用者とともに非常に楽しく過し、その他の施設からも要請があれば出かけ
て、同じような内容で、交流を深めています。施設長等との話し合いの場もつく
り、勉強会をしています。行事には積極的に参加しています。
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

エコライフ飯能
所在地: 〒 357-0067

埼玉県飯能市小瀬戸36-5

電 話： 042-972-3421

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
地球温暖化が深刻な現状について、エコバッグの無料
配布を切に望みます。各所管庁および企業のご協力を
望みます。

FAX: 042-972-3421

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

内沼 征一
1,000円/年

入会金1,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
地球温暖化に伴い、CO2削減が急務です。この現状を
市民に認識して頂くための広報活動をする(平成20年度
活動紹介：
はミニコミ紙発行)にも経費の不足に悩んでおります。ご
平成16年度、「エコツーリズムのまち」(環境省)に選定された全国13ヶ所の１つ 寄附および私たちのミニコミ紙への広告掲載に、企業各
飯能市(埼玉県では唯一)で、私どもはその活動の１つとして、市エコツーリズム 社のご協力をぜひともお願いいたします。
推進室と協力し、広報等を通じて一般に呼びかけ、昨年度は２回エコツアーを
行いました。毎年２回程度のエコツアーを企画しています。
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
子どもの健全育成

特定非営利活動法人

奥武蔵児童教育活動ネットワーク
所在地: 〒 357-0034

埼玉県飯能市東町14-9

電 話： 042-983-1923

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

岩崎 義廣
1,000円
5,000円

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：
埼玉県西部地域の中学生および保護者に対して、入間市・小川町においてま
るひろ及び小川町リリックおがわを借用し、学校説明会または進学相談会を開
催し、最新の教育情報及び受験情報の提供と進路指導を行っています。
必要とするもの：

子どもの健全育成

おはなしの会 なんじゃもんじゃ
所在地: 〒 357-0037

埼玉県飯能市稲荷町25-8 飯能市立こども図書館内

電 話： 042-974-2414

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-974-2997

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：

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

加治マジッククラブ
所在地: 〒 357-0023

埼玉県飯能市岩沢380-1

電 話： 042-972-3354

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

岩田 宏
3,000円/半年

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：
飯能市を中心にして、老人保健施設、子ども会、自治会、保育園等でマジック
を通して、明るく楽しい社会づくりに貢献しています。
必要とするもの：

環境保全/地域安全

ＮＰＯ法人

グリーンフォーレストジャパン
所在地: 〒 357-0111

埼玉県飯能市上名栗2465

電 話：

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://forest-jp.org/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
横路 美喜緒
会員数
5,000円/年
会 費： 正会員
団体会員
20,000円/年
賛助会員(個人・団体)
3千円・5万円/年
広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
森林ボランティア団体で統括していた活動を活かし、より事業性の高い森林事
業のプロデュースを主体とし、2008年に発足させたNPO法人です。「日本の森
林から整備された木をどう生かすか」を課題に行政や企業と連携して、家づくり
の際に木をコーディネートする「木づかい運動」をはじめ、森林に関わる様々な 必要とするもの：
取り組みを行っています。

学術・文化・芸術・スポーツ/男女共同参画

ぐるーぷ「倶楽志」in飯能－すむ・きる・たべる文化交流
所在地: 〒 357-0045

埼玉県飯能市笠縫409-7

電 話： 042-974-3538

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-974-3538

U R L：
Ｅｍａｉｌ： sugita22@mve.biglobe.ne.jp
代表者：代表
会員数 100名以上
会 費： 終身会員

椙田 通子
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：
地域にある古いものを再生して学習会・講演・資料作
成・本出版など行っていますが、将来もっと調査の幅を
活動紹介：
広げてＰＲしていくための資金面での支援をお願いしま
飯能地域の文化・伝統の継承と歴史に埋もれた人物の発掘を活動の主旨とし す。
ています。このたび、幕末・明治の飯能にスポットを当て、明治の女丈夫で、日
本初の女医・荻野吟子の親友でもある「田中かく子の生涯」を単行本にしまし
た。これからも飯能の風土と人物にこだわり、取り組んでいきたいと思います。 必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/情報
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子どもの健全育成/保健・医療・福祉

ＮＰＯ法人

子育て応援ゆう
所在地: 〒 357-0124

埼玉県飯能市原市場584-11

電 話： 042-977-3371

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-977-3371

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

渡辺 孝子
2,000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：
子育てひろばの充実や一時保育事業開始のために、
資金面での支援や事務所及び活動場所となる拠点場
所のご協力をお願いいたします。

インターン受入可

活動紹介：
飯能市において、つどいの広場「にこにこ」の受託運営を中心に、子育て支援
活動をしています。また、平成２０年度には飯能市子育てハッピー・マップ
「mappy」を作成しました。その他にも子育て用品のリサイクルフェスタを開催す
るなど、小さなお子さんを持つ親子が楽しく子育てできるような企画を実施して 必要とするもの：
います。

活動資金/事務所/活動場所

さろん時計台
所在地: 〒 357-0056

埼玉県飯能市上直竹上分487

電 話： 042-977-0515

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
地域・町づくり委員の皆さんと高齢者の皆さんと、何らか
の形で交流できる機会ができたらと思います。

FAX: 042-977-0515

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

中村 千代子
1回100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：
地域での月１回のサロン交流会です。昔からの伝統行事を大切に高齢者の皆
さんと一緒に楽しみ、また若い世代への受け継ぎができていける様にしていき
たいと考えます。
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

情熱塾
所在地: 〒 357-0036

埼玉県飯能市南町11-2

電 話： 042-971-9800

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
フォーラムやキャンドルナイトの開催など、是非一緒に行
いませんか。様々なきっかけ創りに一緒に取り組みま
しょう。

FAX: 042-974-0103

U R L： http://www.npo-jonetsu.com/
Ｅｍａｉｌ： jonetsu@welpen.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

川田 勇
10,000円/年

入会金10,000円

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
飯能地域を中心に、著名人とメンバーとによる「情熱ベンチャーフォーラム」
や、地域の行政や諸団体からもご協力頂ける「キャンドルナイト」の開催など、
起業を目指す人から広く地域の人々に向けて、経営活動や社会貢献活動へ
繋がる多くのきっかけを創っています。

支援を受けるためのメッセージ：
フォーラムの開催など、より充実した内容にしたいと考え
ております。ボランティアでの参加や、設営費用などに
充てるための寄附による資金面での支援など、ご協力
頂けたら幸いです。
必要とするもの：
活動資金
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学術・文化・芸術・スポーツ/環境保全

特定非営利活動法人

名栗カヌー工房
所在地: 〒 357-0112

埼玉県飯能市下名栗1817-9

電 話： 042-979-1117

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-979-1177

U R L： http://naguri-canoe.com/
Ｅｍａｉｌ： naguricanoe@yahoo.co.jp
代表者：理事長
会員数
会 費：

山田 直行

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
すべての青尐年および自然を愛する人々に対し、西川材の有効活用によるカ
ヌー製作教室およびカヌー漕艇教室、木工教室等開催し、国内外における芸
術家の文化芸術活動のサポートを行い、美しい名栗湖の環境保全に寄与す
る。また都市と山村の交流を活発に行い地域社会の活性化を図ることを目的と 必要とするもの：
する。

災害救援/地域安全

和会
所在地: 〒 357-0062

埼玉県飯能市永田635-2

電 話： 042-972-6549

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
これからも自治会と一体となり、地域のお役に立てる和
会でありたいと思います。

FAX:

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

細田 ヨシエ
1,200円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
自治会より２万円の助成金と会員費で会員の親睦を図れる様に色々講習会を
開きます。講師はいつも会員です。先日もペットボトル入れをおしゃべりの中で
編み上げました。2010年11月ごろ、地域の文化展が開催され、私たちはお赤
飯・おでんの調理・販売を担当します。会員一同腕によりをかけて作ろうと張り 必要とするもの：
切っています。

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

西川木楽会
所在地: 〒 357-0213

埼玉県飯能市坂石町分150-11 ｺﾑﾊｳｽ内

電 話： 042-974-5301

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
西川材を使い「木のある町」「木のある生活」を実践して
みませんか。

FAX: 042-973-8075

U R L： http://www.kirakukai.org/
Ｅｍａｉｌ： nishikawa@kirakukai.org
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： その他広報有
ボランティア受入可

吉野 勳
3,000円/年
入会金3,000円
10,000円×2以上/年
10,000円/年
インターン受入可

支援を受けるためのメッセージ：
西川材を活用するためには、伝統技術を次の世代に継
ぐことが大切です。そこで、ボランタリーな大工さんや建
具職人さんの協力と、豊かな森づくりのため、寄附によ
る資金面での支援をお願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
西川木楽会では森づくりと地域づくりの活動を通して、森林・林業への理解を
深め、豊かな森と人の環境を次世代へ引き継ぐことを目的に活動しています。
その活動は定期の「ユガテの森づくり」「木工作業」「西川木楽会ニュース」のほ
か、炭焼き・キノコ栽培・エコツアー・各種イベントへの参加などがあります。
必要とするもの：

活動資金/事務所/活動場所
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環境保全/まちづくり

ＮＰＯ法人

西川・森の市場
所在地: 〒 357-0205

埼玉県飯能市白子157-1

電 話： 042-970-2177

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-970-2188

U R L： http://morinoichiba.net/
Ｅｍａｉｌ： nishikawa@morinoichiba.net
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員
その他
広 報：

井上 淳治
1～5万円/年
10,000円/年
5,000円/年
支援を受けるためのメッセージ：
家づくりを考えている人に対して、正確な情報提供、講
座開催などの参加者募集の協力をお願いしたい。

ボランティア受入可

活動紹介：
時代が求める良質な西川材を提供し、西川の森と直接結ばれた家づくりをサ
ポートすることによって、地域の財産・西川の森を守ることを目的として活動して
います。中でも、森林整備活動や木造住宅の普及啓発活動に力点をおいてい
ます。
必要とするもの：

活動資金/木造住宅に関心のある人の情報
保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

ぬくもり福祉会たんぽぽ
所在地: 〒 357-0047

埼玉県飯能市落合290-4

電 話： 042-972-8611

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-972-4115

U R L： http://tanpopo-net.hp.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： tanpopo_net@infoseek.jp
代表者：会長
会員数
会 費： 正会員

桑山 和子
1,500円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
本会は、地域住民が、困ったときにはお互いに助け合い、地域社会を豊かで
住みよくするために自主的な活動を行い、福祉の増進や男女共同参画社会の
増進に寄与することを目的とする。
必要とするもの：

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

はんしんエヌピーオー
所在地: 〒 357-0025

埼玉県飯能市栄町24-9 飯能信用金庫本店7階事務室 協働したい相手へのメッセージ：

電 話： 042-972-8111

FAX: 042-973-4145

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

木村 啓三
5,000円/年
1,000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：
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保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

飯能あいの会
所在地: 〒 357-0041

埼玉県飯能市美杉台5-20-18

電 話： 042-974-3711

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
要支援、障害者の方の足が不足しております。その目線
に立って安全で安心な生活が出来るようご理解とご協力
をお願い致します。

FAX: 042-974-3711

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

鈴木 利雄
5,000円/年

入会金3,000円

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
私たちは飯能市、日高市、入間市の地域を対象に、福祉有償運送を実施して
います。ご高齢の方、障害者の方、要支援・要介護を対象に、きめ細かい活動
を行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
福祉有償運送が多く求められております。その運転手
の資格を得る方法を簡素化していただきたいと思います
ので、抜本的に現行制度を見直していただきたい。

必要とするもの：
活動資金/活動者の資格
学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

飯能市体育協会
所在地: 〒 357-0046

埼玉県飯能市阿須812-3 飯能市民体育館内

電 話： 042-972-1300

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-972-9322

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費：

利根川 享

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：

必要とするもの：
活動資金/情報
社会教育/科学技術

マイスタークラブ
所在地: 〒 357-0023

埼玉県飯能市岩沢340-10

電 話： 042-973-3284

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
“モノ”づくり教育への実践教育に協力できます。

FAX: 042-973-3284

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hisao-mori@fan.hi-ho.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

森 久男
入会金1,000円

広 報：
活動紹介：
私達は車創りを基本としたモノづくりに共感する日本の大学、高専、高校およ
び各種教育機関に対し次の項目を指導します。 1).車両部品の設計ノウハウ、
2).車両部品のテストノウハウ、車両部品の製作技術。

大学・研究機関の皆さんへ
工業高校、大学機械系学部

支援を受けるためのメッセージ：
講師謝礼、事務所の確保、実技指導設備を充実したい
です。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所

249

保健・医療・福祉/情報化社会

特定非営利活動法人

生きがいを支援する会
所在地: 〒 350-1331

埼玉県狭山市新狭山2-9-21-204

電 話： 04-2952-5901

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
意欲的に支援・協力活動を進めております。きっかけづ
くりにご協力をお願いします。

FAX: 04-2952-5901

U R L：
Ｅｍａｉｌ： cyc04333@nifty.com
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

高橋 滿壽夫
2,400円/年
10,000円/年
5,000円/年

入会金1,000円

ボランティア受入可

活動紹介：
情報化社会に生きる高齢者や障害者の自立と尊厳ある生きがいを支援する活
動をしております。主な活動は、地域の方々と協働して、①居宅生活・介護予
防支援 ②情報技術の普及啓発 ③就業促進支援等です。

その他の皆さんへ
ＮＰＯの活動に理解を、そして一緒に活動しませんか？

支援を受けるためのメッセージ：
パソコン教室等、事業の活性化をしたいので、会場費、
資料作成費、ＰＲ経費等の資金面での支援を期待した
い。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所/時代にふさわしい情報機器等/
事業等のＰＲ手段
学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

エルフェンスポーツクラブ
所在地: 〒 350-1301

埼玉県狭山市青柳238-4

電 話： 04-2991-4890

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
何時でも身障者のスポーツ(主にサッカー)参加を受け入
れますので、ご連絡下さい。

FAX: 04-2991-4890

U R L：
Ｅｍａｉｌ： saootme@va.u-netsurf.jp
代表者：理事長
会員数
会 費： 正会員
正会員
正会員
広 報： その他広報有

早乙女 秀雄
10,000円/月
7,000円/月
4,000円/月

入会金10,000円
入会金3,000円
入会金3,000円

支援を受けるためのメッセージ：
現在のボランティア運営を、さらに活動を活発にする為
には、専従事務員、専門指導者等を有給にし、また占
活動紹介：
有スポーツ施設を確保する資金面での支援をお願いい
サッカー中心としたクラブ運営で、テニス、ソフトボール等の教室も行っている。 たします。
当クラブのなでしこリーグチームの選手による親子、身障者サッカー教室等は
好評を得ている。地域支援としては、狭山七夕、所沢国立リハセンターでの福
祉活動、医療面では女子スポーツ医療講座等の健康関係の事業を行ってい 必要とするもの：
る。
ボランティア受入可

活動資金/事務所/活動場所/スポーツ用品/地域のスポーツ
活動支援内容/占有の活動場所

社会教育/環境保全

特定非営利活動法人

くぬぎグリーンネット
所在地: 〒 350-1313

埼玉県狭山市上赤坂635-1

電 話： 04-2959-6940

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
林地の整備清掃のための助成をお願いいたします。

FAX: 04-2959-6947

U R L：
Ｅｍａｉｌ： yiida@p1.s-cat.ne.jp
代表者：代表理事
飯田 芳男
会員数 20名未満
2,000円/年
会 費： 正会員(個人)
正会員(団体)
20,000円/年
賛助会員(団体)
10,000円/年
広 報： その他広報有
ボランティア受入可

その他の皆さんへ
林地の整備清掃のためのボランティア参加をお願いい
たします。

支援を受けるためのメッセージ：
林地の整備・清掃、講演の謝礼金は、助成があっても査
定が低く、主催した場合、自前の講師には助成が出な
いなど、すべて多額の経費がかかります。寄付など資金
面での支援をお願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
くぬぎ山地区(地元の二次自然林約150ha、産廃炉が林立し、ダイオキシン騒
動が起こった)の自然再生事業への参加と支援をしています。まだ、本格的に
作業は始まっていませんが、林地の整備・清掃を年に３回ほど行っています。
また、地球温暖化対策の講演を重点的に行い、市民に対策の実施を呼びかけ 必要とするもの：
ています。
活動資金
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環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

けやの森自然塾
所在地: 〒 350-1325

埼玉県狭山市根岸2-5-2

電 話： 04-2937-4880

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
地域の活動に自然体験や小坊主修業体験を取り入れま
せんか？子どもの心身が健やかに育つようさまざまなプ
ログラムを用意しています。

FAX: 04-2955-2773

U R L： http://www.npo-shizenjuku.tv/
Ｅｍａｉｌ： mail@npo-shizenjuku.tv
代表者：理事長
佐藤 朝代
会員数 100名以上
1,000円/年
会 費： 正会員
法人会員
10,000円/年
賛助会員(個人・法人)
3千円・1万円/年
広 報： 広報誌(紙)有

入会金1,000円

支援を受けるためのメッセージ：
地域の川でカヌーポロという競技をしています。活動へ
向け、カヌー艇を購入予定です。また、林間キャンプな
活動紹介：
ど雑木林保全活動にも着手しました。これらの活動費に
NPOけやの森自然塾では、自然体験こそ豊かな人間育成に重要な役割を果 充てるため寄付や賛助会員などで支援をお願いしま
たすものと考え、子ども達の自然体験活動を実践しています。登山や雪山での す。
遊び、川の遊び、小坊主修業体験、林や源流域でのキャンプなどを通して子ど
もたちの感性を開きます。自然の中で生きる知恵や技術、危険と安全、達成感 必要とするもの：
などを育んでいます。
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

活動資金

保健・医療・福祉

心のボランティア オードリー
所在地: 〒 350-1317

埼玉県狭山市水野509-14

電 話： 04-2957-1558

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
他団体との交流体験を通して、進むべき道を見出される
ような機会を多くつくっていきたいのですが、アドバイス
を下さい。

FAX: 04-2957-1558

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

磯目 融

その他の皆さんへ
精神に障がいを持った方々の様々な優れた才能を生か
して事業を興すことが出来たらと思うのですが、アドバイ
スを下さい。

200円/月

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
「心の病気に対する正しい理解を子どもから大人まで、
全ての方に持ってもらうためには」、「親離れ子離れと
活動紹介：
は」、「健全な心の成長を促す家庭環境は」という生活の
狭山市障がい者福祉課が行うソーシャルクラブ手伝い。メンバーが主体に行う 基本に返った学習会に取組みたい。助言を下さい。
サロン活動の支援。地域活動支援センターⅢ型での作業手伝い。精神保健福
祉関連の情報収集・交換・勉強会等を行っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

情報
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

狭山市の高齢社会を考える会
所在地: 〒 350-1316

埼玉県狭山市南入曽1048-41

電 話： 04-2958-6260

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
まちづくりの活性化に向けて、中心市街地等にコミュニ
ティづくりを推進していくことについてのご協力をお願い
したい。

FAX: 04-2958-6260

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

山川 昭吾
2,000円/年
1,000円/年

入会金3,000円

企業・商工団体の皆さんへ
シニアの活動機会の創出を図るために、私どもと関係団
体との意見交換・情報提供等の機会を望みます。

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
調査研究を行うにあたっては、相応の事務方の設置が
不可欠です。同時にコミュニティの拠点として定められ
活動紹介：
た場所の確保と併せてある程度の活動資金の確保も不
尐子高齢化社会を健康で生きがいを持って生活できる地域社会づくりの検討 可欠で、その実現は喫緊の課題としているところです。
とその具体化に向けた施策の提言、的確な施策推進による豊かな地域社会づ
くりを目指して、健康推進活動、社会参加、生活環境づくりと文化教養活動の
促進事業および市との協働による生涯学習推進事業、まちづくりのイベント等 必要とするもの：
を行っています。
活動資金/事務所/活動場所
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保健・医療・福祉

狭山市ボランティアグループ 入間川九十会
所在地: 〒 350-1307

埼玉県狭山市祇園13-19

電 話： 04-2957-0614

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
阪神淡路大地震の多くの犠牲者のなかに障害者も多く
いたのは、地域との交流が無かったのが原因。自治会
は障害者との交流を展開してほしい。

FAX: 04-2957-0614

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

大野 博

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
行政は私たち市民団体の活動について全く関心がな
い。その結果会員の募集にも関心がない。行政も協力
してほしい。

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：
会所有の福祉車両2両で、歩行の困難なお一人暮らしの方や障害者の方を病
院等に移送。老人施設、お一人暮らし、障害者宅の植木剪定草とり等。お一人
暮らし、障害者宅の手すり取付け、段差解消、室内リフォーム工事等。老人施
設、授産施設の作業支援、行事支援等。自治会内に障害者の会を設立し、そ 必要とするもの：
の活動支援。その他。

保健・医療・福祉/災害救援

狭山市赤十字奉仕団
所在地: 〒 350-1306

埼玉県狭山市富士見2-10-12

電 話： 04-2957-6966

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2957-6966

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

原田 利子
1,200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：
赤十字奉仕団の信条に基づき、地域に接した活動をしています。定期的に福
祉施設のみのり作業所と工房夢来夢来のお手伝い、特別養護老人ホームのド
ライヤーかけや洗濯物たたみ、入居者とふれあいの会などです。防災訓練など
の行事参加、バザー売上金を日赤や福祉施設に送ったり、災害時の街頭募金 必要とするもの：
など団員が協力してくれます。

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

全国子育て・福祉支援ふれあいネットワーク
所在地: 〒 350-1307

埼玉県狭山市祇園3-20 ﾋﾞﾗ祇園2階

電 話： 042-956-4477

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
ぜひ、作業見学にいらしてください。雇用を考えていた
だけるならご相談にのります。

FAX:

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

小松 福三
1,000円/年
5,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有
インターン受入可

活動紹介：
知的障がい者の施設運営をしています。特に自立支援に力を入れており、毎
年近隣の企業に1～２名の雇用にむすびついています。また、障がい者や子ど
もの健全育成のため、イベント主催や参加をしております。

支援を受けるためのメッセージ：
作業所のスペースが狭くなってきており、今後、機械の
導入と併せ、新しい場所の確保が必要になってきます。
その場合の助成金制度がNPOにもあれば助かります。

必要とするもの：
活動資金/活動場所
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学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

ハンマウムの会
所在地: 〒 350-1307

埼玉県狭山市祇園3-20

電 話： 042-957-8944

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-957-8944

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

若宮 英生
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：

ボランティア受入可

活動紹介：
ハングルの習得と韓国文化の理解により、ハングルの普及、日韓文化の交流と
親善に協力することを、目的に設立されたNPO法人です。現在、狭山市を中心
にハングル講座の開催をはじめ、さまざまな文化活動を通して地域での日韓交
流を広げています。
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

いるま
所在地: 〒 358-0011

埼玉県入間市下藤沢字飛出原1325-9

電 話： 042-965-2676

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
主権者としての住民・国民の皆さん、弱者救済のために
力を合わせましょう。

FAX: 042-965-2676

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

関谷 一男

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
何につけお困りの事ありましたら相談に来てください。弱者の立場にたって、協
力いたします。
必要とするもの：

社会教育/まちづくり

入間市社会福祉協議会 豊岡第二地区ボランティアグループえくぼの会
所在地: 〒 358-0002

埼玉県入間市東町4-3-49

電 話： 04-2963-6676

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2963-6676

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

山下 恵久子
800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：
支えあい助け合える元気な地域、街づくりをめざして高齢者とともにサロンを運
営しています。家族や友人知人のいる住み慣れた地域で元気な方もそうでな
い方も一緒になって地域の福祉事業所や包括支援センターと連携を密にさま
ざまな企画をしています。高齢者を中心に幼児・児童との交流も活動の軸にお 必要とするもの：
いています。
活動資金

253

学術・文化・芸術・スポーツ/まちづくり

特定非営利活動法人

入間市文化創造ネットワーク
所在地: 〒 358-0053

埼玉県入間市仏子277-11

電 話： 04-2931-3500

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
音楽、演劇など今まで培った事業を各地域に適したもの
にアレンジし、地域活性化に取り組みませんか。

FAX: 04-2931-3700

U R L： http://i-amigo.hp.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： amigo@ictv.ne.jp
代表者：代表理事
会員数
会 費： 正会員
準会員
その他
広 報： 広報誌(紙)有

川田 弘之
2,000円/年
1,000円/年
5,000円/年

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：
人材育成に役立つ情報、機関の紹介など支援をお願い
します。

ボランティア受入可

活動紹介：
入間市の公共施設「入間市文化創造アトリエ」の指定管理者として事業、施設
管理の企画運営を行っています。事業内容は、文化芸術を通した住んでよ
かったといえるまちをつくるため、音楽、表現、アート、古典芸能など文化芸術
に関するワークショップや鑑賞機会を提供しています。
必要とするもの：
活動資金
環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

加治丘陵山林管理グループ
所在地: 〒 358-0053

埼玉県入間市仏子1397-3 ｷﾞｬﾗﾘｰやまなかﾋﾞﾙ1階

電 話： 04-2932-4515

FAX: 04-2932-4515

U R L：
Ｅｍａｉｌ： iruma@npo-kajikyuryo.net
代表者：代表理事
清水 徳三
会員数 100名以上
2,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(法人)
10,000円/年

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
里山の環境や美しさを後世に残すため活動中です。マ
イナスイオンいっぱいの加治丘陵でいい汗流しません
か。
企業・商工団体の皆さんへ
100年後の子どもたちのため、環境を整備し、美しい里
山(加治丘陵)を残す活動しています。ぜひ、種々ご支援
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：
法人設立後7年目に入り、着実に基盤強化が図られ、内
外からの高い評価も得て、大きく成長しています。有償
活動紹介：
ボランティアとしての活動資金、特に動力機械購入資金
我々は入間市の森林を主な対象とし、人と自然とのふれ合いの場として共有す や保険料等、各企業からの助成を望んでいます。
るため、山林活動を続けながら環境整備に寄与することを目的としている。入
間市等と委託契約を締結し、下草刈り、伐採、間伐等を主な活動として7年目を
迎えている。他地域への森林視察研修やかぶと虫取り大会等多くのイベントも 必要とするもの：
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/物品

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

埼玉ツーリズム協議会
所在地: 〒 358-0053

埼玉県入間市仏子1157 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ仏子D-102

電 話： 04-2931-3595

FAX: 04-2931-3596

U R L： http://saitama-tourism.net/

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
地域活性化のためのイベントや都市住民の交流を促進
します。

Ｅｍａｉｌ： fujiki@gos-j.net
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

森良

企業・商工団体の皆さんへ
企業の森や企業の畑を地域と連携して作ります。CSR活
動のフィールドをご提供いたします。

5,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
都市と農村を結び地域活性化の支援を行っています。
遊休農地の解消や森林資源の有効活用など今後も積
活動紹介：
極的に行って参ります。またそのきっかけとなるキャンプ
ＮＰＯ埼玉ツーリズム協議会は、「グリーンツーリズム立県 埼玉！」を目指し、 などにご参加下さい。
埼玉県を中心とした周辺地域の豊かな自然の農山村のグリーンツーリズム・エ
コツーリズムを通じて地域再生を実現し、都市と農山村が共存しながら、こども・
若者から熟年まで多様な世代が協働し元気で活力ある暮らしのできる社会創り 必要とするもの：
を目的としている。
ボランティア受入可

活動資金/事務所
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社会教育/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

自己実現および生きがい人生実現支援教育ｾﾝﾀｰ
所在地: 〒 358-0053

埼玉県入間市仏子284 ﾌﾗﾜｰﾊｲﾂA106

電 話： 042-932-4751

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-932-4751

U R L：
Ｅｍａｉｌ： splpeducenter@livedoor.com
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

瓜生 浩朗
1,200円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
本センターの活動は、現行の教育制度を補完するものである。具体的には、各
人の”生きがい人生”実現に必要な能力や諸条件等を「自己発見診断」及び
「対話」を通して導出し、情報提供やアドバイスを経年度的に提供し、現在また
は将来の不安を解消し、主体的で生きがいのある人生の実現を支援しておりま 必要とするもの：
す。

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

だいちの会
所在地: 〒 358-0014

埼玉県入間市宮寺15-1

電 話： 04-2934-3495

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 04-2934-3495

U R L：
Ｅｍａｉｌ： asunaro@bz03.plala.or.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

寺本 君代
2,000円/年
2,000円/年

入会金3,000円

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

支援を受けるためのメッセージ：
障がい者の国際交流を実現したいと考えております。旅
費、滞在費に充てるため、寄付による資金面の援助を
お願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
入間市で障がい者地域支援センターあすなろを運営しています。

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉

点字ボランティア葦の会
所在地: 〒 358-0004

埼玉県入間市鍵山3-7-34

電 話： 04-2963-6058

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： shimura@crest.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

新村 忠
300円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
視覚障がい者への点訳活動として、小説・童話・単行本・時刻表・新刉図書案
内・新聞コラム・宗教書等を点訳し提供している。視覚障がい者とのふれあいを
図るため、年1回レクリエーションを開催している。小学校や初心者への点訳指
導・点字体験学習を実施している。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

トレイル・オリエンテーリング協会
所在地: 〒 358-0002

埼玉県入間市東町1-15-6

電 話： 04-2964-3221

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
障がい者・老人・子どもが一緒になってたのしむトレイ
ル・オリエンテーリングの集いを後援或いは協賛して下
さい。

FAX: 04-2964-3221

U R L： http://www.trail-o.com
Ｅｍａｉｌ： info@trail-q.com
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

田中 博
1,000円/年
1,000円以上/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
筋力が無い為にスポーツに縁のなかった障がい者にス
ポーツの楽しさを体験してもらう為に、トレイル・オリエン
活動紹介：
テーリング体験会の開催を数多く開く為の、資金援助を
障がい者と健常者、老人と若者、男と女、全ての区別なく競い合える、新しいバ お願い致します。
リアフリースポーツであるトレイル・オリエンテーリングの普及活動と競技力向上
を目指しています。筋力のない障がい者にもできるアウトドアスポーツの特徴を
活かして、障がい者の活動の場を広げ、健常者と交流する機会を増やしていき 必要とするもの：
ます。
ボランティア受入可

活動資金

社会教育/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ＮＡＦＡ子育て環境支援センター
所在地: 〒 358-0054

埼玉県入間市野田1188-3

電 話： 04-2932-8734

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www.nafa.jp/
Ｅｍａｉｌ： nafa@athena.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
自然学校会員

畠山 和人
3,000円/年
1,000円/年

入会金5,000円
入会金500円

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
親子の絆を深めるため、幼児から小学生までの親子を対象に、自然体験活動
プログラムや科学教室などを開催しています。

支援を受けるためのメッセージ：
自然体験活動は安全管理面において、充分なスタッフ
配備が必要です。活動ボランティアと活動にかかる経費
に充てるための資金援助を求めています。

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

ＮＰＯ法人

花の郷
所在地: 〒 358-0031

埼玉県入間市新久127-1

電 話： 04-2934-7745

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
花壇の育成管理、花苗の販売などを行なっております。
ご相談くださいませ。

FAX: 050-1389-1649

U R L：
Ｅｍａｉｌ： iruma_hana@ybb.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

高田 憲

大学・研究機関の皆さんへ
通所福祉施設で、花苗販売を行なっている珍しい施設
です。実習やインターシップ受け入れています。
5,000円

広 報：
ボランティア受入可

支援を受けるためのメッセージ：
今年で11年目、温室完備で花苗の販売もしている施設
です。是非一回施設を見学して、よろしければボラン
ティアとして関わっていただけたら幸いです。

インターン受入可

活動紹介：
当法人は、入間市で障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター「入間
市花の郷福祉作業所」を運営しております。また、障害を持つ方が地域の中で
活動して行くための活動として、当所にて花苗の販売を致しております。平日９
時から１６時です。どうぞお立ち寄り下さい。
必要とするもの：

活動資金/古紙(新聞紙・雑誌・ダンボール)
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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

まごのてネット
所在地: 〒 358-0021

埼玉県入間市高倉1-9-22-509

電 話： 04-2962-8558

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

加藤 眞理子
3,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
主にシニア世代の方々にパソコン利用技術を伝達し、その方々が積極的で豊
かな社会参加をめざしていくことができるような活動をしています。

支援を受けるためのメッセージ：
公民館を使用していますが、立て替えや経費節減など
で、活動場所が縮小する傾向になっています。安定して
使用できる場所があればと思います。

必要とするもの：

まちづくり/NPO支援

まちづくりサポートネット元気な入間
所在地: 〒 358-0003

埼玉県入間市豊岡4-2-2 入間市市民活動ｾﾝﾀｰ内

電 話： 04-2964-2511

FAX: 04-2964-2519

U R L： http://machisapo.com
Ｅｍａｉｌ： center@machisapo.com
代表者：会長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
市民活動を活性化する情報技術、情報発信手段などの
疑問にお答えします。相談、講習/講演、システム構築
などお気軽に相談下さい。

木内 勝司
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
市民活動センターの使い勝手を良くするための備品や
設備を充実させたいと考えます。

インターン受入可

活動紹介：
「元気な入間まちづくり基本条例」に基づき、市民と行政の協働による街づくり
を推進しています。具体的には、活動団体向け研修講座、ホームページや情
報誌による情報発信、各種相談、交流会などの事業を毎年継続してきました。
活動拠点を市民活動センター内に置き、市民活動団体が市民と顔の見える関 必要とするもの：
係を築いています。
活動資金

保健・医療・福祉/まちづくり

友愛会
所在地: 〒 358-0054

埼玉県入間市野田458-3

電 話： 048-963-1083

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
更なる友愛会への関心を深めてください。

FAX: 048-963-1083

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

諸井 あき
300円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
社会福祉協議会の皆さんにお世話になっております。
更なる、心の支援をお願い致します。

ボランティア受入可

活動紹介：
活動目的は、友愛の精神を持って一人暮らしのお年寄り及び各施設との交流
を図り活動を通じて、心の通い合う福祉の街づくりを推進することです。主な内
容は、年賀状や暑中見舞、四季折々の通信慰問です。また各フェスティバル
には、絵手紙体験会場に大勢の方の来場もあり、皆様の心の癒しになることを 必要とするもの：
願い、活動しております。
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社会教育/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ＮＰＯ人づくり大学
所在地: 〒 350-1232

埼玉県日高市中鹿山136-2 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所内

電 話： 0429-84-2031

FAX: 042-985-5549

U R L：
Ｅｍａｉｌ： egami@cello.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
江上 範博
会員数 20名未満
12,000円/年
会 費： 正会員(個人)
賛助会員(個人)
2,000/年
賛助会員(法人)
12,000/年
広 報：

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
しっかりした考え方と行動ができる日本人を育てるため
に、価値観、人間性教育の方法を一緒に開発しません
か。

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
日高市を中心に、元気な子育て、親育てを目的とし、年4回のイベントを行って
います。(春の七草、6月は梅もぎ、秋はハイキングとバーベキュー、年末は餅
つき)先人の知恵を伝承し、地域で協力しながら子どもを育て、健全な地域社
会のお手伝いができればと考えています。
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

クライス
所在地: 〒 350-1206

埼玉県日高市南平沢209-1

電 話： 042-985-1372

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
地域に暮らす外国人の子どもの学習問題について継続
的に話し合いを持ち続けませんか？市民活動の特徴を
生かし協働したいです。

FAX: 042-985-5789

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

小川 智惠乃
3,000円/年

入会金3,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
学習から自立支援まで、幅広くサポートしているクライス
に対して外国人からの存続の要望は強いのですが、資
活動紹介：
金的に支援を得る機会も無いので、異文化交流の枠
日高市原宿349-2に多国籍料理のレストランを営み、地域に暮らす外国人の自 で、広い意味での活動が出来る資金援助をお願いしま
立支援と「まちづくり」を目標にした交流事業各種を行っています。外国人によ す。
る語学講座。手づくり作品の発表や、カウンセリングまで幅広い活動をしていま
す。もちろんエスニック料理のランチも召し上がって頂けます。
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/まちづくり

特定非営利活動法人

在宅福祉サービスたすけあい日高
所在地: 〒 350-1235

埼玉県日高市楡木199-2

電 話： 042-989-1575

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-989-1575

U R L： http://www.geocities.jp/saitamatasukeaihidaka/
Ｅｍａｉｌ： tasukeaihidaka@earth.ocn.ne.jp
代表者：会長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
利用会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

桂 好弘
2,000円/年
2,000円/年
3,000円/年

入会金1,000円
入会金1,000円

支援を受けるためのメッセージ：
助け合い活動は、身近に前例が乏しいので、活動は手
探り状態です。同じ活動を行う他の事業者との情報交換
活動紹介：
を求めています。運営に関わる研修も探していますが、
日高市および周辺地域で、老人・障害者に限らず、市民同士誰でも「困ったと 東京、埼玉地区には極めて乏しい状態です。
きはお互いさま」をモットーとした助け合い活動です。活動面での工夫は、一年
前から趣味活動支援を重視して、「ソシアルダンスクラブ」「絵画クラブ」「農園ク
ラブ」を一般市民の参加を募って開始しました。新たに「パソコン教室」も予定 必要とするもの：
中です。
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/ＰＣ・シュレッダー/研修情報/相談窓口
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

生活サポートこころや
所在地: 〒 350-1233

埼玉県日高市大字下鹿山494こま川団地2街区9-307

電 話： 042-985-0227

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-985-0227

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

岩瀬 雅敏
2,000円/年

保険料2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
移送サービスが全体のサービスの70％くらいを占めて
おり、使用車両の老朽化も進んできています。車イス対
活動紹介：
応の軽自動車が1台増やせれば、10万ｋｍ超の軽セダ
在宅で生活サポートが必要な人々(障がい者・児や高齢者)に対して、自主・自 ンと入れ替えでき、サービスの向上につながると思いま
立性を尊重しつつ個々のニーズにできる限り柔軟に対応し、満足してもらえる す。
よう介護サービス業として活動しています。
必要とするもの：
送迎用車両
保健・医療・福祉/科学技術

特定非営利活動法人

日本サプリメント臨床研究会
所在地: 〒 350-1243

埼玉県日高市新堀227-5

電 話： 042-984-0857

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-984-0856

U R L： http://jacrs.org
Ｅｍａｉｌ： info@jacrs.org
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
ボランティア受入可

長谷川 秀夫
10,000円/年
10,000円/年
100,000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：
サプリメント原料の有効性・安全性を試験・評価し、その成果を情報公開、ある
いは啓発・普及しています。また、バイオジェニックス連絡協議会を設立し、品
質評価系を確立し、バイオジェニックスの啓発・普及に努めています。さらに、
埼玉県日高市の旧高麗郷といわれた地域で、高麗人参の栽培を啓発・普及し 必要とするもの：
ています。
活動資金

保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

ぶどうの樹
所在地: 〒 350-1227

埼玉県日高市女影612-5

電 話： 0429-85-6397

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
相澤 美智子
会員数 20名未満
6,000円/月
会 費： 正会員
賛助会員
3,000円/年
ブルーベリー会員
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：
NPO基金に登録済

活動紹介：

必要とするもの：
活動資金
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社会教育

特定非営利活動法人

毛呂ＢＯＯＫ
所在地: 〒 350-1205

埼玉県日高市原宿490-11

電 話： 042-985-5337

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 042-985-5337

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費：

渡辺 庸久

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：
今年、町の議会の関係で活動は来年からになる予定です。そのため昨年に引
き続き現在はまだ準備中です。
必要とするもの：
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