まちづくり

特定非営利活動法人

浮き城のまちづくり協議会
所在地: 〒 361-0073

埼玉県行田市行田13-37

電 話： 048-556-2768

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
中心街区の賑わいを勧めたいと思っていますのでご協
力ください

FAX: 048-554-8095

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

髙橋 弘行
5,000円/年

広 報：
活動紹介：
市民祭行田浮き城まつりの開催や、中心街区の賑わい、歩道上のモニュメント
の維持管理、フラワーボックスでの花の植栽を行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
活動資金が不安定です。安定した活動資金の支援をお
願いします。

必要とするもの：
活動資金
災害救援/ 地域安全

特定非営利活動法人

キャンパー
所在地: 〒 361-0001

埼玉県行田市北河原705 ㈱エンボリック内

電 話： 048-557-3266

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
災害地での体験を踏まえた防災イベント企画、炊き出し
実践を含む出前講座開催、プログラム等多数用意でき
ます。ご相談ください。

FAX: 048-557-3421

U R L： http://www.camper.ne.jp/
Ｅｍａｉｌ： info@camper.ne.jp
代表者：代表理事
飯田 芳幸
会員数 50～99名
5,000円/年
会 費： 正会員
準会員
1,000円/年
賛助会員
20,000円/年
広 報： 広報紙(紙)有/その他広報有

入会金5,000円
入会金2,000円

企業・商工団体の皆さんへ
日常使える各種防災用品の共同開発を行いませんか。

支援を受けるためのメッセージ：
実践で使用し、使い易いと判断した各種防災用品を、
各製造メーカー様に御協力頂き直に仕入れ、その販売
活動紹介：
利益を活動資金に充てています。自治会等でまとめ買
災害時には、キャンプを通じ習得した野外調理技術を活かし、炊出し活動と共 いなさる場合は是非ご検討頂きご支援頂ければ幸いで
に精神的ケアを行います。平時においては、大量調理システムの研究開発、 す。
キャンピングトレーラーを有効活用する啓発活動、市民活動団体への情報イン
フラ提供、地域防災力向上活動、自然を大切にできる子ども達の育成等を行 必要とするもの：
い、他人を尊重する共助社会の実現を目指しています。
ボランティア受入可

活動資金/活動場所/配食用トレー/防災用品購入情報

まちづくり/男女共同参画

特定非営利活動法人

行田結婚支援センター
所在地: 〒 361-0077

埼玉県行田市忍2-15-15

電 話： 048-554-0162

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
企業法人の社員従業員の結婚支援にも努力したい希
望です。協働方法をご指導下さい。

FAX: 048-554-0162

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

荒木 幸三

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
企業法人との協働方法をご指導下さい。

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：
企業と行政との協働は益々重要で必須の条件となりま
す。そして地域の元気は、若い人の元気がエネルギー
になります。

インターン受入可

活動紹介：
行田結婚支援センターは、地域の中高年の参画により、独身男女の出会いと
交流をサポートして、地域の活性化を図り、また、サポートする側には励みを、
サポートされる側には喜びとなり、双方の幸福を築くところです。また、個別の
お見合いのサポートや、イベントによる交流や、関連施設の体験見学などを推 必要とするもの：
進しています。

情報/スタッフ・サポーター
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まちづくり/経済活動

特定非営利活動法人

ぎょうだ足袋蔵ネットワーク
所在地: 〒 361-0073

埼玉県行田市忍１-4-6

電 話： 048-552-1010

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
歴史的建造物の保存や再活用を核にまちづくりを実施
してみませんか。国の登録有形文化財の申請業務もお
まかせください。

FAX:

U R L： http://www.tabigura.net/sche_set.html
Ｅｍａｉｌ： gyoda@tabigura.net
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

朽木 宏
6,000円

広 報： 広報誌(紙)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：
毎年、一棟を目標に歴史的建造物の保存や再活用を
実施しています。改修・改装による施設整備費に充てる
ため、寄附による資金面での支援をお願いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
平成16年にＮＰＯ法人設立後、行田市内に存在する主に足袋産業関連の近
代化遺産の調査、保存、再活用に関する活動を行い、蕎麦店「忠次郎蔵」、
「足袋とくらしの博物館」、まちづくり情報センター兼観光案内所「足袋蔵まちづ
くりミュージアム」を開設、運営しています。また、毎年「蔵めぐりスタンプラリー」 必要とするもの：
を開催し好評を博しています。
活動資金

保健・医療・福祉/NPO支援

特定非営利活動法人

行田のぞみ園
所在地: 〒 361-0031

埼玉県行田市緑町13-31

電 話： 048-553-3102

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
販売させて下さる場所を探しています。お昼休みに美味
しいお菓子はいかがですか？ 働く楽しさを知るきっか
け作りにご協力ください。

FAX: 048-553-3178

U R L： http://chocolate-channel.cocolog-nifty.com/
Ｅｍａｉｌ： gyodanozomi@carrot.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

矢吹 博
6,000円/年

入会金5,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
お祭りやイベント等多くの場所に出店し、行田のぞみ園
の活動を地域の方々に知っていただける様、ご協力下
さい。

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
多くの方に行田のぞみ園の活動を知って頂くと共に、手
作りの美味しいパウンドケーキとクッキーを沢山の方へ
活動紹介：
お届けしたいと願っています。その為に、販売場所につ
障害者自立支援法に基づく多機能型障害者福祉サービス(就労移行支援・就 いての情報がありましたら、ご連絡をお願いします。
労継続Ｂ型)を行っています。パウンドケーキとクッキーを製造し、スーパーの前
や市役所等、毎日多くの場所で販売を続けています。一生懸命製造したもの
を、自分たちの手で販売に行き、「美味しい！」と買ってくださるお客様に力を 必要とするもの：
頂いています。
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

活動場所

子どもの健全育成/社会教育

特定非営利活動法人

子育てネット行田
所在地: 〒 361-0032

埼玉県行田市佐間1-13-1

電 話： 048-556-7765

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
地域の高齢者の方との交流を深め合いたい。子育て
は、地域で暮らす人々に逢い、顔見知りを増やすことが
安心、安全に重要。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： koso-net18@able.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

島田 ユミ子

自治会・地縁団体の皆さんへ
「地域ぐるみの子育てを目指して」の推進活動は、地域
の誰もが子育てに向けて暖かい眼差しが大切。一人一
人の持ち味を活かしたい。

1,000円/年
2,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
地域住民個々の子育て体験を、今の子育て支援に活か
すために、子育てサポーター養成講座を主催して９年
活動紹介：
経過。その際の講師謝金やその他諸経費が必要です。
私たちは、～地域ぐるみの子育てを目指して～、三つの柱で活動しています。 今こそ、人的環境の資質向上に価値を見出すための支
一つは「子育てサロン」、地域の子育て中の親が未就園児と共に月1回、公民 援を。
館等に集い、出会い・ふれあいの会を開催。二つ目は「子育てサポーター養成
講座」で、地域の方々が子育て支援を新しく学び合い。三つ目は「行政等との 必要とするもの：
連携事業」です。
ボランティア受入可

インターン受入可

情報
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保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

サイシップ
所在地: 〒 361-0005

埼玉県行田市斎条870

電 話： 048-557-5888

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-557-5889

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費：

萎澤 敏健

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
行田市内で自立支援施設を運営しています。知的・身体・精神の障害者の
方々が、働く場所・必要とされる喜び・生きがいが持てる毎日が送れるように、ま
た彼らが人との交流を深め、社会的なマナーを身に付けて自立できるように
日々活動しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/社会教育

ＮＰＯ法人

ＣＩＬひこうせん
所在地: 〒 361-0071

埼玉県行田市栄町22-5

電 話： 048-555-1100

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
バリアフリーやユニバーサルデザインなどの建物やもの
づくりを障がい者と一緒に取り組んでみませんか？

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hikousen@nks.or.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

木村 浩章
2,000円/年

広 報：
活動紹介：
障がい者の方々の生活サポート、派遣業務、デイケア施設こころの運営をして
います。障がいのある人が地域の中で生活して自分の夢が実現できるように各
活動をしています。共生ゼミ、バリアフリーウォッチング、などです。

支援を受けるためのメッセージ：
ひこうせんでは、障がい者が書いたアートを使った、絵
はがきやキーホルダーなどを販売しています。企業の販
促品やダイレクトメールなどにご利用ください。

必要とするもの：
活動資金
学術・文化・芸術・スポーツ/国際協力

特定非営利活動法人

チャレンジプロジェクト
所在地: 〒 361-0038

埼玉県行田市前谷785-7

電 話： 048-556-5724

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

東 隆俊
5,000円/年

入会金20,000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：
地元公民館で61歳以上の人を対象にイキイキサロンお楽しみ会を開催し、近
隣在住のペルー人の姉妹による民族舞踊を披露し、地域住民との交流を楽し
んだ。また家族の絆についての講演も行った。今後は行田郷土博物館で作陶
展や写真展を9月12月に開催する予定。
必要とするもの：
活動資金/事務所/情報
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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

ふるさと創生クラブ
所在地: 〒 361-0056

埼玉県行田市持田2-2-12

電 話： 048-553-0265

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
西小児童の付き添い下校と「ふるさと子ども教室」を６年
間続けてきたが、それが子ども達にどんな影響を与えた
かを検証したい。

FAX: 048-553-0265

U R L： http://www.tvg.ne.jp/furusatos/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

今村 武蔵
10,000円/年
30,000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：
西小学校一年生の付き添い下校を毎日実施。夏・冬休み中に「ふるさと子ども
教室」を開催。伝承遊びや当クラブで造成したビオトープを活用した、魚とりや
魚つり等を教えている。豊かな水辺を残す活動として、近くの悪水路を木炭に
よる浄化や里川を守る活動を実施している。
必要とするもの：
事務所
子どもの健全育成/まちづくり

特定非営利活動法人

街づくり会社・白壁
所在地: 〒 361-0072

埼玉県行田市宮本16-23

電 話： 090-1213-4107

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

髙松 裕
5,000円

入会金10,000円

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
行田市を中心に、街づくりや住まいづくりに関する事業を展開しています。福
祉施設への慰問(うどん打ち＆マジックショー)。子どもを対象にした街づくりを
勉強する場を設置しています。元気な故郷「行田づくり」を実施しています。

支援を受けるためのメッセージ：
まちづくりイベントの開催を考えており、寄付などによる
資金面の支援をお願いします。また同じような考えをお
持ちの方の参加をお待ちしています。

必要とするもの：
活動資金
まちづくり/男女共同参画

特定非営利活動法人

かぞ市民ネット
所在地: 〒 347-0005

埼玉県加須市下樋遣川675

電 話： 050-3037-1625

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
市民向けのカルチャーセミナーを、協働で企画してみま
せんか。

FAX:

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

杉澤 正子
2,000円/年

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：
世界の国々の家庭料理を調理実習し、試食しながらその国のくらしやまちづく
りについて語り合う「世界の国々の家庭料理講座」をシリーズで開催していま
す。子ども映画会、すずむしプレゼント、市民カルチャーセミナー、まちづくり先
進地視察なども好評です。又「まちづくりネットワーク・かぞ」の事務局も担当し 必要とするもの：
ています。
事務所
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保健・医療・福祉/環境保全

特定非営利活動法人

こすもす
所在地: 〒 347-0058

埼玉県加須市岡古五字川面109-2

電 話： 0480-62-0073

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
精神障害者の職場見学や仕事体験の機会を与えてもら
えませんか。「働きたい」の意欲の後押しを一緒にご協
力してください。

FAX: 0480-62-0073

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

竹田 光男

自治会・地縁団体の皆さんへ
障害者の方も地域の一員としての生活を望んでいま
す。出来ることに限りはありますが、だれかの声がけを
待っています。

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
インターネットの導入を考えています。ホームページ作
成により多方面へのＰＲ活動を展開でき、メールを活用
活動紹介：
することにより、今までは電話・手紙だけでの支援でした
北埼玉地域で精神障害者等の地域活動支援センターを運営しています。心の が支援の方法の幅が増えるメリットがあります。
病を持つ方々に作業の場を提供し、作業訓練や環境美化活動などを通じて、
生活リズムを整え、社会参加できること、また地域の方々とも良好な関わりを
持って社会貢献ができることを目的として、日々活動に明け暮れています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動資金
保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

はあとふるサポートピュア
所在地: 〒 347-0042

埼玉県加須市志多見2344

電 話： 0480-61-2060

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
知的障害者の仕事体験や職場見学を受け入れてみま
せんか。

FAX: 0480-61-2548

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kojima_c_s_2005@yahoo.co.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費：

小島 洋

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
障害者(身体障害者の方々)でパソコン等を学びたい利
用者がいます。彼らのための教育を協働していただけま
せんか。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
生活サポーターの育成研修や知的障害についての学
習会の開催を増やし、講師謝金や会場費、資料作成費
活動紹介：
に充てるため、寄付による資金面の支援をお願い申し
県の生活サポート事業を市町村より委託され、障害者の在宅生活と社会参加 上げます。
を支援する事業を行っています。地域において心身ともに安心して豊かな自立
した生活を送れるよう活動しております。また福祉有償運送の許可を受け、利
用者をいつでも行きたいところへ移送するサービスも行っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/事務所/ネットワークづくりの情報/スローパー車
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

北彩サッカー連盟
所在地: 〒 347-0043

埼玉県加須市馬内1058

電 話： 0480-62-7481

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
行政で管理しているグランド等の管理を任せてもらえま
せんか。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
清水 亓郎
会員数 20名未満
5,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(個人)
3,000円/年
賛助会員(法人・団体)
5,000円/年
広 報：

企業・商工団体の皆さんへ
尐子高齢化の影響により、学校の統廃合等、余剰の施
設を企業と協働し、いかに活用できるかを考えていきた
いと思います。

ボランティア受入可

活動紹介：
北埼地域でサッカーをはじめとする様々なスポーツに関わる活動を通し、幼児
から高齢者まで広く福祉活動の事業を行い。地域の環境保全活動に対しても
積極的に参加しております。

支援を受けるためのメッセージ：
活動について、多くの人に知っていただきたいのです
が、事務用備品等がそろっていないため広く情報発信
ができないので資金面での支援をお願いします。

必要とするもの：
活動資金
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環境保全/まちづくり

曙ブレーキ工業株式会社(地域清掃ボランティア)
所在地: 〒 348-0052

埼玉県羽生市東5-4-71

電 話： 048-562-0981

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-562-4412

U R L： http://www.akebono-brake.com
Ｅｍａｉｌ： k-jin@akebono-brake.co.jp
代表者：
会員数 50～99名
会 費： 正会員

神 和彦
10,000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

インターン受入可

活動紹介：
羽生地域では5月と11月の年2回、清掃ボランティアとして約90名が参加し、ゴ
ミゼロを目指した活動を実施中。地域交流活動として「駅伝・歩け歩け大会」や
納涼祭などを開催し地域社会との共存を図っております。岩槻地域でも毎年6
月に「ゴミゼロ運動」を実施し、地域の方も含め約150名が参加し美化運動に貢 必要とするもの：
献中。
活動資金

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

色えんぴつ
所在地: 〒 348-0031

埼玉県羽生市加羽ケ崎281-2

電 話： 048-563-1708

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
尐しでも多くの地元の皆様に、重度障がい者施設「色え
んぴつ」の現状を見学して頂きたいと思います。

FAX:

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

尾上 満
2,000円/年
2,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
重度障がい者のため、完全介護が必要な利用者が多
く、職員を多く必要としています。そのため補助金だけ
活動紹介：
では活動資金が不足し苦労しています。不足分は現在
重度の心身及び身体障がいを持つ人達誰もが、学校卒業後、在宅にならず、 保護者に頼っています。
地域の中で多くの人達とのふれ合いを支えに、人間的自立をめざし、社会参
加への足がかりとなるような施設を目指しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金
保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

カラオケボランティア羽生会(ホロリ会)
所在地: 〒 348-0033

埼玉県羽生市須影915

電 話： 048-561-8296

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：

安野 吉美

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
私たちの会のモットーは「ゆっくり、はっきり、おだやか
に。声かけを。明るく、元気に、いっしょうけんめい」で
活動紹介：
す。こんな私たちの活動に対して、さまざまな形での皆
みんなと、月３・４回のペースで、施設訪問しています。カラオケ踊り・芝オケと、 様がたのご支援をいただければ幸いです。
むかしの歌を、歌ったり、みんなで炭坑節を踊ったりして、毎日生きがいに、活
動しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動場所/情報
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保健・医療・福祉

埼玉読売写真クラブ羽生支部会(略称YPC羽生)
所在地: 〒 348-0054

埼玉県羽生市西5-7-11

電 話： 048-561-6105

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
福祉施設の方々へ、写真展示・写真撮影等、私たちに
出来ることがありましたらご連絡下さい。

FAX: 048-561-6105

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

斉藤 昭治
1,500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：
身体障害者療護施設はくちょう園、特別養護老人ホームくわの実等への、写真
展示・諸行事の記録写真撮影等を定期的に実施。また、その他の福祉施設か
らも要望に応じて写真展示・写真撮影等に協力しています。さらに、毎年さい
たま水族館に協力、羽生水郷公園・水族館を主体に撮影した写真展を正月
必要とするもの：
一ヶ月展示しています。

保健・医療・福祉/まちづくり

誠和ＯＢ会
所在地: 〒 348-0052

埼玉県羽生市東5-6-49

電 話： 048-561-1929

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-561-1929

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

小久保 雅夫

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
市内の福祉施設での車椅子での外出する場合の補助や買物の補助等を行っ
ています。またメンバー(ほとんどの人が働いている為)の懇親も重要と思ってい
ます。
必要とするもの：
活動場所
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

空と雲の家福祉会
所在地: 〒 348-0003

埼玉県羽生市常木1104-3

電 話： 048-565-1646

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
草刈り・廃屋片付け等便利屋さんをやっています。一般
就労へ向けてのステップになりますのでご協力くださ
い。

FAX: 048-565-1646

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

飯田 陽子
5,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
仲間の一般就労に向け地域の便利屋さん・農作業を
行っています。風に吹かれ太陽に照らされ、がんばって
活動紹介：
いる仲間に支援をお願いします。人力・資金・道具のご
障害の種別や軽重を問わず、希望すれば誰でも利用できる施設づくりを進め、 支援ご協力をお願いします。
どんな障害にもめげず自立と社会参加をめざす一人一人が豊かに生きていけ
るよう支援を行っています。すべての人が人として尊敬され、共に生きていける
地域・社会づくりに貢献することを目的としています。
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/農作業用機具

267

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

利根カラオケボランティアクラブ
所在地: 〒 348-0053

埼玉県羽生市单5-3-23

電 話： 048-561-0129

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：

矢澤 晃一

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/子どもの健全育成

羽生朗読ボランティア
所在地: 〒 348-0053

埼玉県羽生市单5-22-2-34

電 話： 048-561-9671

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-561-9671

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

愛敬 絹代
1,000円/年

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：

学術・文化・芸術・スポーツ

ボランティア幸峰会
所在地: 〒 348-0043

埼玉県羽生市桑崎775

電 話： 048-561-9661

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-561-9861

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

本橋 美佐子

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：

必要とするもの：
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保健・医療・福祉/まちづくり

ボランティア「ふれんど」
所在地: 〒 348-0054

埼玉県羽生市西5-23-2

電 話： 048-561-7311

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

関根 孝二
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
羽生市社会福祉協議会が推進した高齢者対象の「いきいきサロン」事業に参
加した団体で、町内各所で開催される「いきいきサロン」の手伝いを行います。
内容は会員が“サロン”に参加し健康体操・民謡踊り、歌唱ゲームをリードして
高齢者の健康を増進し生きがいづくりに役立つことを心がけています。
必要とするもの：

まちづくり/情報化社会

特定非営利活動法人

まちおこし・はにゅう市場
所在地: 〒 348-0052

埼玉県羽生市東6-5-13

電 話： 048-563-1123

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
一企業では、ホームページをよくわからないし、わずらわ
しい、そんな方は、皆で集まって勉強して参加しません
か。ネット造り。

FAX: 048-563-1123

U R L： http://www.hanyu-city.com/
Ｅｍａｉｌ： toiawase1@hanyu-city.com
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
個人
賛助会員
広 報：

中田 新一

ボランティア受入可

インターン受入可

10,000円/年
5,000円/年
10,000円/年

活動紹介：
まちおこしをキーワードに、ホームページによって当地の文化・情報・人・物・企
業を全国に発信する事業を核にして活動しています。これから、地域マップ造
り、地域交流のための人材バンク造りと、やることはかぎりなくあります。

支援を受けるためのメッセージ：
まちおこしのための交流事業として人材バンクをつくりま
す。語学、スポーツ、文化等なんでもけっこうです。才能
ある人集まってください。

必要とするもの：
活動資金/情報
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

あかり
所在地: 〒 346-0014

埼玉県久喜市吉羽1-32-24

電 話： 0480-24-2060

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-24-2759

U R L：
Ｅｍａｉｌ： akari601@nifty.com
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

川岸 恵子
3,000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

NPO基金に登録済

活動紹介：
知的障がいを持つ子どもたちの児童デイサービスを３施設と自立支援事業所と
生活サポート事業を運営しています。地域の皆さんと楽しむホットハートコン
サートを久喜総合文化会館で開催。ホットハートフェスティバルをイトーヨーカ
ドー久喜店で年に１回６日間開催しています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

あんご工房
所在地: 〒 346-0016

埼玉県久喜市東5-2-31

電 話： 0480-25-0151

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
定年退職者の方へ、リサイクル品の運搬、整理、作業室
の手伝いを通して障害者の悩みに心を寄せてくださるボ
ランティアを求む。

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

鈴木 愛子
4,000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：
運営管理してくださる後継者を求めています。

インターン受入可

活動紹介：
回復途上にある精神障害者が、米袋の底貼り作業、地域の皆さんから提供し
ていただいたリサイクル品の販売を通して、就労意欲を高め、人間関係を豊か
にし、自立と社会復帰をするための援助を行っています。
必要とするもの：

まちづくり/子どもの健全育成

久喜市生涯学習まちづくり研究会
所在地: 〒 346-0005

埼玉県久喜市本町8-2-10

電 話： 04-2957-0614

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
まちは生きている。歴史をひもとき地方分権時代にふさ
わしいまちづくりが出来ないか、将来を託す子どもたち
の育成支援をめざしている。

FAX: 04-2957-0614

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

中里 厚子
1,200円/年
1,200円/年

入会金1,200円
入会金1,200円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
地域リーダー育成の為の講習会、研修会、フォローアッ
プ教育等の講師への謝金、会場費、資料作成費、まち
活動紹介：
づくりに関する図書研究に充てるため、寄附による資金
全国生涯学習まちづくり協会、久喜支部として活動を行っています。学校の週 面での支援をお願いします。
休５日制に伴い、子どもたちの健全育成の為、子どもの居場所づくり(放課後子
ども教室等)を支援しています。また地域リーダー育成の為の資格取得講習
会、研修会、フォローアップ教育、実践(親子ふれあい見知等)を実施していま 必要とするもの：
す。
ボランティア受入可

活動資金/事務所/情報

保健・医療・福祉

久喜点字サークルぎんなん
所在地: 〒 346-0011

埼玉県久喜市青毛1-4-10 事務局 猪股和雄

電 話： 0480-23-2471

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-23-2471

U R L： http://www7.ocn.ne.jp/^tomoni/simin/ginnnan.htm#ginnan
Ｅｍａｉｌ： tomoni@eagle.ne.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費： 正会員

村田 節子
3,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：

必要とするもの：
活動資金
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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

彩郷土塾
所在地: 〒 346-0013

埼玉県久喜市青葉5-22-22

電 話： 0480-22-6638

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
彩郷土塾は行政・企業・自治会など地縁団体と協働して
環境の保全・復元をはかり、伝統文化の社会化をはかり
たいと願っています。

FAX: 0480-22-6638

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

角保 惠喜
3,000円

入会金3,000円

企業・商工団体の皆さんへ
彩郷土塾は行政・企業・自治会など地縁団体と協働して
環境の保全・復元をはかり、伝統文化の社会化をはかり
たいと願っています。

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
彩郷土塾は、小中学生を対象にした活動を中心に、森
林整備活動や環境の美化や浄化に取組んでいます。こ
活動紹介：
の活動が社会の発展に有益であると共感いただけれ
①小中学生のための渡良瀬遊水地自然体験学習(年４回) ②小中学生のため ば、活動資金・人材・情報をご提供願います。
の日本伝統文化体験教室(年２回) ③群馬県草津やすらぎの森 森林整備活
動(年４回) ④街の美化と環境浄化事業(通年)
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
学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

スポーツコミュニティ久喜東
所在地: 〒 346-0013

埼玉県久喜市青葉4-13-7

電 話： 090-9300-8590

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
相互に知恵を出し合って、特長ある個性的なスポーツの
場の提供のため、行動力のある若者の参加が期待でき
る大学との協働を望む。

FAX: 0480-22-9054

U R L： http://sckhgreen.exblog.jp
Ｅｍａｉｌ： sportskh@qb3.so-net.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
一般会員

松島 宏明
1,000円/年
2,000円/月

入会金2,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
スポーツによる地域コミュニティの再生を目指していま
す。そのためには、クラブハウスの存在が必須要件とな
活動紹介：
ります。発想転換による空いている公共施設の活用を進
当法人は、国の「スポーツ振興計画2000」に基づき、文部科学省、埼玉県が積 めて、クラブハウスとしていきたいと考えています。
極的に活動を支援する総合型地域スポーツクラブとして認定された久喜市で
唯一のクラブです。誰もが、いつでも、どこでも、参加できるスポーツの場を提
供できるクラブを目指して活動しています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

事務所
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ほほえみネット
所在地: 〒 346-0013

埼玉県久喜市青葉4-3-3

電 話： 0480-23-6616

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
高齢の方々に、皆さんの持つ特技を教えていただけま
せんか。お習字や絵画・手芸・フラワーアレンジメントな
どお願いいたします。

FAX: 0480-23-6616

U R L： http://www.hohoemi-net.com
Ｅｍａｉｌ： hohoemi@plum.plala.or.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費：

田中 英美子

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：
生活サポーターの育成研修及びご利用の皆様に対す
る講習会を開催したいと考えております。講師謝金や資
料作成費に充当する資金面での支援をお願いいたしま
す。

インターン受入可

活動紹介：
高齢者が健康で生きがいのある生活を送るための必要なサービス・情報を提
供し、より豊かで安心して暮らしてゆくための生活環境作りを目指しています。
予防介護事業や高齢者専門住宅の運営、ボランティアの方々と「ふれあい農
園」を実施しています。
必要とするもの：
活動資金/情報
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

ゆめ・未来・豊かな福祉会
所在地: 〒 346-0014

埼玉県久喜市吉羽1-38-3

電 話： 0480-24-0353

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-24-0354

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
法人会員
広 報：

内田 喜啓

ボランティア受入可

インターン受入可

2,000円/年

入会金3,000円
入会金3,000円
入会金10,000円
支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
久喜市で知的障害者のケアホーム「グループホームあおば」を運営していま
す。障害者の未来が豊かになることを信じて、健康で生きがいのある生活を送
るために必要な日常生活の支援を行なっています。
必要とするもの：

環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

黒浜沼周辺の自然を大切にする会
所在地: 〒 349-0104

埼玉県蓮田市緑町2-22-10

電 話： 048-768-3763

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-768-3763

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

福田 昭次
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：
資料作成費などに充当するため資金面での支援をお願
いしたい。

NPO基金に登録済

活動紹介：
埼玉県の自然環境保全地域に指定の蓮田市黒浜沼とその周辺の勝れた自然
環境を生かした環境学習支援。また水生動植物の生育環境保全のためのホタ
ルの里造成や絶滅危惧植物のジョウロウスゲなどの保全事業。環境保全意識
の啓発のための年間通じた親子野外のつどいや親子ものづくり教室の開催な 必要とするもの：
ど。
活動資金

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

埼玉芸能協会
所在地: 〒 349-0104

埼玉県蓮田市緑町2-25-8

電 話： 048-768-7668

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
昭和名歌、ナツメロ、歌謡曲、オールディーズ、外国曲、
クラシックをテノールで歌います。盛り上げます。楽しい
体験を提供します。

FAX:

U R L： http://www.tcat.ne.jp/~katochan/
Ｅｍａｉｌ： k.katochan@tcat.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

加藤 一夫

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
日本の今日の宝、シニアにサプライズを。明日の宝、子
どもたちをパワフルボイスで勇気づけます。広い会場で
カラオケで生出演！！

12,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
NPOやボランティアでも芸能については有名アーティス
トに負けるわけにはいかない。市民アーティストがどこま
活動紹介：
でできるかの実験です。中途芸人が職業芸人と負けな
男女を合計すると日本人の寿命は世界一の165歳！ 高齢者が自立している いためにはボランティア精神にあふれた芸能市民を支
か、元気がどうかで日本のパワーは決まるのだ。サンタルチア加藤のパワー発 援して欲しい。
声と芸能力は埼玉一。日本を元気にするナツメロの帝王は唄とトークで老いも
若きもパワフルにするのだ。楽しいバンドはピアノもあるのだ。
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/受入団体の情報
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職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

埼玉就業支援システム
所在地: 〒 349-0111

埼玉県蓮田市東5-8-5-305

電 話： 048-653-3501

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
求人者の方にどのような人材を希望されるのかを詳細に
伺うことから始めます。登録求職者の中から、最適と思
われる方を紹介します。

FAX:

U R L： http://www.sai-job.com/
Ｅｍａｉｌ： info@sai-job.com
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費：

佐々木 廣司

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

インターン受入可

活動紹介：
さいたま市北区奈良町49－３ ファインライフ１－206で有料職業紹介事業所を
運営しています。障害者も自立した生活ができるように職業紹介を行っていま
す。毎週火・金曜日に団塊世代活動支援センター(北与野駅前)にて、就職に
関する相談業務を行っています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

「さざ波」
所在地: 〒 349-0121

埼玉県蓮田市関山4-5-6

電 話： 048-769-7111

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-768-1815

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

須田 順子
600円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
会員が高齢化しています、若い方が増えてくるともっと
いいのですが。

活動紹介：
使用済み切手を各指定場所に持ってきていただき、私たちで整理をして各施
設に送ります。その切手が車いすなどになって役立っています。また、ベル
マーク、クーポンなども点数を集計して各事業所で協力金をいただき、それぞ
れの施設の役に立てていただいています。
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

マインドフルネス総合研究所
所在地: 〒 349-0144

埼玉県蓮田市椿山3-17-5

電 話： 048-769-2036

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
種々の領域(教育、労働、精神障害、高齢者福祉、介
護、民生事業など)でうつ、自殺防止に活用することをご
検討お願いします。

FAX:

U R L： http://mindfulness.jp/
Ｅｍａｉｌ： saitama@co.email.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
その他

大田 健次郎

大学・研究機関の皆さんへ
マインドフルネス心理療法を医療、臨床心理の場等で
活用することを研究し、人材を育成していただきたいと
思います。

3,000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：
相談、継続治療、支援者の育成講座などの回数を増や
したいと考えています。活動のための交通費、アルバイ
活動紹介：
ト謝礼、会場費、資料作成などの費用にあてるために寄
マインドフルネス心理療法によるうつ病、不安障害の治療、家族の不和、自殺 付による支援や会場の提供をお願いいたします。
予防等のために相談、継続治療、予防のための実践会、講演、カウンセラーの
養成講座など開催しています。マインドフルネス心理療法は、認知療法でも効
果がない重症の精神疾患や問題行動の治療のために開発されアメリカで盛ん 必要とするもの：
になっている心理療法です。
ボランティア受入可

活動資金/活動場所
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社会教育/子どもの健全育成

まろにえ蓮田
所在地: 〒 349-0114

埼玉県蓮田市馬込1987-2

電 話： 048-768-8299

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-768-8299

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hrs-n@mtc.biglobe.ne.jp
代表者：会長
会員数 50～99名
会 費： 正会員

中村 浩
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
蓮田市社会福祉協議会や病院・老人福祉施設等の要請により、施設の催事時
に入所者の介助や懇談による楽しい時間をつくる。老人福祉施設で季節の花
を墨絵で描く介助をし、描く喜びを感じてもらう。小学校児童や保育園児にけ
ん玉などの昔の遊びや、万華鏡等のもの作りを一緒に行い、子ども達の健全な 必要とするもの：
育成に寄与する。

子どもの健全育成/まちづくり

幸手市母子愛育会
所在地: 〒 340-0152

埼玉県幸手市天神島1030-1

電 話： 0480-43-3277

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：

新五 英子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
地域の家族の主婦を中心に、妊婦さんへの声かけ訪問や育児に関する相談
相手、保育ボランティアなど、お母さんと赤ちゃんの健康作りのお手伝いをして
います。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

全国ケアネット
所在地: 〒 340-0154

埼玉県幸手市栄2-5-504

電 話： 090-1850-6514

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：

戸張 和男

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：

必要とするもの：
活動資金/事務所
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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

オアシス
所在地: 〒 347-0111

埼玉県北埼玉郡騎西町鴻茎2029-24

電 話： 0480-73-6292

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
オアシスと一緒に、音楽や舞踊を中心とした多彩な音楽
ステージを作り上げてみませんか。

FAX: 0480-73-6292

U R L： http://www.oasis.or.jp
Ｅｍａｉｌ： info@oasis.or.jp
代表者：理事長
中山 誠一
会員数 20～49名
12,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(個人)
1,000円/月
賛助会員(団体)
2,000円/月
広 報： 広報誌(紙)有

入会金2,000円
入会金5,000円

支援を受けるためのメッセージ：
若者が中心となり、幅広い音楽ステージを展開してきま
したが、舞台演出を充実させるために、楽器や音響器
活動紹介：
材の購入に多くのお金が必要になります。資金面での
オアシスは高校生から大学生、社会人が音楽を通じて社会に貢献するＮＰＯで 支援をお願いすると共に、企業スポンサーも募集しま
す。埼玉県内はもとより、県外公演も積極的に行っていて、幼稚園や小学校、 す。
老人ホーム等の福祉施設でバラエティー溢れる音楽公演を展開しています。
また、各種イベントや音楽ホール等でのコンサートも行っています。
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/音響設備や楽器等
保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

彩の虹
所在地: 〒 347-0111

埼玉県北埼玉郡騎西町鴻茎8-5

電 話： 0480-73-4401

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
町行政は、税を節約する為に、やれるやれないは別とし
て、我々ＮＰＯに協働を呼びかけて欲しい。自分等の仕
事を守るのではなく。

FAX: 0480-73-4401

U R L：
Ｅｍａｉｌ： penguinm@wonder.ocn.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

吉田 正雄
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：
福祉有償運送。町社会福祉協議会からの依頼で車いす患者の病院施設など
への無償ボランティアによる送迎。小学生の登下校時の付き添い誘導(無償ボ
ランティア)。近隣住民への、網戸張替、枝切り、水道もれ等の雑事業務ボラン
ティア(原材料費実費プラス時給500円程度で)。
必要とするもの：
情報
まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

持続型環境実践研究会
埼玉県北埼玉郡騎西町鴻茎3202-1 (株)電硝ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ 協働したい相手へのメッセージ：
ﾝｸﾞ内
企業・商工団体の皆さんへ
電 話： 0480-70-1414
FAX: 0480-70-1415
ガラスリサイクル技術の本格的な展開へ向けての各種指
導及び支援。
U R L： http://blog.goo.ne.jp/jizokugata/
所在地: 〒 347-0111

Ｅｍａｉｌ：
代表者：会長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

住母家 岩夫
1,000円/年
5,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
環境の保全やまちづくりの推進を図る活動を円滑に進
めていくための資金面での充実を図る必要があります。
寄付等による支援をお願いします。

活動紹介：
地域の”宝物”である玉敷神社の社叢林整備を引き続き実施するとともに新た
に秩父神社への植樹を計画しています。また騎西町役場の呼び掛けによる
「玉敷公園・大藤咲かせ隊」のボランティア運動に参加。天然記念物の保護活
動に協力しました。
必要とするもの：
活動資金
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環境保全/科学技術

特定非営利活動法人

地球資源循環研究所
埼玉県北埼玉郡騎西町鴻茎3202-1 (株)電硝ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ 協働したい相手へのメッセージ：
ﾝｸﾞ内
大学・研究機関の皆さんへ
電 話： 0480-70-1414
FAX: 0480-70-1415
産業分野におけるリサイクルに関して幅広いテーマで展
開しませんか。
U R L：
所在地: 〒 347-0111

Ｅｍａｉｌ：
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
法人会員

藤田 慶喜
3,000円/年
30,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
技術・研究開発が実用化に至るまでには時間とともに資
金的な裏付けが必要となっています。その意味で、寄付
による支援を御願い致します。

活動紹介：
廃ふっ酸の再利用について㈱電硝エンジニアリング及び関西大学の山本教授
と連携して実用化研究を推進しています。また、国際的な資源循環の比較研
究のためリトアニアとチェコを訪問し、現地の大学関係者らとの協議を実施しま
した。
必要とするもの：
活動資金

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

ふじのさと
所在地: 〒 347-0105

埼玉県北埼玉郡騎西町騎西40-1

電 話： 0480-73-5176

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
地元の皆さんを含め、老人介護施設の見学や相談があ
れば、お気軽に連絡ください。

FAX: 0480-73-2991

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

石原 惠子

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：
騎西城のすぐ近くに、藤の里託児所を開所しました。小さな児童や幼児を自宅
で見るために、仕事や外出が無理なお母さんたちの替わりに大切なお子様を
お預かりいたします。どうぞご利用ください。

支援を受けるためのメッセージ：
支援は資金だけでなく、皆様の家庭、職場で眠っている
衣類やタオル類、食器、電気器具などでも結構です。支
援をお願いします。

必要とするもの：
活動資金
まちづくり

たんぽぽグループ
所在地: 〒 349-1205

埼玉県北埼玉郡北川辺町向古河8-42

電 話： 0280-62-2004

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：

関口 裕美子

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
3～4年に一回、ボランティア同士の情報交換などをして
います。その後自腹でお昼を食べていますが、そのくら
いのお金がでないのかなあと思っています。

ボランティア受入可

活動紹介：
北川辺地域で、元気なおとしよりのために、”生き生きデイサービス”というのを
やっています。その中で、来た人達にお茶を入れたり、テーブル、いすのセッ
ティングがある所はそれをやったり、弁当の仕分け、みそ汁の盛りつけ、あと片
づけ等をやっています。
必要とするもの：
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子どもの健全育成/社会教育

Ｐｅｅｋ-ａ-ｂｏｏ
所在地: 〒 349-1144

埼玉県北埼玉郡大利根町阿佐間1425-5

電 話： 0480-72-5967

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-72-5967

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

遠藤 康江

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
町立図書館にて、0～3歳ぐらい迄の子どもとその保護者を対象にした読み聞
かせを行っております。内容は絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び、ブックトー
クでの絵本紹介が主です。又、ひな祭り、七夕、クリスマス等の行事に合わせ、
工作やブラックシアター等のイベント的な事を行い、子ども達に喜んでもらって 必要とするもの：
います。

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

菜の国みやしろ
所在地: 〒 345-0826

埼玉県单埼玉郡宮代町学園台3-11-13

電 話： 0480-34-8239

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
休耕地の情報の開示

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ： osamu.2521@nifty.com
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員

鈴木 統
5,000円

入会金3,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
農のあるまちづくりを推進させるため、休耕地の削減、
解消を目的に活動したいと思っています。各種の農業
活動紹介：
振興事業を行い(食育、園芸、福祉、特産品の開発等)
農家の手伝い(援農)が主体です。援農を広義として解釈(人員派遣、遊休農地 県内の農業を守りたいという考えで、行動したいと考え
の活用)。県内の遊休農地を削減、解消し、農のある風景を維持させたいと
ております。
思って、農業法人として活動している団体です。
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/活動場所/休耕地(地目)
保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

さわやか福祉の会きらりびとみやしろ
所在地: 〒 345-0804

埼玉県单埼玉郡宮代町川端3-8-25

電 話： 0480-33-3868

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-36-2172

U R L：
Ｅｍａｉｌ： info@kirari.or.jp
代表者：
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

島村 孝一(理事長職務代行者副理事長)
3,000円/年
1,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
NPO基金に登録済

活動紹介：
困ったときは、お互いさまと考え、活動しています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/国際協力

うめの実
所在地: 〒 349-0215

埼玉県单埼玉郡白岡町千駄野445

電 話： 0480-92-1746

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-92-1581

U R L：
Ｅｍａｉｌ： siraoka-syakakyou.vc@crux.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

大川 照子
入会金500円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
使用済切手収集、はさみ一本でできる海外協力ボランティアです。また、町の
学校に協力いただき書き損じはがきを集め福祉施設に届けています。年に一
度の福祉ふれあい広場に参加。牛乳パックからの紙漉きを町民のみなさまに
体験していただいています。
必要とするもの：

子どもの健全育成/社会教育

子どもと本を読むあゆみ会
所在地: 〒 349-0215

埼玉県单埼玉郡白岡町千駄野445

電 話： 0480-92-1746

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-92-1581

U R L：
Ｅｍａｉｌ： siraoka-syakakyou.vc@crux.ocn.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

3,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
「どの子にも良い本を」をモットーにして、地域の小学校、図書館、児童館、保
健センターで絵本の読み聞かせを行っております。依頼があれば、老人施設
や、病院などにも出前おはなし会を行っています。発足して来年で40年になり
ます。
必要とするもの：

学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

白岡彩野ベースボールクラブ
所在地: 〒 349-0217

埼玉県单埼玉郡白岡町小久喜1159

電 話： 0480-92-0173

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

佐々木 康雄
24,000円/年

入会金2,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
白岡町及び近隣の中学生を中心とした野球チームの運営を通じ、スポーツに
よる尐年の心身の育成を図りながら野球技術の向上を目指し、野球の楽しさを
教えています。毎年7月に24チームを集めた大会の運営協力、小学生を対象と
した野球教室を地元高校と一緒に実施しています。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

みのり
所在地: 〒 349-0203

埼玉県单埼玉郡白岡町下大崎294-1

電 話： 0480-97-0033

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-97-0033

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

古嶋 美代
1,000円
1,000円

広 報：
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
白岡町とその近隣の地域で、障害の重い人のための通所施設クローバーと生
活サポートみのりを運営しています。

支援を受けるためのメッセージ：
施設のまわりが未舗装で、車椅子での移動に苦労して
います。車椅子幅の敷石購入費用と敷石を整地して並
べる作業など、資金と人手の支援をお願いします。

必要とするもの：
活動資金/活動場所
子どもの健全育成/学術・文化・芸術・スポーツ

菖蒲おはなしかご
所在地: 〒 346-0106

埼玉県单埼玉郡菖蒲町菖蒲85-1 菖蒲町中央図書館 協働したい相手へのメッセージ：

電 話： 0480-87-1377

FAX: 0480-87-1399

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

工藤 久美子
100円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
読み聞かせ等のレベルアップにつながる研修会、講演
会の開催情報をお願いします。また交流会等の情報も
あればお知らせ下さい。

ボランティア受入可

活動紹介：
地域の小学校、図書館、公民館、学童保育等でストーリーテリング(すばなし)に
よる昔話と絵本の読み聞かせを行い、子どもと本をつなぐ活動を行っていま
す。また町内の老人保健施設、特別養護老人ホームにうかがって、昔話や歌、
紙芝居を楽しんでいただいています。
必要とするもの：
情報
災害救援

特定非営利活動法人

日本捜索救助犬協会
所在地: 〒 346-0104

埼玉県单埼玉郡菖蒲町三箇759-3

電 話： 0480-85-8340

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
企業や団体で所有の土地、施設を救助犬育成の場とし
て提供して下さい。商店や社内に救助犬育成募金箱の
設置にご協力下さい。

FAX: 0480-85-8343

U R L： http://japansrda.npgo.jp/
Ｅｍａｉｌ： japansrda@npgo.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員
団体会員
広 報： その他広報有
ボランティア受入可

江口 タミ子
12,000円/年
1,000円/年
20,000円/年

入会金3,000円

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
協力協定を結び、災害時活動が円滑に進むようにご協
力下さい。災害は必ずあると云われている日本に要救
助犬です。
支援を受けるためのメッセージ：
救助犬育成のための設備資金。育成費用。研修の充実
を図り、指導者の育成を行うための援助をお願いしま
す。

インターン受入可

活動紹介：
埼玉県や茨城県等の協会施設で救助犬の育成、指導者の育成を行い国内各
地及び海外への災害地へ救助犬の派遣を行い行方不明者の捜索活動を行い
ます。また、地域の子どもや住民に対し救助犬の活動を通しボランティア、福
祉、地域安全、環境保全などへのかかわり方を知らせる、防災訓練への参加。 必要とするもの：
捨猫、捨犬のライフパートナー募集。

活動資金/活動場所/災害時出動時携帯品/訓練施設の充実
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保健・医療・福祉

栗橋点訳の会
所在地: 〒 349-1192
電 話：

埼玉県北葛飾郡栗橋町間鎌255-1 栗橋町社会福祉協 協働したい相手へのメッセージ：
議会
FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： その他

木幡 幹枝
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
1983年から活動している点訳の会です。視覚障害者からの依頼点訳、学校か
ら依頼があれば点訳の出張授業等のボランティア活動が主です。最近は会員
数が減ってしまい、今年度は町の福祉活動にも協力出来ないような状況です。
が、点訳を続けたいとの強い意志の会員が会を支えています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

ＮＰＯ法人

障害者による障害者の自立支援センター湧くわく探検隊
所在地: 〒 349-1117

埼玉県北葛飾郡栗橋町单栗橋1-2-1 SKYﾋﾞﾙ2A

電 話： 0480-58-9432

FAX: 0480-58-9432

U R L： http://blog.goo.ne.jp/hisanari987654/
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

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
自立に向けて日々努力していますが、どうしても行政の
サービスを受けないと自立できない場合は、行政と情報
の共有をお願いします。

武五 久也
3,000円/年
10,000円/年

入会金2,000円
入会金2,000円

広 報： 広報誌(紙)有/メルマガ有
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：
●障害者の生活サポートを充実させたいと考えていま
す。●講演会の参加者の増加のため会場の提供をお
願いします。●障害者の居場所・事務所の設置をお願
いします。

NPO基金に登録済

活動紹介：
私たちは脳卒中を罹患した経験者とその家族と支援者で構成されています。
单栗橋脳神経クリニックが活動拠点です。患者の悩みや苦しみがわかる身近
な相談者として、高齢による体の不自由や病気による障害を持っても、助け合
い、支えあう共助として「新たな支えあい運動」を行っています。
必要とするもの：

活動資金/事務所/情報
保健・医療・福祉/社会教育

ガイドヘルプ「結の会」
所在地: 〒 340-0217

埼玉県北葛飾郡鷲宮町鷲宮6-1-7

電 話： 0480-58-9131

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-58-7200

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

亀田 慶子
1,200円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
視覚障がい者生活サポートのお手伝い。町内小中学校の依頼により、障がい
者の同伴をはじめとし、体験学習として出前講座を行っている。その他町のイ
ベントに町ボランティアの連合会として参加協力をし、活動の輪を拡げている。
必要とするもの：

280

保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

ポケットホットライン
所在地: 〒 340-0202

埼玉県北葛飾郡鷲宮町東大輪411-7

電 話： 0480-59-0064

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-59-1358

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

松本 恵美子
1,000円以上/年
1,000円以上/年

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：
NPO基金に登録済

活動紹介：

必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

誠会
所在地: 〒 340-0215

埼玉県北葛飾郡鷲宮町栄1-7-6

電 話： 0480-58-3519

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
地域での子育て支援、障がい者支援のネットワークを構
築させ、助け合い意識の強い、安心感ある地域づくりを
していただきたいです。

FAX: 0480-58-3519

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

遠藤 房子
3,000円/年

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：
早期の専門的な指導、援助によって障がいの軽減が図
れることをより多くの方に知ってもらえるように活動の普
及、広報に力を入れていきたいと思っています、助成な
どのお力添えをよろしくお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
埼玉県の北部で地域に根ざした障がい児(者)の自立支援活動を行っていま
す。児童デイサービスでは専門的なスタッフの指導のもと、0歳からの療育を親
子で学べ、身辺自立の確立や集団への適応能力の獲得を目的とした支援が
行われています。地域で当たり前に生活することを目指し、地域の人々との交 必要とするもの：
流も大切にしています。
活動資金/情報

保健・医療・福祉/社会教育

鷲宮手話サークル
所在地: 〒 340-0217

埼玉県北葛飾郡鷲宮町鷲宮4-16-2

電 話： 0480-58-8122

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
手話講習会を主催するだけでなく、職員一人一人が自
分の地域の聴覚障がい者とのふれあいに関わっていた
だきたい。

FAX: 0480-58-8122

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

松本 雅子

自治会・地縁団体の皆さんへ
聴覚障がい者を理解してくださることで、地域の壁は尐
しずつなくなっていくのではないかと思います。ふれあっ
てください。

2,400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：
団体の活動の中で、聴覚障害者の施設などの運営のた
めフリーマーケットを行い、寄付を続けています。ぜひ
支援をお願いします。

インターン受入可

活動紹介：
手話の学習を通して、聴覚障がい者を理解するため、交流・行事などを一緒に
行なっています。また、聴覚障がい者などの施設運営のため不用品販売、廃
品回収なども行ないます。手話講習会、小中学校の手話学習にも協力し、地
域の方々、手話をしらない方々、聴覚障がいを知らない方々へ啓発、社会福 必要とするもの：
祉協議会事業にも参加しています。
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

生きがい
所在地: 〒 345-0025

埼玉県北葛飾郡杉戸町清地5-23-28

電 話： 0480-33-0161

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
郊外講座での移動と観光で、観光業者との協働を企画
しております。観光だけの旅でなく、学習力を持った講
座での協力を希望します。

FAX: 0480-33-3741

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hiromiti@taupe.plala.or.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
郊外講座

野口 博道
3,000円
300円・500円/回

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
人気の講座で、郊外講座が多くなっており、トランシー
バーが必要になっておりますが、使用者の負担には出
活動紹介：
来ません。年間約2000人が使用する予定であり、観光
高齢者生涯学習に基づき、健康と学習能力を目的として活動をしております。 業者との協働事業をして資金を検討しております。トラン
写経会では、写し書きし、経文を考える活動で設立以来の会員がいます。古典 シーバーと資金の寄付をお願いします。
文学では奥の細道、歴史散歩では、近現代史の中で、明治、大正、昭和と、開
国から、現代までをテーマとして衆参議院、皇居、参観及日本銀行、最高裁判 必要とするもの：
所、東証など見学。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/トランシーバー

学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

視覚障がい者と家族の会 アイこばと
所在地: 〒 345-0035

埼玉県北葛飾郡杉戸町内田2-7-2

電 話：

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
視覚障がい者は移動が困難です。移動が安全にできる
ように点字ブロックや音声信号機の数を増やしてくださ
い。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

中島 泉

企業・商工団体の皆さんへ
障がい者のバス運賃は半額ですが、電車賃は同伴者が
いないと半額になりません。同伴者なしでも半額にして
ほしいと願います。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
介護保険は払っていますが、65歳以上になると自立支
援費が使えません。介護保険も家族がいると利用できな
いことも多くあります。家族もパート勤めができず、在宅
支援費はなくなり困っています。

ボランティア受入可

活動紹介：
視覚障がい者が外で活動できるようにボランティアの協力で活動しています。
1.週一回盲人用卓球で運動をしています。2.月２回音声パソコンの講習で情報
の交信ができることを目指しています。3.小学校を訪問し、視覚障がい者への
理解を図っています。4.年１回障がい者、家族ボランティアの親睦を深めるた 必要とするもの：
めに一泊旅行を行なっています。

障害年金など社会的な情報

保健・医療・福祉/社会教育

すぎとクイール
所在地: 〒 345-0024

埼玉県北葛飾郡杉戸町提根4742-1

電 話： 0480-32-7402

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-36-1687

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

宮崎 素子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
視覚障がい者の外出や卓球のお手伝いをしています。
必要とするもの：
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まちづくり/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

すぎとＳＯＨＯクラブ
所在地: 〒 345-0036

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-3-6

電 話： 0480-31-0055

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
アイディアが有ります。人材が多尐います。

FAX: 0480-31-0055

U R L： http://sugito.com/
Ｅｍａｉｌ： npo@sugito.com
代表者：理事長
会員数 50～99名
会 費： 正会員
その他
その他
広 報： メルマガ有

馬島 友二郎
12,000円/年
4,800円/年
24,000円/年

企業・商工団体の皆さんへ
アイディアが有ります。人材が多尐います。
入会金1,000円
入会金6,000円
支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
地域産業の振興・安全に安心して暮らせる、豊なまちづくりをテーマに幅広く
活動しています。交流等は歓迎します。
必要とするもの：
活動資金/やる気のある人材
学術・文化・芸術・スポーツ/子どもの健全育成

ＮＰＯ法人

杉戸ラグビー・フットボール協会
所在地: 〒 345-0001

埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内385-7

電 話： 0480-38-1930

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

関川 剛史

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：

必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

たすけ愛すぎと
所在地: 〒 345-0036

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-3-6 NTTﾋﾞﾙ2階

電 話： 0480-32-5540

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 0480-32-5540

U R L： http://www9.plala.or.jp/tasuke-ai-sugito/
Ｅｍａｉｌ： tasukeai-sugito@violet.plala.or.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
法人会員
賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

石山 町子
3,000円/年
5,000円/年
1,000円/年

入会金1,000円

支援を受けるためのメッセージ：
昨年度から取り組んでいる福祉作業所「あい工房」は、
場所が狭く、作業用材料を置く場所もありません。また
活動紹介：
給与が支払えないので、指導員を雇用することが出来
私たちは、障がい者や高齢者の方に「住み慣れた街で、楽しく、活き活きと暮ら ません。ぜひ、資金面のご支援をお願いします。
してもらいたい」と思い、外出や日常生活の手伝い等のサポート事業を行って
います。また、無農薬の野菜や米作り(福祉農園「愛菜」)や、軽作業(福祉作業
所「あい工房」)を通じて、知的障がい者の自立訓練の場を作っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/事務所/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

フタバ
所在地: 〒 345-0047

埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東1-17-1

電 話： 0480-37-2358

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
会 費： 正会員

田野 實
1,000円/年

入会金10,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
NPO基金に登録済

活動紹介：

必要とするもの：
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