保健・医療・福祉/災害救援

特定非営利活動法人

愛心健康福祉友の会
所在地: 〒 141-0022

東京都品川区東五反田3-6-15-301

電 話：

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 100名以上
会 費： 正会員

福田 雄次郎
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：

必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

アットホーム
所在地: 〒 133-0044

東京都江戸川区本一色3-25-4

電 話： 03-3656-4330

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
障害者ジョブカードシステムを開発し関係先の協力を得
て障害者のキャリア開発に向けてスタートさせたいと思
います。

FAX: 03-3656-4340

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

四ツ屋 久利
3,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
作業所の開設、グループホーム・ケアホームの増設にと
もなう資金の助成を希望します。またジョブカード開発に
活動紹介：
現在は江戸川区内で知的障害者のグループホーム・ケアホームを運営してい 必要な人材(キャリアカウンセラー)やシステム開発へ協
ます。内閣府の認証を得たので近県でも障害者が安心して利用でき地域の方 力していただける方を希望しています。
がたとともに生活していける場を提供していきたいと計画しています。また就労
や作業に役立つ障害者ジョブカードセンターを発足させ自立を支援していきた 必要とするもの：
いと思っております。
ボランティア受入可

活動資金/情報

環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

荒川クリーンエイド・フォーラム
所在地: 〒 132-0033

東京都江戸川区東小松川3-35-13-204

電 話： 03-3654-7240

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
社会貢献活動の一環としてゴミ拾い・ゴミ調査を実施しま
せんか。ゴミのない自然豊かな荒川をともに実現しましょ
う。

FAX: 03-3654-7256

U R L： http://www.cleanaid.jp/
Ｅｍａｉｌ： renraku@cleanaid.jp
代表者：代表理事
佐藤 正兵
会員数 100名以上
2,000円/年
会 費： 正会員(個人)
正会員(団体)
10,000円/年
賛助会員
1,000円/年
広 報： 荒川クリーンエイドニュース/メルマガ有/その他広報有

自治会・地縁団体の皆さんへ
街づくりの一環としてゴミ拾い・ゴミ調査を実施しません
か。ゴミのない自然豊かな荒川をともに実現しましょう。

支援を受けるためのメッセージ：
ゴミ拾い・ゴミ調査をとおして荒川や東京湾の自然回復
を目指す「荒川クリーンエイド」へのご協賛をお願いいた
活動紹介：
荒川や支流のゴミを種類別に数えながら拾います。ゴミの種類と数を確認する します！自然の回復と環境意識の向上を通して、ともに
ことで、参加者一人ひとりに気づきをもたらします。調査結果を生かして、ゴミの 社会に貢献しましょう。
発生を抑え、ゴミのない社会を目指します。また、水質調査や環境学習支援、
流域連携、社会貢献や市民参画の支援等を通し、総合的に荒川の環境を考 必要とするもの：
え、行動しています。
ボランティア受入可

活動資金
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NPO支援/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

ＮＰＯ事業サポートセンター
所在地: 〒 105-0014

東京都港区芝2-8-18 HSﾋﾞﾙ2階

電 話： 03-3456-1611

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
地域マーケティングやサービス開発など相互の人材交
流や共同事業を促進し、互いに必要とされる関係を目
指したい。

FAX: 03-6808-3788

U R L： http://www.npo-support.jp/
Ｅｍａｉｌ： npo@npo-support.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 団体正会員
個人正会員

笹平 美江子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
地域事業や市民事業を行なうNPOを積極的に育成し、
域内経済振興や雇用環境の整備に取組みたい。

20,000円/年
10,000円/年

広 報： メルマガ有

支援を受けるためのメッセージ：
NPOや市民団体の活動支援や法制改革、人材育成な
ど私たちの取り組みは表面には見えにくいですが、市民
活動紹介：
福祉や環境、国際協力など様々な分野で活動する市民団体への運営支援や 社会の基盤を支える重要な取り組みです。皆様のご支
人材育成、市民活動促進のための法制改革に取組んでいます。NPOと社会的 援ご協力をお願いします。
企業、行政、労組など地域社会の様々な構成主体間の協働にも取組んでお
り、市民が主体的に参加する新しい社会・公益の実現を目指しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/ＰＣなど
環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

園芸アグリセンター
所在地: 〒 104-0031

東京都中央区京橋3-12-7

電 話： 03-3561-1287

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
次世代を担う青尐年を育成すると共に、災害によって失
われた三宅島の緑の回復に向けて、一人でも多くの
方々のご協力を得たい。

FAX: 03-3561-1233

U R L： http://engei-agricenter.web.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： h-munemura@tokyo-keigukai.or.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

宗村 秀夫
1,000円/年

入会金1,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
一人の力は小さくても、同じ思いを抱く人が集まれば大
きな力になります。継続するためには、苗木・肥料や渡
活動紹介：
①三宅島緑化活動を2005年から年２回(６月・11月)、高校生を中心に100人規 航費など多額の資金が必要となります。当ＮＰＯの趣旨
模で実施しています。植樹・下草刈り・たまねぎ苗・鉢植えの苗・有機肥料など をご理解いただき、是非ともご支援をお願いします。
の配布並びに島民との交流会など。②緑の学校の開催。都立高校の圃場を借
用し、無農薬野菜の栽培を毎年行っており、今年で５回目となります。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/有機肥料・苗・土など
環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

園芸療育環境アカデミー
所在地: 〒 145-0071

東京都大田区田園調布5-3-9

電 話： 03-3722-5581

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
園芸活動を介護予防、認知予防に活用し、高齢者を地
域で支える具体的なプログラム、ネットワークづくりを進
めて行きたい。

FAX: 03-3722-5587

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

松浦 幸雄
5,000円/年
2,500円/年
10,000円/年

入会金5,000円
入会金2,500円
入会金10,000円

支援を受けるためのメッセージ：
園芸療育には身体能力、コミュニケーション力および五
感の活性化等様々な効果が複合的に作用します。園芸
活動紹介：
園芸に関わる機会が尐ない幼児、児童に対して、発達段階に応じて園芸を提 活動が効果的に展開できる環境の創出を目指していま
供し、楽しみの中から自然や命に対する興味を持たせる体験学習を通じて、コ す。安全で安心して園芸活動が行える場所を求めてい
ミュニケーション能力向上等を図る活動を行っています。園芸活動を通して子 ます。
どもたちの健全育成を図るボランティアの育成を行っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/活動場所
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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

河川環境基金
所在地: 〒 171-0042

東京都豊島区高松1-8-3ﾌｼﾞﾐﾊｲﾂ101

電 話：

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 100名以上
会 費： 河川環境保護指導員

10,000円/年

登録料10,000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：
日本全国、海外を活動の場として、河川環境保護指導員として、本部より任命
資格を得たものが地域に密着をした環境保全活動・啓発活動を行っています。
２００５年３月日本初の共同政令・省令「人材認定等事業に係る事業登録制度」
に最初に登録。Http://www.env.go.jp/policy/edu/reg/index.htmlをご参照くだ 必要とするもの：
さい。
活動資金/情報

環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

環境研修フォーラム
所在地: 〒 113-0021

東京都文京区本駒込5-67-9-701

電 話： 03-5940-2155

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
環境教室の講師を派遣します。地球温暖化防止につい
て考えてみませんか。子どもへのメッセージを伝えませ
んか。

FAX:

U R L： http://ekensyu-e.web.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： ekensyu-e@infoseek.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

加治 隆

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
地球温暖化防止について、樹木の働き(光合成)を調べ
て、その二酸化炭素をどのくらい吸収するかを測定し、
活動紹介：
インターネットを利用した環境教育を行っています。樹木の働きを調べて、二酸 日ごろの省エネ活動を訴えるための学習会を増やしま
化炭素の吸収について測定するものです。市や区の環境行事に参加し、地球 す。そのための活動費の支援をお願いします。
温暖化防止の普及活動を行っています。
必要とするもの：
活動資金
まちづくり/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

起業とキャリア支援センター
所在地: 〒 102-0071

東京都千代田区富士見町2-6-10

電 話： 03-3239-8641

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
各地方での起業したい人への支援や若者のキャリア
アップ支援をサポートできます。毎週や毎月定期的活動
も可能です。

FAX: 03-3263-3555

U R L： http://sub.yunikoo.net
Ｅｍａｉｌ： info@yunikoo.net
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員
法人会員

蛯子 勝彦

企業・商工団体の皆さんへ
社員の方々のキャリアアップ支援や地方の起業家を育
成する法人会員としてのご協力をお願い申し上げます。

30,000円/年
60,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
身のたけ在宅起業等の相談受付窓口等の場所の提供
を目黒区のようにお願いできれば幸いです。地方を活
活動紹介：
目黒区役所の1階で働く人のいろいろな相談を平日カウンセラーが常設の小ス 性化すために地元で起業する人たちを増やしません
か！目黒区で2年以上実績もあります。支援者を求めま
ペースコーナーで、支援いたしております。2年間の実績があります。現在も
行っております。働く若者への支援や地元での起業相談等をぜひ各地方に広 す！
げたいと考えております。企業や行政の方々のご協力からお願い申し上げま 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/事務所
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地域安全/災害救援

特定非営利活動法人

帰宅支援ネットワーク
所在地: 〒 177-0045

東京都練馬区石神井台6-17-4

電 話： 03-6767-9870

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
大災害の予測は無理でも、想定した事前訓練は可能で
す。そこで移動式「災害映像マルチ体験スタジオ」創りに
挑戦したいと思います。是非とも業界・団体として御支援
とご協力をお願いします。

FAX: 03-3922-4733

U R L： http://www.kitakusiennetwork.jp/
Ｅｍａｉｌ： saitoh@kitakusiennetwork.jp
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員

斎藤 晃顕

企業・商工団体の皆さんへ
帰宅困難者は大部分が遠距離通勤者です。想定で670
入会金2,000円
万人以上もの人々が錯綜しあいます。せめて交差点毎
に単純明快な災害時対応「サイン」づくりを考えていま
すが資金不足で進みません。業界団体のご協力をお願
いします。
広 報： 広報誌(紙)有
支援を受けるためのメッセージ：
私達の会員は、多種多彩の才能を持っています。いろ
いろな視点からの防災講演会、自主映像作品づくり、講
活動紹介：
毎年1月開催の千代田区帰宅困難者避難訓練に新・防災用品の紹介、徒歩帰 師謝金、会場費、資料作製費、等々資金不足から実現
宅訓練に参加。地震防災教育ＤＶＤ「地震に備えて今、やるべきこと～ 緊急地 に苦労しています。寄付などでのご支援を、ご協力をお
震速報が流れたら、どうする？」の制作に企画協力。地域の「ロータリークラブ」 願いいたします。
や「ライオンズクラブ」の会員に防災・防犯等の危機管理の話。会員向け情報 必要とするもの：
紙「支援ネットニュース」により、会員同士の情報交換の機会や紹介等をしてい
活動資金/ご協力・ご支援頂ける検討材料などの情報
ます。
保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

元気力向上委員会
所在地: 〒 181-0002

東京都三鷹市牟礼2-14-2-104

電 話： 0422-48-5384

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
認知症予防の「脳の健康教室」をサポートする方を募集
中。地域福祉活性化を目指しています。

FAX: 0422-48-5384

U R L： http://www.genkiryoku.net/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

後藤 貴徳
12,000円/年

入会金3,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
事務所を持つ資金がなく自宅で活動しています。事務
所とOA機器とサポーター、ボランティアの人材がほしい
活動紹介：
三鷹市の高齢者対象に「脳の健康教室」、コミュニティカフェ、健康相談を、子 です。支援をお願いします。
ども対象に市内公園の樹木、草花へのネームプレート取り付け体験学習
ボランティア受入可

必要とするもの：
活動資金/事務所
保健・医療・福祉/国際協力

特定非営利活動法人

国際健保協会
所在地: 〒 141-0022

東京都品川区東五反田2-16-2-408

電 話： 03-5403-6341

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-5403-6441

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

野田 伸雄
12,000円/年
360,000円/年

入会金10,000円
入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
がん患者に対し、海外で承認された新薬の調査と紹介、並びに受診支援事業
を行っています。がん遺伝子治療など最新の治療を実施している国内外の医
療機関15カ所と提携して事業を行っています。
必要とするもの：
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学術・文化・芸術・スポーツ/国際協力

特定非営利活動法人

国境なき楽団
所在地: 〒 150-0044

東京都渋谷区円山町5-4 ﾌｨｰﾙA渋谷802

電 話： 03-3462-2007

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-3462-2007

U R L： http://www.gakudan.or.jp/
Ｅｍａｉｌ： info@gakudan.or.jp
代表者：代表理事
会員数
会 費：

庄野 眞代

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
音楽を通じて人の心と心を結びつける役目を担うのが、特定非営利活動法人
国境なき楽団です。人類の共通語である音楽から多くの出会い触れ合いが生
まれることを願い、仲間を募っています。チャリティーコンサート、海の向こうに
楽器を送る活動をはじめ、「セプテンバーコンサート」と呼ばれる、9.11からス
必要とするもの：
タートした平和を願うためのコンサート活動を行なっています。

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

コミュニティ活動支援センター
所在地: 〒 114-8574

東京都北区中里2-9-5

電 話： 03-3917-8530

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
聖学院大学の近隣には三貫清水や里山が残されてい
ます。学生たちとともに活用や整備を考えてみません
か。

FAX: 03-3917-5839

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
平 修久
会員数 100名以上
3,000円/年
会 費： 正会員
正会員(学生)
1,000円/年
賛助会員個人・団体
2千円・5万円/年
広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
中越沖地震被災地の小千谷市塩谷地区との交流活動
を続けています。農業体験や雪かき合宿のための交通
活動紹介：
上尾市の聖学院大学周辺で活動しています。学生達が地域の人々と共にまち 費が学生には負担です。支援を頂ければより多くの学
づくりや環境活動をしつつ交流し学んでいます。学内でホタルを飼育したり野 生が参加できます。
菜を栽培。地域の祭りでは実行委員として頑張るなど、元気に行動するNPOで
す。大学に根を下ろし地域に枝葉を広げて行く若いパワーに溢れた私たちで 必要とするもの：
す。
活動資金/情報

情報化社会/社会教育

特定非営利活動法人

コミュニティ・コンサルタント
所在地: 〒 102-0085

東京都千代田区六番町1

電 話：

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://comcon.typepad.jp/
Ｅｍａｉｌ： info@comcon.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

12,000円/年

入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
ブログ、ホームページなどＩＴ活用の研修を行なっています。
必要とするもの：
活動資金/情報
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災害救援/国際協力

特定非営利活動法人

ＪＨＰ・学校をつくる会
所在地: 〒 108-0014

東京都港区芝5-26-16 読売理工学院ﾋﾞﾙ6階

電 話： 03-6435-0812

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
当会は、「国際ボランティア・カレッジ」を開講していま
す。9月より2月中旬まで約70コマの講義。2月下旬から
のカンボジア現地研修を行います。大学の単位認定な
ど協働を希望しています。

FAX: 03-6435-0813

U R L： http://www.jhp.or.jp/
Ｅｍａｉｌ： tokyo-office@jhp.or.jp
代表者：代表理事
小山内 美江子
会員数 100名以上
50,000円/年
会 費： 特別会員
一般会員
5,000円/年
学生会員
3,000円/年
広 報： 広報誌(紙)有/メルマガ有/その他広報有

企業・商工団体の皆さんへ
途上国への教育支援、学校建設、現地視察など、企業
や団体の皆さんのご希望と現地のニーズを調整しなが
ら活動をサポートいたします。

支援を受けるためのメッセージ：
カンボジアでは将来の自立に向けて、小中学校の建
設、教師の資質向上が急務です。また日本の若者が地
活動紹介：
JHPは"JAPAN TEAM OF YOUNG HUMAN POWER"の略。カンボジアを主な 球市民として歩んで欲しいという願いから、海外ボラン
対象国とし、「学校」や「教育」をテーマに、人道的な支援を志す心若い人々が ティア派遣を継続しています。同じ地球に住む仲間とし
集るNGOとして1993年から活動しています。これまで230棟を超える小・中学校 て、「学びたい気持」を「できることから」支えてください！
を建設。同時に音楽や美術教師を200年以上育成し、情操教育普及にも貢献 必要とするもの：
しています。この他、衛生施設(児童養護施設)の建設と運営も行っています。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/楽器(鍵盤ハーモニカ・リコーダー等)/宣伝や報告
機会･イベント･助成金の情報/支援物資倉庫

まちづくり/地域安全

特定非営利活動法人

Ｓｐａｃｅ ｆｏｒ Ｌｉｆｅ
所在地: 〒 150-0002

東京都渋谷区渋谷3-27-15 光和ﾋﾞﾙ3階

電 話： 03-5468-8471

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
生活空間に関するコンサルティング 安全、安心な良品
建材の紹介 高齢者・身体者からみた住まいとまちづく
りの提案

FAX: 03-3406-1945

U R L： http://www.sp4l.org/
Ｅｍａｉｌ： info@sp4l.org
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 賛助会員
法人会員
その他
広 報：

楠山 登喜雄
360,000円/年
36,000円/年
6,000円/年

入会金500,000円
入会金30,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
安全、安心な良品建材の紹介 エコ、省エネ建材の紹
介

支援を受けるためのメッセージ：
地域に埋もれている良品建材、エコ、省エネ商品の紹
介をお願いします。

ボランティア受入可

活動紹介：
この法人は、住宅・建築・都市・地域社会を融合した生活空間と、人がかかわり
を持つ様々な要素を総合的に捉え、理想的な生活空間を創造することにより、
全ての人々が、人間らしく過ごすことができる社会の実現に寄与することを目的
とする。
必要とするもの：

地域の良品建材情報
学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

スポーツネットワークジャパン
所在地: 〒 173-0003
電 話：

東京都板橋区加賀2-18-28-203

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
雑誌を作り、また、設置にご協力頂ける場合は、ぜひ、
宜しくお願いいたします。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
スポーツ総合誌「スポーツゴジラ」をフリーペーパーで出
版しています。慢性的に資金が不足しているので、趣旨
にご賛同して頂ける方の支援をお待ちしております。

ボランティア受入可

活動紹介：
フリーペーパー「スポーツゴジラ」の発行。

必要とするもの：
活動資金
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社会教育/まちづくり

特定非営利活動法人

地方自立政策研究所
所在地: 〒 103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町1-12-2 ﾀｯｸ馬喰町707

電 話： 03-5623-0472

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-5623-0473

U R L： http://www.jiritsuken.org/
Ｅｍａｉｌ： info@jiritsuken.org
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

穂坂 邦夫
10,000円/年

入会金2,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
地域社会をよりよく変えていこうと活動している市民や地方議員に対して、地方
の自立と地域の課題を解決する政策立案の能力を高める社会教育や政策の
実現によるまちづくりの推進を図る事業を行っています。
必要とするもの：

社会教育/国際協力

特定非営利活動法人

つくしくらぶ
所在地: 〒 102-0093

東京都千代田区平河町1-6-11 ｴｸｼｰﾙ平河町304

電 話： 03-3239-5603

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-3239-5603

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
髙松 泰代
会員数 20名未満
6,000円/年
会 費： 正会員
サポート会員
2,000円/年
賛助会員
12,000円/年
広 報： 広報誌(紙)有/メルマガ有

入会金10,000円
入会金20,000円

支援を受けるためのメッセージ：
NPO活動は、自分たちのミッション(思い・考え)を世の中
に広めるため、まず、自ら手弁当手作業で行い、その
活動紹介：
異文化は、国と国との間にだけあるものでない。同じ国の中にも個人どうしの中 後、共感を感じられた方々より寄付を頂いています。
にもある。どちらが正しく、どちらが悪いというものではない。それぞれの正しさ
を主張しあうときに紛争や憎しみが生じる。私どもは、お互いの違いを理解し、
その違いを尊重しあうことが、相互理解を可能にする、との考えで活動していま 必要とするもの：
す。
活動資金

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

テクノシップ
所在地: 〒 108-0071

東京都港区白金台4-7-12-201

電 話： 03-5421-2477

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
折り紙、切り絵等の特技をお持ちの方々をご紹介頂き、
地元の皆様と折り紙教室、切り絵教室等を開催したいと
思っています。

FAX: 03-5421-2477

U R L： http://npo-technoship.com
Ｅｍａｉｌ： sirokanedai@npo-technoship.com
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

小嶋 みち子
5,000円/年

入会金5,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
港区の事業は助成金を受けることが出来た為成立して
いますが、所沢では会員の会費や寄付のみが収入源で
活動紹介：
東京都港区と埼玉県所沢市で発達障害児・者に対して社会的自立を助けるた 年々活動が減尐しています。来年度ソーシャルスキルト
めに、就労支援、教育支援、余暇活動支援、ソーシャルスキルトレーニングを レーニングを行う計画ですのでご協力をお願いします。
行っています。また、発達障害児・者と地域住民との触れ合いを積極的に進め
るため、地域の祭り等にはテクノシップとして参加しています。
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/情報/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

ナイスエージング・スキーヤーズ協会
所在地: 〒 171-0033

東京都豊島区高田3-6-10-608

電 話： 03-5985-1600

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-5985-1588

U R L： http://www.na-sa.org
Ｅｍａｉｌ： info@na-sa.org
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
クラブ会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

平澤 文雄
10,000円/年
3,000円/年
20,000円～

入会金10,000円
入会金1,000円
支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
主として中高年を対象に、スキーをすることにより、良い年を重ねられるよう、年
間を通して、各行事の企画、運営をしています。
必要とするもの：

特定非営利活動法人

日本ＮＰＯセンター
所在地: 〒 100-0004

東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ﾋﾞﾙ245

電 話： 03-3510-0855

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-3510-0856

U R L： http://www.jnpoc.ne.jp/
Ｅｍａｉｌ： jncenter@jnpoc.ne.jp
代表者：代表理事
山岡 義典
会員数 100名以上
10,000円/年
会 費： 正会員(個人・NPO)
正会員(行政・企業等)
5万・10万円/年
準会員 個人・団体
5,000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：
このセンターは、民間非営利セクターに関するインフラストラクチャー・オーガニ
ゼーション(基盤的組織)として、NPOの社会的基盤の強化を図り、市民社会づ
くりの共同責任者としての企業や行政との新しいパートナーシップの確立をめ
ざします。
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

日本ガーディアン・エンジェルス
所在地: 〒 104-0033

東京都中央区新川1-29-13 B1

電 話： 03-3523-5300

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
地域の防犯活動を通じてまちづくりを一緒にやりません
か。リニューアルした川口支部拠点をシェアされる団体
を募集中です。

FAX: 03-3523-5366

U R L： http://www.guardianangels.or.jp
Ｅｍａｉｌ： info@guardianangels.or.jp
代表者：理事長
小田 啓二
会員数 100名以上
3,000円/年
会 費： 正会員
特別会員
5,000円/年
賛助会員法人・個人
1万円・5千円/年
広 報：

入会金1,000円

企業・商工団体の皆さんへ
パトロールを通じた安心安全なまちづくりへの支援・協
賛のパートナーを求めています。お気軽に声をかけてく
ださい。

支援を受けるためのメッセージ：
健康であれば、どなたにでも参加していただける活動で
す。体験入会も随時歓迎しています。法人・個人の方か
活動紹介：
全国24支部により、地域の安心安全のための活動をしています。ゴミ拾いなど らの経済支援は、小額からでもありがたいのです。パト
ロールを通じ、一緒によりよいまちづくりをしていきましょ
の環境美化や挨拶などのコミュニケーションを主とした街のパトロールを通じ
て、体感治安・青尐年の健全育成に努めています。街の安心安全に関心のあ う。
る健康な方ならどなたにでも参加いただけますので皆さんの参加をお待ちして 必要とするもの：
います。
ボランティア受入可

活動資金/活動時の水分(飲料)・防犯物品ほか/地域の安全情
報
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社会教育/環境保全

特定非営利活動法人

日本動物生命尊重の会
所在地: 〒 157-0065

東京都世田谷区上祖師谷3-1-4

電 話： 03-3484-1850

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
犬猫を飼う方は保健所の犬猫を家族に迎えてみません
か。元は飼い犬猫ですのでなつっこいです。きっと良い
家族になれます。

FAX: 03-3484-1850

U R L： http://www.npo-alis.org/
Ｅｍａｉｌ： alis1993@live.jp
代表者：
会員数 50～99名
会 費：

広 報： メルマガ有

支援を受けるためのメッセージ：
中型以上の大きさの雑種犬と成猫を中心にレスキューを
しているので医療費が嵩んでしまいます。事務所を借り
活動紹介：
東京と埼玉を中心に動物愛護センターより処分される犬猫を引き取り、新しい る余裕もありませんし里親さんも雑種だと野犬のように認
飼い主探しと 啓発活動を行っています。保健所に収容されている犬猫が年間 識をしているので譲渡会場が必要です。命を救うため
35万匹いること。それを防ぐことをもっと市民の方に知って頂きたいと思います。 の。
毎月、譲渡会を開いたり、年に数回イベントに参加しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/事務所/活動場所
学術・文化・芸術・スポーツ/情報化社会

特定非営利活動法人

日本バスケットボール振興会
所在地: 〒 101-0051

東京都千代田区神田神保町1-8 第二野口ﾋﾞﾙ3B

電 話： 03-3219-9311

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
日本のバスケットボールの普及・発展にご協力ください。

FAX: 03-3219-9311

U R L：
Ｅｍａｉｌ： sinkokai@jbbs.jp
代表者：会長
会員数 100名以上
会 費： 法人会員
男子会員
女子会員
広 報： 広報誌(紙)有

愛知 和男
50,000円/年
10,000円/年
5,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
障がい者、シニアバスケットボールなどの活動を支援す
る資金、バスケットボールの普及などに協力する資金な
活動紹介：
バスケットボールを愛する人たちが集って、広くバスケットボールの普及発展に どが必要。
寄与することを目的としています。家庭婦人、シニア層、中学生、障がい者など
の団体に助成を行い、広報紙「バスケットボールプラザ」を年4回発行し、全国
の会員および関係諸団体にバスケットボールの情報を提供しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金
科学技術/情報化社会

特定非営利活動法人

ＶＣＡＤシステム研究会
所在地: 〒 157-0073

東京都世田谷区砧2-17-7 Eｽﾍﾟｰｽﾋﾞﾙ3階

電 話： 03-5942-8070

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L： http://www.vcad.jp/
Ｅｍａｉｌ： office@vcad.jp
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 法人会員
正会員
賛助会員
広 報：

牧野内 昭武
150,000円/年
10,000円/年
5,000円/年
支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
新世代のＣＡＤシステムを普及するために定期的に研究会を開催しています。
また、興味のある対象毎に分科会を開催しています。
必要とするもの：
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

フラワーセラピー研究会
所在地: 〒 150-0001

東京都渋谷区神宮前6-28-5

電 話： 03-3409-3756

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
今後の老人介護の軽減を図る取り組みとして介護予防
の講座を開設し元気印の高齢者を増やすサポートを展
開したい。

FAX: 03-3409-0085

U R L： http://www.flowertherapy.net
Ｅｍａｉｌ： info@flowertherapy.net
代表者：
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

田村 記子
5,300円/年
5,000円/年

入会金1,000円
入会金1,000円

企業・商工団体の皆さんへ
社会参加へのキッカケ作りを手がけています。そのため
に「フラワーセラピー」体験教室を企業や団体の中で開
催していきたい。

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
ボランティア活動の展開を進めるためのボランティアリー
ダーやフラワーセラピストの養成を育む養成講座を開催
活動紹介：
「花でコミュニケーション」を理念として、高齢者施設・障害者施設・学校・企業 するにあたって情報の発信・広報などの場を広く求めま
等でボランティア活動・メンタルヘルス活動などの展開をしています。西オース す。情報発信の場をお願いします。
トラリアの野生の花をマスコットフラワーとしてフラワーセラピーを用いた生涯学
習も提案しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金必要/情報発信のためのチャンス
まちづくり/消費者保護

特定非営利活動法人

マンションオーナーズコミュニティー
所在地: 〒 101-0052

東京都千代田区神田小川町3-28-13

電 話： 03-3292-6464

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
マンションはまちの一部となり、人口の地域社会に占め
る割合も増加して、無視できない存在です。新しい手法
で協働を。

FAX: 03-3292-6465

U R L： http://www.moc.npo-jp.net
Ｅｍａｉｌ： moc@npo-jp.net
代表者：
長宗 敏治
会員数 100名以上
3,000円/月
会 費： 正会員
賛助会員(法人)
50,000円
賛助会員(個人)
5,000円
広 報：

入会金10,000円

大学・研究機関の皆さんへ
集合住宅(特にマンション)について研究しましょう。生活
の場として、人口の１割近くが住んでいます。

支援を受けるためのメッセージ：
マンションは地域の一部を形成していると認められはじ
めているが、建物としての存在が中心であります。しか
活動紹介：
分譲マンションの管理組合および区分所有者を中心に無料相談やセミナー、 し、マンション内部と地域社会を結びつけることと、分譲
さらにはコンサルティングなどの支援を行います。その活動を中心にして、マン マンションの固有の問題にも共に取り組みましょう。
ション住民および管理組合(役員等)相互のコミュニケーションを活性化し、マン
ション内部のコミュニティの再形成等を助ける活動を行っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金
社会教育/環境保全

特定非営利活動法人

水と緑の環境フォーラム
所在地: 〒 120-0034

東京都足立区千住2-43-7 ITON105

電 話： 03-3882-6141

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
子ども達に植林を通じて環境保全を学んでもらう「もった
いないkids植林プロジェクト」に参加してみませんか。

FAX: 03-3881-3512

U R L： http://mottainai-kids-green.jp
Ｅｍａｉｌ： eco_wasabi@mottainai-kids-green.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
団体

本間 昭男

企業・商工団体の皆さんへ
㈳国土緑化推進機構と共同の取組みで子ども達の植
林に資金協力をすることで一緒に環境保全をするＣＳＲ
を考えてみませんか。

3,000円/年
10,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
現在ローソンなど多くの会社がCSRとして協力していま
す。もっと民間レベルの中小の団体でもCSRを進める必
活動紹介：
日本全国の子ども会と教育機関関係者との協力で「緑の募金」を活用した植樹 要があると思います。その一つとしてエコ活動を子ども
会を開催しています。また「もったいない」運動をしているマータイさんのグリー 達と一緒に進めてみませんか？。
ンベルトと「緑の募金」に募金協力を呼びかける事務局運営もしています。2009
年から中国の黄砂を止める為のバイオボード建材で協力された寄付で中国に 必要とするもの：
植林する企画も推進しています。
ボランティア受入可

活動資金

339

保健・医療・福祉/男女共同参画

メンタルサービスセンター
所在地: 〒 176-8799

東京都練馬区豊玉北6-4-2 練馬郵便局留

電 話： 03-3993-6147

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
ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)は今や重要な社会問題
です。ＤＶ問題を分かりやすく伝えるための講演のため
の講師を派遣しています。

FAX: 03-3993-6147

U R L： http://www5e.biglobe.ne.jp/~m-s-c/
Ｅｍａｉｌ： kusayanagi-k@msj.biglobe.ne.jp
代表者：代表
会員数
会 費：

草柳 和之

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
ＤＶ問題をユーモアを交えて伝えるための川柳や諺を
「いろは47文字」で作成しました。これをカルタの形式に
活動紹介：
いじめ問題、家庭内暴力、アダルトチルドレン、ＤＶ、各種依存症等、家庭内ト して、ＤＶ問題啓発のための教材にしたいと考えていま
ラウマの問題に力を入れながら、ネットワークを作りつつ取組んでいます。特に す。その資金提供を募ります。
ＤＶ加害者のための暴力克服プログラムをトータルに実践する、日本で初めて
の心理相談機関・ＮＧＯです。来所相談の実施や、各種ワークショップ、シンポ 必要とするもの：
ジウム、箱庭療法研究会、ストップ・ザＤＶ研究会等も開催しています。
ボランティア受入可

活動資金/助成金情報

特定非営利活動法人

幼児教室メルヘン
所在地: 〒 168-0071

東京都杉並区高井戸西3-7-16

電 話： 03-5370-5841

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 03-5370-5841

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数
会 費：

小森 洋

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：

必要とするもの：

保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

サポート倶楽部友の会
所在地: 〒 215-0017
電 話：

神奈川県川崎市麻生区王禅寺西6-14-5

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
一緒に地域づくりやネットワークの構築を促進し、住み
やすい地域を目指しませんか？

FAX:

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

芝忠
2,100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：
内閣府認証NPOとして、生活総合支援防犯防災、コンサルティング業務を３本
の柱とし、地域コミュニティの再生や支援活動を行っております。雇用の支援と
しては、助成や高齢者の支援を実施し、３つの業務をインキュベート(起業)させ
ていただいております。
必要とするもの：
情報/パートナー
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

手技療術指導協会
所在地: 〒 231-0849

神奈川県横浜市中区麦田町3-88

電 話： 045-625-0738

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： doss@yyojutsu.com
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員

原田 聡
10,000円/月

入会金10,000円

広 報： その他広報有
ボランティア受入可

支援を受けるためのメッセージ：

インターン受入可

活動紹介：

必要とするもの：
活動資金/活動場所/物品
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

チャーミングライフサポート協会
所在地: 〒 221-0046

神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町3-1 弘中ﾋﾞﾙ203 協働したい相手へのメッセージ：

電 話： 045-451-1213

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
地域活性化のため、有償ボランティアの育成、資格認定
を行います。団塊の世代の地域デビューノウハウを身に
付けませんか。

FAX: 03-6891-1175

U R L： http://www.clsa-tokyo-npo.org/Clsa-tokyo-npo.org
Ｅｍａｉｌ： info@clsa-tokyo-npo.org
代表者：理事長
中村 尚志
会員数 20～49名
12,000円/年
会 費： 正会員(個人)
正会員(法人)
60,000円/年
賛助会員(個人)
6,000円/年
広 報： その他広報有

入会金10,000円
入会金100,000円
入会金5,000円

支援を受けるためのメッセージ：
地域で活躍する有償ボランティアを養成したいと考えて
います。講師謝金、会場費等に充てるため、寄附による
活動紹介：
「自分の健康は自らの努力によって作り、守るヘルスプロモーション＆スローエ 支援をお願いします。ホームヘルパー養成、ピアカウン
イジング運動」普及のためのボランティアを育成する団体です。現在、定期的 セラー養成、「歌って回想」健康法指導員養成等を実
施。
に歌って「元気・湧く・ワク」体操教室、「脳の健康」体操教室を開催中です。
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/事務所/活動場所/情報
保健・医療・福祉/NPO支援

特定非営利活動法人

人材パワーアップセンター
所在地: 〒 271-0097

千葉県松戸市栗山542-2

電 話： 047-364-8820

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
地域の力を合わせ協働することによって課題の解決がよ
り容易となり速やかに出来ると期待しています。

FAX: 047-364-8820

U R L：
Ｅｍａｉｌ： bzm06122@nifty.com
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員

岩橋 秀高
2,400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：
定年後の人たちやそのつれあいの方々が市民活動に
参画してきてくれる取組をしています。皆さん一緒に活
活動紹介：
私たちは地域の人たちの夢や思いの実現を支援し、推進しています。地域の 動しましょう！
課題解決による生きがいの発見と地域の活性化に貢献しています。
ボランティア受入可

インターン受入可

必要とするもの：
人材
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保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

生前・死後サポート協議会
所在地: 〒 272-0023

千葉県市川市南八幡4-15-10

電 話：

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

瀧澤 猛龍
6,000円/年

入会金1,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私達はこのような活動を行っています。1.老後の心と身体のサポート 2.老後の
財産の管理および整理 3.死後の総合サポートと葬儀から墓参りまで 4.市川
市のお寺と埼玉県のお寺・二ヶ寺で運営
必要とするもの：
情報
国際協力/人権・平和

チーム ピース チャレンジャー
所在地: 〒 272-0021

千葉県市川市八幡5-11-14

電 話： 047-332-0706

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
フェアトレードを中心に国際自立支援の活動を若者を中
心とする団体とともに広げていきたいと思っています。

FAX: 047-332-0706

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hiro59945994@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
法人会員
ユース
広 報： その他広報有

中山 寛子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
学校との連携を深め、子ども達に途上国の実態やボラ
ンティアへの関心と経験の大切さを伝えたい。

6,000円/年
10,000円/年
3,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
現在取組んでいる学校給食プロジェクト(インド貧困村の
学校で5人の給食費を賄える)のミサンガ販売の参加協
活動紹介：
世界の子ども達の明るいみらいのために、全人類が平和で豊かに連帯して生 力団体を募集しています。子ども達の未来を変える！ミ
きられる人間社会を創る為に、3人の女性で立ち上げました。このままじっとして サンガ1本300円にご協力下さい。
はいけない、やむにやまれぬ気持で立ち上がり、平和に関するあらゆることを
見つけて行動しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/事務所
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

百尺竿頭
所在地: 〒 277-0071

千葉県柏市豊住町3-1-53-412

電 話： 04-7173-0858

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
地域医療センターのみなさんへ：メタボ対策として練功
十八法を取り入れてみませんか。

FAX: 04-7173-0858

U R L： http://gonbusen.sports.coocan.jp/100kan/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

豊嶋 實
12,000円/年

入会金4,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
社会保険センターのみなさんへ：未病の前に心身を鍛
える太極拳練功十八法を来所者へすすめてみません
か。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
太極拳・練功十八法の普及のための指導員を育成した
いと考えています。講師謝金や会場費、資料作成など
活動紹介：
私たちは、主に太極拳、気功などの健康によいと見られる健身運動の普及活 の費用に充てたく、寄付による資金の支援をお願いしま
動を通じ、広く老若男女の健康増進管理に寄与すること及び、保険費、医療費 す。
の削減をはかることで社会に貢献することを目的として活動しております。
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/事務所/活動場所
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保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

ドリームクリエイト
所在地: 〒 373-0851

群馬県太田市飯田町1378

電 話： 0276-46-8719

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0276-46-8718

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ms.japan@otv.ne.jp
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

新島 輝彦
50,000円/年
600円/年

入会金20,000円
入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
高齢者や障がい者の方が、家にこもることなく、気軽に
外出や買物などに出られるように、低料金サービスを行
活動紹介：
群馬県太田市にて、高齢者、要介護者、障がい者を対象に福祉有償運送サー うため、また車椅子のまま乗れる車両の整備等を行いた
ビスを行っています。外出のお手伝い、通院などの送迎、病院の付添いなども いため、支援をお願いします。
行っております。
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
保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

日本ライフプランニング協会
所在地: 〒 305-0032

茨城県つくば市竹園2-14-16

電 話： 029-852-5061

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
親子で考える「中高年の為のライフプランニング講座」開
催しませんか。

FAX: 029-852-5076

U R L： http://lifeplanning.org
Ｅｍａｉｌ： itsuruta@beige.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

鶴田 一郎

企業・商工団体の皆さんへ
定年退職者向けの「老後生活とマネープラン」講座を開
催しています。

5,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
各種ライフプランニングに関する講座が開催できます。
講座開催の希望がありましたら、ご連絡下さい。

ボランティア受入可

活動紹介：
市民が各々にとっての幸福な人生の実現の前提となる「生きがいの創造、健康
の維持、マネープラン」の設計といったライフプランに関する基礎的技術の教育
と情報の提供、標準的技術の研究を行っています。「中高年の為のライフプラ
ンニング講座」や「定年退職者向けのライフプランニング講座」を行っています。 必要とするもの：

活動場所/講座開催の広報
子どもの健全育成/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

教育支援協会連合会
所在地: 〒 543-0075

大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町3-30-402

電 話： 06-6773-2670

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 06-6773-2815

U R L： http://kyoikushien.sub.jp/
Ｅｍａｉｌ： kyoikushien@qj.sub.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： その他
賛助会員

畑 康裕
120,000円/年
12,000円/年

入会金20,000円
入会金20,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
本部のある大阪市からの委託事業で不登校の居場所の運営をはじめ、特区制
度を利用して設立された株式会社立の高等学校の企画、運営に携わっていま
す。また、全国各地の支部では、不登校児童に対する無料教育相談等を実施
しています。
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

全土佐犬友好連合会
所在地: 〒 802-0036

福岡県北九州市小倉北区富野隠岩1117-1-5

電 話： 093-521-8600

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 093-531-5202

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
田中 正人
会員数
100,000円/年
会 費： 会員51名以上の支部
会員21～50名の支部
50,000円/年
会員20名以下の支部
30,000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：
本会は土佐犬闘技の能力向上を図り、保存改良作出思想の徹底と会員相互
の友愛親睦を深め、土佐犬に貢献したる諸先輩には敬意の念を持って接する
ことに努め、社会的理解と地位向上に期するを目的とし、国内はもとより世界各
国の親睦に寄与する活動を行っています。
必要とするもの：
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