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

音楽ボランティアサークル ゆっぴーず
所在地: 〒 344-0061

埼玉県春日部市粕壁6832 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ春日部206

電 話： 048-762-0093

FAX: 048-762-0093

U R L： http://www.ops.dti.ne.jp/~kanpon/ypwo.html
Ｅｍａｉｌ： yuppies_kasukabe@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
準会員

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
児童団体・障害児/者団体・老人団体等への無償奉仕
活動を継続する為に、資金面での支援を頂ければ、貴
団体イベントへ可能な限りの協力を致します。

藤井 智
1,000円
1,000円/年

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
当団体は、年間20回ほどの公共的・福祉的イベントに原
則「無料」で出演しています。しかし、組織・活動の維持
活動紹介：
児童福祉・障害児/者福祉、老人福祉、地域交流、国際交流等の福祉的・公共 にはやはり若干の資金は必要です。当団体の趣旨にご
的イベントへの無料出張演奏奉仕活動を行っています。特定の音楽ジャンル 賛同頂ける方の資金面でのご支援をお願いします。
にこだわらず、０歳児から100歳を越えるお年寄りまでに愛され、親しまれる「音
楽のコンビニ」を目指しています。
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/ ドラムセット・ＰＡ機器
保健・医療・福祉/男女共同参画

春日部介護保険チェアクラブ
所在地: 〒 344-0011

埼玉県春日部市藤塚326-8

電 話： 048-734-0474

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
地域の中で、認知症になっても安心して暮らせる社会作
りのため。認知症サポーター養成育成講座を各地域支
援センター卖位で实施したい。

FAX: 048-734-0474

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

三村 倫子
3,600円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
今後高齢者のかなりの割合の人が何らかのサポートが
必要になってくる昨今、高齢者の住みよい社会づくりに
活動紹介：
高齢者理解の為の様々な活動を展開中です。①介護保険・介護予防に関す 向かって積極的な取組みをするのに、年会費だけでは
る啓発。②認知症キャランバンメイト・サポーターとして講師活動。③小中学校 賄いきれません。講師料、会場の確保など行政の協力
での高齢者疑似体験教室。④行政との協働で年1回介護施設訪問研修。⑤介 が必要です。
護相談員として施設訪問。⑥男女共同参画事業として講演会(成年後見人制
必要とするもの：
度、安心サポートネットについて)。
ボランティア受入可

活動資金
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

春日部マジッククラブ
所在地: 〒 344-0012

埼玉県春日部市藤塚1134-6

電 話： 048-736-6607

協働したい相手へのメッセージ：
自治会・地縁団体の皆さんへ
自治会・地縁団体の皆さん、あっとおどろくマジック
ショーを受け入れてみませんか。

FAX: 048-736-6607

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

手塚 道弘
18,000円/年

入会金1,000円

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
毎月第２・第４日曜日の午前中、プロマジシャンのダーク浜氏の教えを受けて
います。ボランティア活動として保育園から小学校、デイケアホーム等でマジッ
クショーを实施しています。その他町内会等のイベントにも出演し、年間約40回
から50回くらい活動しています。
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支援を受けるためのメッセージ：
現在、会費で運営されており、特に支援を受ける必要は
ありません。

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

春日部養成会
所在地: 〒 344-0002

埼玉県春日部市樋篭柳原627

電 話： 048-752-7912

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-752-7912

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

谷中 君子

広 報：
活動紹介：
春日部の市内で知的障害者の授産所およびケアホーム寮を運営しています。
地域の人たちのご理解をいただきなら生活サポートを行っています。寮のほう
は生活世話人をしてもらっています。地域も職員としてそれぞれの流れの中で
实施しています。

支援を受けるためのメッセージ：
支援を受け入れることはありません。勉強会も寄付も受
け入れず、今の立場で活動していきたい。

必要とするもの：
福祉に関する情報

保健・医療・福祉/科学技術

特定非営利活動法人

診・薬医療ネットワーク
所在地: 〒 344-0067

埼玉県春日部市中央1-16-2 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ春日部1階

電 話： 048-753-7007

FAX: 048-753-7008

U R L：
Ｅｍａｉｌ： shin-yaku-net@paw.hi-ho.ne.jp
代表者：理事長
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：
大学・研究機関の皆さんへ
癌治療に携わる医師や腫瘍免疫を研究されている方に
一般講演の際に講師として講演して戴きたい。また、定
例セミナーの際にもお願いできたらありがたい。

大山 邦之
12,000円/年

入会金10,000円

広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

活動紹介：
街の相談薬局と専門性の高いクリニックとが連携・協働してがん患者のケアに
当たるしくみを作り上げ、そのしくみの中で薬局・薬店をプライマリーケアの拠
点として機能させること。医学知識の乏しい患者でもスムーズに医師との意思
疎通が図れるよう、医師と患者の間のコミュニケーションの橋渡し役を担うこと。

支援を受けるためのメッセージ：
現在、年に2回の無料一般講演を開催していますが、講
師謝礼の負担ができず、製薬企業に共催の形で負担し
て戴いていますが、内部での稟議に時間が掛かり広報
活動が遅れがちになります。すべて自前で出来るように
寄付や支援をして戴けたら助かります。
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

精神障害者の自立生活をすすめる会
所在地: 〒 344-0022

埼玉県春日部市大畑818-16

電 話： 048-738-5826

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
今後、どのような協働を实現できるか検討したいと考え
ていますが、まだ、予定の段階です。

FAX: 048-738-5826

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

畔栁 君代
4,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
年に３～４回勉強会、交流会を行っています。会議にて
テーマを決め、講師の紹介や情報などの支援を期待し
活動紹介：
春日部市地域で、精神障がい者のグループホーム、ケアホームを運営してい ています。私共の近隣の活動についての情報も得て、
ます。地域の方たちに精神障がいを理解していただくために勉強会や地域の 今後の協働活動について考える参考にしたいと思いま
す。
団体と交流会を行ったりしています。
ボランティア受入可

インターン受入可

必要とするもの：
活動場所/物品/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

精神保健福祉を考える市民の会・彩空楽
所在地: 〒 344-0067

埼玉県春日部市中央1-12-4 阿部ﾋﾞﾙ

電 話： 048-763-2795

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
就労についてハンディのある精神障害者も適切な環境
や条件が整えば就労が可能となるケースがあります。受
け入れにご協力ください。

FAX: 048-763-2795

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

牧 孝男

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
精神疾患を抱える人たちが病気や障害からの回復を
図って、生き生きとした日常生活を送るためには、様々
活動紹介：
春日部市で精神障害者を支援する2つの地域活動支援センターを運営してい な支援が必要です。資金面での支援とともに、障害者ス
ます。「こだま」は自動車部品のバリ取りを始めとする作業訓練を、「悠々クラブ」 ポーツやレクリエーションに関する情報があればお願い
します。
は創作活動や音楽活動を行っています。また、合同で、冬はスキー、夏はカ
ヌー、年間を通してバレーボールやソフトボールなど、様々なスポーツにも取り
必要とするもの：
組んでいます。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/障害者スポーツやレクリエーションについての情報
保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

成年後見センターあい
所在地: 〒 344-0067

埼玉県春日部市中央7-9-20

電 話： 048-733-8252

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
今後ますます増大する高齢者、障害者などにそれぞれ
その人が普通の生活を元気に暮らせるよう成年後見制
度を利用できるように支援します。

FAX:

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

小山 典宏
12,000円/年
3,000円/年

入会金10,000円
入会金1,000円

自治会・地縁団体の皆さんへ
今後ますます増大する高齢者、障害者などにそれぞれ
その人が普通の生活を元気に暮らせるよう成年後見制
度を利用できるように支援します。

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
１.成年後見制度に関するボランティア活動に対し、永続
させるための資金の助成。２.成年後見人候補者の育成
活動紹介：
私たちは埼玉県春日部市に所在し、県東单部地域を中心に県民の皆様に「成 のため、専門職以外の有志を求め、協働し、今後の
年後見制度」を気軽に利用していただけるようサポートしております。私たちの ニーズに応えたい。
NPOの特色は、行政書士、税理書士等が会員としてチームを組み、高齢や障
がいによる判断能力のハンディキャップを補って、普通の生活ができるように支
必要とするもの：
援します。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動資金/後見制度利用者・協力者
保健・医療・福祉

灯〔介護老人を抱える家族の会〕
所在地: 〒 344-0114

埼玉県春日部市東中野625-4

電 話： 048-746-2413

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-746-2413

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数
会 費： 参加者

松嶋 敏子
300円/回

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
春日部市、主に旧庄和地区内で月1回、認知症の方を抱える家族の集いを開
催しています。介護で困難にぶつかったり、悩んだりしたとき同じ経験をしてい
る人と話すことで自分だけでなく仲間がいるとわかり、気持ちが尐しでも楽にな
るように支援しています。一人で悩まないで！をキャッチフレーズに活動してい
必要とするもの：
ます。
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保健・医療・福祉/地域安全

特定非営利活動法人

日本ドッグボランティア協会
所在地: 〒 344-0064

埼玉県春日部市单5-1-60

電 話： 048-733-5062

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
福祉施設への訪問活動に参加希望の方と犬を募集して
おります。

FAX: 048-733-5061

U R L： http://dog-volunteer.org
Ｅｍａｉｌ： info@dog-volunteer.org
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員

小林 二雄
3,000円/年

入会金5,000円

広 報： メルマガ有
ボランティア受入可

支援を受けるためのメッセージ：
訪問活動をする犬を育成するための場所と費用。

インターン受入可

活動紹介：
埼玉県周辺でワンワンパトロールと福祉施設などへの犬の訪問活動を行って
います。また活動を後援するために犬の学校を開催し、人と犬のボランティアを
育成しております。
必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

ふるさと
所在地: 〒 344-0063

埼玉県春日部市緑町4-5-7

電 話： 048-736-8878

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-736-8878

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

國井 敏光

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
仕事の依頼は増えていますが、ヘルパーの人数が足ら
ず苦労しています。そのために人の募集をかけるため活
動資金が必要となっています。

ボランティア受入可

活動紹介：
春日部地域で障害者(児)の介護を行っています。

必要とするもの：
活動資金/事務所
保健・医療・福祉/ 経済活動

特定非営利活動法人

プロジェクトウイング
所在地: 〒 344-0052

埼玉県春日部市梅田2-2-15 ｳﾞｨﾗｺﾝﾌﾟﾚｰﾙB102

電 話： 048-755-5522

FAX: 048-755-5522

U R L： http://www.p-wing.net

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
CSRの一環として、ミッション性の高いこのコーヒーを活
用して頂き、障がい者の経済的自立にご協力ください。

Ｅｍａｉｌ： info101@p-wing.net
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

奥田 奈菜子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
ミッション性の高いこのコーヒーをまちづくり事業の一環
として活用して頂き、障がい者の支援にご協力くださ
い。

3,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
障がい者就業機会創出を目的に、オーガニックなフェアトレードコーヒーを仕
入れ、地域内の専門店で焙煎をしてもらったコーヒーを精神障がい者授産施
設に委託して商品作りを行い、「やさしさの輪 エルメラコーヒー」という名称で販
売をしています。

支援を受けるためのメッセージ：
障がい者が、社会の役に立っていると实感できる事業に
育ってきています。福祉的な意味だけでは彼らの経済
的自立には繋がりません。確固たる事業にしていくため
に皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。
必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所/販売機会、場所
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保健・医療・福祉

ゆずり葉
所在地: 〒 344-0115

埼玉県春日部市米島358-78

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 20～49名
会 費： 正会員

岩井 サチ子
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：
20歳から92歳、老若男女が集って特別養護老人ホームの皆さんに、歌と踊りと
お話を楽しんでいただいています。核家族が高齢化する地域社会で、老いる
ことを知り、生き方を学べるのは、ボランティアする側が得られる財宝だと考えて
います。

必要とするもの：

保健・医療・福祉/環境保全

特定非営利活動法人

わかば春日部
所在地: 〒 344-0021

埼玉県春日部市大場687

電 話： 048-733-3606

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-733-3606

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

新井 久子
1,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
今のデイケア施設は借家で利用者も尐人数(尐人数に
も良さがあります)。今後利用者の増加により場所を広げ
活動紹介：
わかば春日部は、心身障害者児地域デイケア施設を運営しています。デイケ てゆくには、施設の場所、職員、その他の活動資金が必
ア施設では、日中の生活が楽しく充实するように努め、軽作業、自主製品、運 要となります。是非ご支援お願いします。
動等に取りくんでいます。又地域の中での理解運動や交流が深められるよう
に、リサイクル活動(資源回収)を行っています。
必要とするもの：
活動資金/活動場所/物品
子どもの健全育成/まちづくり

ＮＰＯ法人

Ｓぷれあです
所在地: 〒 340-0014

埼玉県草加市住吉1-4-10 ﾊﾟﾃｨｵ菊水2階

電 話： 048-925-6397

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
会員数 20名未満
会 費： 正会員

檜森 清美
3,000円/年

入会金5,000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：
子どもの丈夫なからだづくりと子育て家庭の元気と笑顔
を応援するため、職員の人員確保とスキルアップのため
の研修や学習会の回数を増やしたいと考えています。
講師謝金や会場費に充てるため寄付による資金援助を
願います。

インターン受入可

活動紹介：

必要とするもの：
活動資金
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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

幸龍会
所在地: 〒 340-0023

埼玉県草加市谷塚町266-30

電 話： 048-921-0094

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
パソコン(初級者)と書道(奥の細道・源氏物語・徒然草な
ど小筆で文学作品を練習)ダブルで学んでみませんか。

FAX: 048-921-0094

U R L： http://homepage3.nifty.com/kimura911
Ｅｍａｉｌ： kimura911@pnetclub.net
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

木村 孝三郎
5,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
地域社会への交流として、パソコン(伝達機器)、かな書
道(芸術文化伝承)等および、活動を展開するための広
活動紹介：
認可保育所、「ハッピーナーサリー」を運営しています。主に、0歳児、1歳児、２ 報、場所(共催事業としての)支援をお願いしたい。
歳児の乳幼児の保育を行っております。保育時間は、午前７時30分から午後6
時30分まで時間外を含めて11時間活動しています。また、草加市民活動セン
ターで市と共催で各種市民向けの講座(かな書道、パソコン初級等)を開催して
必要とするもの：
います。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動場所/ＰＲ紙等
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

高齢者障害者の家だんらん
所在地: 〒 340-0048

埼玉県草加市原町3-6-1

電 話： 048-946-7172

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
型や枞にとらわれず、規制を緩和した中で対等な立場
で協働という取組みが出来ればと思います。

FAX: 048-946-7173

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

坂上 澄子
3,000円/年
3,000円/年

入会金2,000円
入会金2,000円

広 報：
活動紹介：
お一人お一人がゆっくりとありのままに過していただける認知症対応型デイ
サービス及び知的障がい者の一時預かりを運営しています。住み慣れた地域
生活での暮らしを継続できるよう安心できる介護サービスの確立を目指し活動
しています。

支援を受けるためのメッセージ：
利用される方々に、より安心できる場、より居心地の良い
環境が提供できるよう、設備、改修などに支援がいただ
けたらありがたいです。

必要とするもの：
設備費など

まちづくり/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

さくらんぼ
所在地: 〒 340-0034

埼玉県草加市氷川町2116-20-1B

電 話： 048-924-2043

協働したい相手へのメッセージ：
企業・商工団体の皆さんへ
子育てしながら仕事をしたい母親がたくさんいます。事
業所の託児施設として、委託契約でお子さまをお預かり
します。

FAX: 048-924-2043

U R L： http://soka-sakuranbo.web.infoseek.co.jp/
Ｅｍａｉｌ： sakuranbo@sakura.email.ne.jp
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

檜森 淑子
1,200円/年
3,000円/年

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：
子どもの成長を社会全体で支え応援して行けるよう取り
組んでいます。運営資金として寄付による支援をお願い
活動紹介：
草加市を中心に子育て家庭支援の活動をしています。子どもの元気な声が響 します。
く“まち”をめざし、地域の人のつながりの中で“みんなと子育てみんなの子ど
も”をスローガンにしています。「全ての子どもたちは社会みんなで見守り育て
る！」を基本に、保育園の運営、親子ふれあい教室や各種託児などを行って
必要とするもの：
います。
活動資金/活動場所
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保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

さわやかたすけあい草加
所在地: 〒 340-0023

埼玉県草加市谷塚町595-2

電 話： 048-922-4432

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-925-0667

U R L： http://www.npo.lsnet.ne.jp/340sawayaka/
Ｅｍａｉｌ： tasukeai@sawayaka-soka.org
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費： 正会員
賛助会員

佐藤 良子
3,000円/年
3,000円/年

広 報： その他広報有
ボランティア受入可

活動紹介：
草加市谷塚町で通所介護・訪問介護・居宅介護支援の運営をしています。設
立以来、地域の方々に深くかかわりをいただき現在に至っております。今後も
研修会や利用者の方々の作品展を通じて交流を図ってゆきたいと思います。

支援を受けるためのメッセージ：
介護事業における情報がいち早く、またわかりやすく伝
えられるようにお願いしたいと思います。

必要とするもの：
情報
保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

しばぐり (朗読・音訳)
所在地: 〒 340-0041

埼玉県草加市松原3C 55-304

電 話： 048-943-8841

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-943-8841

U R L： http://www.shibaguri.jp/
Ｅｍａｉｌ： chiyoko@fa2.so-net.ne.jp
代表者：会長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

川添 千代子
1,000円/年

広 報： その他広報有
ボランティア受入可

活動紹介：
草加地域で、視覚障がい者の方に、公的または地域情報の音訳テープを作成
し郵送しています。これは市のお知らせ事業です。市内の老人ホームにて「出
前朗読」をしています。５年毎に、舞台発表があります。

支援を受けるためのメッセージ：
年に1回のイベントですが、設営費(会場)等の費用、講
演者への謝金などに、資金が不足しがちです。

必要とするもの：
活動資金
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

草加ジュニアオーケストラ
所在地: 〒 340-0003

埼玉県草加市稲荷3-13-26

電 話： 048-935-0684

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
より多くの事業に協働してほしい。

FAX: 048-935-0685

U R L： http://www.soka-oche.com
Ｅｍａｉｌ： soka-oche@soka-oche.com
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員

野崎 憲司
1,000円/月

入会金3,000円

広 報： 広報誌(紙)有
活動紹介：
音楽を通じた青尐年の健全育成を目指しています。現在はさらに発展し、ジュ
ニアオーケストラに加え、児童合唱団、大人のオーケストラも結成し、音楽を柱
に社会作り、まちおこしを行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
オーケストラの活動場所、資金、管理場所が必要であ
り、より良い環境作りをお願いしたい。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

たすけあい すぎな草加
所在地: 〒 340-0035

埼玉県草加市西町1377-15

電 話： 090-7412-4549

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-927-6694

U R L：
Ｅｍａｉｌ： sp9g3xe9@rhythm.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
受給会員
賛助会員
広 報：

高橋 月容
2,000円/年
1,000円/年
1,000円/年

入会金5,000円

支援を受けるためのメッセージ：
地域コミュニティの充实のために、子どもの居場所作り、
老齢者の居場所作りを手がけたいです。そのために活
活動紹介：
私たちは相互扶助の精神に基づき、地域福祉の向上を目指し、多様な生活様 動場所と活動のための資金がぜひ欲しいところです。
式の实現と地域コミュニティの充实に寄与することを目指す。この目的を達成
するため、助け合い事業を行い、家事および育児を代替する事業、会員の知
識・技能の向上に必要な教育訓練を行います。
必要とするもの：
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

活動資金/事務所/活動場所
保健・医療・福祉/経済活動

特定非営利活動法人

とまり木
所在地: 〒 340-0005

埼玉県草加市中根2-27-18

電 話： 048-936-8601

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-936-9601

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ippunkyu@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

北澤 幸雄
6,000円/年
6,000円/年

入会金6,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
がんを恐れぬ社会を作るため医療者のみに頼るのでは
なく社会全体で多方面からがんを捉える必要性を強く
活動紹介：
１．がん患者など障害を持ちながら法律や制度から漏れてしまう方々(未認定障 感じます。講演会やワークショップなどの開催のため寄
付による資金援助をお願いします。
害者)の社会的認知と ２．体力気力に合わせた在宅で１分完結の仕事を起こ
し、また、世に求める運動(１分給運動)をしています。「時間給から１分給へ」を
メッセージに就労卖位の標準化をめざしています。
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
保健・医療・福祉/まちづくり

野ばら会
所在地: 〒 340-0035

埼玉県草加市西町1061-2

電 話： 048-928-8850

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
近くの大学(獨協大学)の学生たちと連携して高齢者や
一人暮らしの方々と交流をしたいと思っています。見学
に来ませんか。

FAX: 048-928-8850

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

山本 洋子
100円/月

広 報：
ボランティア受入可

活動紹介：
おむつを縫製して春日部採光荘(老人ホーム)に納品する活動をしています。
運営費確保のためにバザール用品を作成。地域の高齢者や一人暮らしの
方々とのふれあい喫茶、商店街活性化のためのイベント参加等もしています。

支援を受けるためのメッセージ：
役所の補助(家賃)が22年度で終了となります。引き続き
補助を出してもらえるか心配です。私たちも自立できる
ようがんばっておりますがなかなか難しいので何とか継
続できるようお願い致します。
必要とするもの：
活動資金
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子どもの健全育成/まちづくり

特定非営利活動法人

冒険あそび場ネットワーク草加
所在地: 〒 340-0011

埼玉県草加市栄町3-3-23

電 話： 048-935-7383

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
遊びを通しての「子どもの育ち」を地域の大人たちが見
守りながら運営しています。楽しみながら一緒に活動し
ませんか。

FAX: 048-935-7383

U R L： http://m-asobiba.ciao.jp/
Ｅｍａｉｌ： bokenmatsubara@joy.email.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

嘉山 愛音
2,000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：
あそび場にとって、プレーリーダーの存在は無くてはな
らないものです。社会的に認知され、地位向上につなが
活動紹介：
子どもに自由な遊び場が必要だと思った市民とその必要性を認識した草加市 るような研修を行いたいので、講師謝金や資料作成費
と協働で開いている遊び場です。既存の公園にあるような禁止事項を取りはら に充てるための資金面での支援をお願いします。
い、子どもが主役の遊び場となるように『自分の責任で自由に遊ぶ』というモッ
トーを掲げてます。週５日開園している県内唯一の常設「冒険あそび場」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/場を維持するための消耗品/講座や講演など
まちづくり/人権・平和

特定非営利活動法人

みんなのまち草の根ネットの会
所在地: 〒 340-0022

埼玉県草加市瀬崎町1328-2 ﾊﾟｰｸﾒｿﾞﾝ88A棟201

電 話： 090-1129-5522

FAX: 048-927-8465

U R L：
Ｅｍａｉｌ： kusanone@monet.co.jp
代表者：会長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
個人賛助会員
団体賛助会員
広 報： 広報誌(紙)有

宮本 節子

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
地域に暮らす人の経験や知識、情報を活かし、暮らしが
い・生きがいを生みだし、ご一緒に〈みんなのまち〉にし
ていきましょう。
企業・商工団体の皆さんへ
障がい者の職場見学や仕事体験を通して、就労支援に
お力をおかしください。

2,000円/年
1,000円/年
5,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
暮らす地域で、日々、感じる不便などを見つめて声を出
してみませんか？ 住みよくするヒントとして「できること」
活動紹介：
を仲間と考え、できることからしてみましょう。そのための
性別、年齢、国籍、障がいの有無などの壁を取り払った「誰にも住みよいまち
づくり」のために、個々に活動している個人や団体の持っている熱意、経験、情 拠点・資金をどうするかも考えましょう。
報などをつなぎ、課題を探り、その解決に「誰にもすみよいまちづくり」活動をし
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/情報/まちをよくしたいと思う人
国際協力/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

Living in Japan
所在地: 〒 340-0044

埼玉県草加市花栗3-21-8-804

電 話： 080-2049-4117

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
学校関係者の皆さんへ 外国から来て学ぶ子ども達の
抱える問題とは？授業についていくために 必要な国語
とは違う日本語の勉強法について考えてみませんか。

FAX:

U R L： http://www.p-kit.com/hp/sokaliving/
Ｅｍａｉｌ： sokaliving@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
準会員
賛助会員
広 報： その他広報有

簗瀬 裕美子

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
市町村関係者の皆さんへ 日本語を母語としない市民
へのサービスは通訳や翻訳だけでは十分ではありませ
ん。6年間の経験を通して見えたことをお伝えします。

6,000円/年
1,000円/年
2,000円/年

支援を受けるためのメッセージ：
いつでも日本語を母語としない子ども達の居場所であ
り、協力者と共に、にほんごの勉強などをする場所がほ
活動紹介：
草加地域で日本語を母語としない、日本文化を母文化としない人たちが、日本 しいと思います。市内の駅に近い場所の提供か、家賃
で生活したり子どもが学校に通うことの支援を行い、多文化共生社会作りを目 のための資金援助をお願いします。
指しています。そのための「にほんごで勉強会」の開催や、教材などの貸し出
し、講師の派遣、そして市役所内での国際相談コーナー運営も行っています。
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/活動場所/子ども達が学ぶための機器(パソ
コン、ＤＳおよびソフト)
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

朗読サークル「声」
所在地: 〒 340-0055

埼玉県草加市清門町96-5

電 話： 048-944-0578

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-944-0578

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

角田 良子
1,200円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
現在テープ録音をしていますが、今後デジタルへの移
行にそなえ、プレクストーク・パソコン等の機材が必要と
活動紹介：
なりますので、購入するための資金面での支援をお願
草加市内で視覚障がい者のための「声」のテープを作成しています。市の公
報・依頼図書・障がい者団体からの依頼等、また小学校での朝の読み聞かせ いします。
等を行っています。
必要とするもの：
デジタル録音用機材
環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

オリザネット
所在地: 〒 343-0002

埼玉県越谷市平方1863-5

電 話： 048-973-6360

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-973-6360

U R L： http://oryzanet.servehttp.com/
Ｅｍａｉｌ： oryzanet@ybb.ne.jp
代表者：代表
会員数 20名未満
会 費： 基幹会員
一般会員

斉藤 光明
12,000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：

活動紹介：
農と自然を大切にして、人と生きものが共生でき、将来の世代も自然の恵みを
享受できる、持続可能な社会づくりに貢献するよう活動をしています。
必要とするもの：
活動資金
まちづくり/地域安全

特定非営利活動法人

クリーンアップこしがや
所在地: 〒 343-0826

埼玉県越谷市東町3-218-1

電 話： 048-988-5450

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-988-5464

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

植竹 清
1,000円/年

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
特殊糊で電柱等に直接紙を貼付する違法広告が急増
しています。この除去はかなり難しく手間も非常に掛か
活動紹介：
まちづくり活動として、越谷市での「電柱、公道樹木等に違法掲示された広告 るため人海戦術では限界も感じています。紙の剥がし方
に関し、安全・安価でかつ効率的な方法を教えて頂きた
物の撤去活動」「主要駅前でのポイ捨てゴミの収集」「レイクタウン湖畔の除
草」。地域安全活動として、「児童生徒の登下校時の防犯パトロール」「高齢者 い。
を狙った振り込め詐欺防止活動」「主な公園の遊具等の安全に関する簡易調
必要とするもの：
査」を实施しています。
ボランティア受入可

活動資金/貼付広告物の除去技術に関する情報
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保健・医療・福祉

ケアサービス合
所在地: 〒 343-0022

埼玉県越谷市東大沢1-10-5 森ﾊｲﾂ101

電 話： 048-978-6449

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-976-6166

U R L：
Ｅｍａｉｌ： care-ail@knh.biglobe.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

松實 宏

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
ヘルパーの養成、派遣、障害児童の学童保育を始めよ
うと考えています。資金等に充てるため、資金面での支
活動紹介：
埼玉県越谷市で、身体・知的・精神障害者・児において居宅介護・家事援助・ 援をお願い致します。
行動援護・移動支援を行っています。越谷市において唯一行動援護が行える
事業所となっています。
ボランティア受入可

インターン受入可

必要とするもの：
事務所
社会教育/学術・文化・芸術・スポーツ

特定非営利活動法人

越谷市郷土研究会
所在地: 〒 343-0041

埼玉県越谷市千間台西2-17-16

電 話： 048-975-9139

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
わがまち・越谷の面白さ、楽しさについて講師を派遣い
たします。ぜひ、声をかけてください。

FAX: 048-975-9139

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

宮川 進
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：

NPO基金に登録済

活動紹介：
市内には「越谷は何もないまちだ」という方もおられますが。江戸時代の日本一
の力持ち、越谷出身の三ノ宮卯之助。日光道中の宿場の面影を最もよく残して
いる街並み。日本で初めての方言辞典をつくった越谷吾山など、面白さいっぱ
い。そんな越谷をみんなで楽しむイベントを行っています。

必要とするもの：
活動資金

まちづくり/NPO支援

特定非営利活動法人

越谷エヌピーオーセンター
所在地: 〒 343-0807

埼玉県越谷市赤山町1-124-1-12

電 話： 048-963-5654

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
子どもの防犯プログラムを開発したので、これの实施等
について支援をいただきたい。

FAX: 048-963-5656

U R L： http://homepage3.nifty.com/knpo/
Ｅｍａｉｌ： koshigaya.npo1999@nifty.com
代表者：代表理事
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員
購読会員
広 報： 広報誌(紙)有
ボランティア受入可

村田 惠子

大学・研究機関の皆さんへ
まちづくりに必要な知識や情報を持つ方々とシンクタン
ク的な組織をつくり、まちづくりに反映していきたい。

6,000円/年
3,000円/年
1,500円/年
インターン受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
市民団体間のネットワークを通して、一人ひとりが尊重される豊かな地域社会
を創っていくことを目標にしています。川の環境保全、子育て支援、団塊世代
(男性)への応援事業など、分野を問わない活動を市民団体や行政などと連携
して行っています。

支援を受けるためのメッセージ：
「子どもの防犯力アップ出前教室」「みんなの川キレイ大
作戦」を継続的な活動として实施していくための資金を
寄付してほしい。

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

特定非営利活動法人

越谷Ｋ・クラブ
所在地: 〒 343-0836

埼玉県越谷市蒲生寿町9-39

電 話： 048-988-2222

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

小林 明
3,000円/年

入会金2,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
小学生対象の大会について、会場使用料及び審判員
の出動ならびに大会实行委員の弁当代等、諸経費がか
活動紹介：
中学生を対象に、硬式野球を通じて子ども達の健全育成を主眼としています。 かります。資金面での援助をお願いします。
現在80名余りの部員を擁し、練習試合等活動しております。5年前より近隣小
学生チームを招待し、「Ｋ・クラブＣＵＰ」争奪大会を主催し、スポーツの振興に
努力しております。本年は34チームが参加し、現在展開中です。
必要とするもの：
活動資金
保健・医療・福祉/人権・平和

特定非営利活動法人

越谷成年後見支援センター
所在地: 〒 343-0845

埼玉県越谷市单越谷4-12-3-905

電 話： 048-985-5291

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
越谷市及び社会福祉協議会と連携をとり、越谷成年後
見支援ネットワーク構想(案)を实現したい。常設相談所
の開設と会員の常勤etc...。

FAX: 048-985-5291

U R L：
Ｅｍａｉｌ： t-saita@tcat.ne.jp
代表者：代表理事
齊田 徳太郎
会員数 20名未満
6,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(法人)
12,000円/年
賛助会員(個人)
3,000円/年
広 報：

入会金5,000円

支援を受けるためのメッセージ：
65歳以上の高齢者が全人口の1/3を占める超高齢社会
が近く到来します。私たちは、このような将来を見越し、
活動紹介：
成年後見制度の普及啓発と成年後見人等の受任、及び成年後見人受任者の NPO法人を設立しました。しかし、今のところ、収入は会
費のみで、常設相談所開設は、夢のまた夢です。市民
支援を通じて、地域の高齢者・障害者の福祉の増進に寄与することを目的に
の方の寄付をお願いします。
活動しています。
必要とするもの：
活動資金/事務所
社会教育/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

越谷らるご
所在地: 〒 343-0042

埼玉県越谷市千間台東1-2-1 白石ﾋﾞﾙ2階

電 話： 048-970-8881

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
様々な理由で不登校になった子どもたちが、その子らし
く育つことのできる居場所が継続できるようにご協力くだ
さい。

FAX: 048-970-8882

U R L： http://k-largo.org/
Ｅｍａｉｌ： k-largo@k-largo.org
代表者：理事長
会員数 100名以上
会 費： 正会員
賛助会員

増田 良枝

企業・商工団体の皆さんへ
フリースクールりんごの木には公的支援が一切ありませ
ん。不登校の子どもたちの居場所と笑顔を一緒に支え
てください。

10,000円/年
5,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有/メルマガ有

支援を受けるためのメッセージ：
不登校の子どもたちの居場所を維持するために、まず
彼らを理解し寄りそう大人が必要であることはもちろん、
活動紹介：
継続しての公的支援金が全く無いという現状から、活動
越谷らるごは、不登校の子どもやひきこもりがちな若者、また、そのご家族の
方々への支援活動を行っています。中心事業となるフリースクールりんごの木 資金の支援や物的援助など、よろしくお願い致します。
の運営の他には20歳以上の若者の居場所事業を月2回、様々な悩みをかかえ
るご家族を対象に親の会を月1回、その他の相談事業や講演会、学習会など
必要とするもの：
を行っています。
ボランティア受入可

インターン受入可

NPO基金に登録済

活動資金/活動場所/ＰＣなど
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男女共同参画/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

子育てサポーター・チャオ
所在地: 〒 343-0047

埼玉県越谷市弥十郎670-5

電 話： 048-971-3808

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
家庭教育学級やNPプログラム等、さまざまな子育てに関
する講師、子育て支援者養成講座講師を派遣していま
す。

FAX: 048-971-3808

U R L： http://www10.plala.or.jp/koko-net/
Ｅｍａｉｌ： sapo-chao1996_10@peach.plala.or.jp
代表者：代表
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

近澤 恵美子

企業・商工団体の皆さんへ
企業内で子育てについて学べる「父親セミナー」や「ペ
アレンティングセミナー」を实施しています。

6,000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：
子育て講座や学習会をはじめ保育や子育てコンシェル
ジュ等、卖独で支援センターを運営できるだけの活動内
活動紹介：
心豊かで楽しい子育てを目指し、マタニティから思春期までのさまざまな事業 容をこなしています。地域に根ざした支援活動を充实さ
を行っています。具体的には親子講座、子育て講座、家庭教育学級等の講師 せるための活動場所を兼ねた事務所の提供をお願いし
派遣。親子サークルの支援、運営。保育スタッフ派遣、親子イベント企画運営。 ます。
産褥、べビーシッター、子育てコンシェルジュ訪問事業などさまざまな活動をし
必要とするもの：
ています。
ボランティア受入可

活動資金/事務所/活動場所/ＰＣなど
社会教育/まちづくり

特定非営利活動法人

コラボ
所在地: 〒 343-0011

埼玉県越谷市増林5797

電 話： 048-964-4020

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
協働事例がありましたらお知らせください。

FAX:

U R L： http://www.npo-collabo.org
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費：

宮川 純一

広 報： メルマガ有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
住民の協働参画、住民と行政・議会との橋渡し役としてメールマガジンの発
行、シンポジウムを開くなどして、全国の自治体の事例、自治体政策を紹介し
てきました。このような活動を通して住民の要望を政策の形にまとめ、住民本位
のまちづくりに寄与したいと考えています。

必要とするもの：
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

シュータススポーツラボラトリ
所在地: 〒 343-0845

埼玉県越谷市单越谷3-19-10

電 話： 048-966-3954

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
共にスポーツ大会・教室を企画・運営して頂けません
か。豊かな町づくりはまず健康から。健康づくりのきっか
けにぜひご協力ください。

FAX:

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員
一般会員

中川 善雄

企業・商工団体の皆さんへ
共にスポーツ大会・教室を企画・運営して頂けません
か。企業スポーツが衰退する中、新しく企業が取り組む
スポーツを創造します。

10,000円/年
7,000円

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
スポーツ文化の発展のため、講習会・大会・食育・トレー
ニング講義の回数を増やしたいと考えています。講師謝
活動紹介：
金や会場費、交通費に充てるため、寄附による資金面
全国各地で多種目にわたるスポーツの講習会を行っています。また食育やト
レーナーによる講義・指導も行っています。今後は地域に根ざす活動として総 での支援をお願いします。
合型クラブチームの設立を目指し、地域の皆様とともにスポーツを通して健康
で豊かな町づくりに貢献していきたいと考えています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/事務所/活動場所/スポーツ大会や教室の情報
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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

障害児・者地域生活支援センター 彩・彩
所在地: 〒 343-0841

埼玉県越谷市蒲生東町2-27

電 話： 048-988-2026

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
通園施設、保健センター、医療機関、NPOの連携の場
をつくるきっかけをつくっていただきたい。

FAX: 048-988-2026

U R L： http://www.k4.dion.ne.jp/~sai-sai/
Ｅｍａｉｌ： sai-sai2003@w2.dion.ne.jp
代表者：代表理事
会員数 50～99名
会 費：

船澤 修一

大学・研究機関の皆さんへ
埼玉県東部地域は、4大学、2専門学校があるたいへん
ポテンシャルの高い地域です。教育、福祉分野での連
携ができるとよい。

広 報：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動紹介：
障害があるお子さんの子育て相談・発達支援・学習支援を实施しています。活
動、支援のキーワードは、「自己实現」です。必要な支援を必要なときに、適切
に利用できることが私たちの目標です。

支援を受けるためのメッセージ：
活動に関する様々な条件が未整備です。多様なご支援
を望みます。

必要とするもの：
活動資金/事務所/活動場所/ＰＣ・印刷機
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

フレンドリー大会実行委員会
所在地: 〒 343-0827

埼玉県越谷市川柳町1-264

電 話： 090-4540-3864

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

鈴木 司
500円/年
1,000円/年

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：
野球活動に関わる指導者及び青尐年に対し、多くのチームが交流する大会及
び野球の指導者の交流を通じて諸団体、各指導者間のネットワークを創造して
います。現在、フレンドリー大会は中止しています。
必要とするもの：

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

総合福祉センターＴａｋｅ
所在地: 〒 343-0015

埼玉県越谷市花田718-44

電 話： 048-964-8104

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
地域の活動やまつりなどに一緒に参加させて下さい。

FAX: 048-964-8136

U R L： http://www.take.or.jp
Ｅｍａｉｌ： npotake@take.or.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員

太田 元治
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：
障害者の地域活動支援に関するセミナー開催や講演
会を行いたいと考えています。会場費や資料作成費、
活動紹介：
越谷市において、デイケア施設デイケアホームHOP・Dream Successを運営し 講師謝礼金など、資金面での支援をお願いします。
ています。地域の中で自立できるように、グループホームぱれっと・NEXTを運
営しています。
ボランティア受入可

必要とするもの：
活動資金
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人権・平和/男女共同参画

特定非営利活動法人

男女共同参画こしがやともろう
所在地: 〒 343-0813

埼玉県越谷市越ケ谷3-5-20

電 話： 048-962-3963

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
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の社員研修
の講座派遣ができます。ご活用下さい。

FAX: 048-962-3963

U R L：
Ｅｍａｉｌ： tomorou@hot-koshigaya.jp
代表者：代表理事
会員数 20～49名
会 費： 正会員
賛助会員

原 博子
10,000円/年
2,000円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
2009年4月から男女共同参画関係施設受託事業として「越谷市男女共同参画
支援センター(ほっと越谷)」の管理・運営を指定管理者として行っています。
必要とするもの：
活動場所
環境保全/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

とよあしはら
所在地: 〒 343-0043

埼玉県越谷市上間久里281-17

電 話： 048-976-1170

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
市民・行政が懸命に頑張っています。地域社会の一員
として是非とも参加してください。

FAX: 048-976-1170

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

宮林 茂幸
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

活動紹介：
富栄養化の進む湖沼などにビオトープ浮島を設置して、水質浄化と生物多様
性空間づくりをしています。浮島の資材は、水源の森の林産物(間伐材、竹、木
炭など)です。設置は子ども達を中心に地域の人たちや行政と協働作業で实施
しています。

支援を受けるためのメッセージ：
お膳立てと跡片付けをします。地域づくりに参加・支援
して下さい。

必要とするもの：
活動資金/情報

保健・医療・福祉/社会教育

特定非営利活動法人

あすなろ
所在地: 〒 343-0033

埼玉県越谷市恩間423

電 話： 048-976-0836

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：

小野寺 喜久子

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
市域で生活していくために、住民の方々の理解を深め
るために納涼会、クリスマス会の行事を行なっています。
活動紹介：
越谷市内で心身障がい者施設「ぷろっぷはあとあすなろ」を運営しています。 そのための寄付による資金面で支援をお願いします。
また、心身障がい者が地域の中で自立していくために積極的に社会参加の機
会を体験し、学習していくための手助けをしています。
ボランティア受入可

必要とするもの：
活動資金
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環境保全/地域安全

特定非営利活動法人

ふる里の橋を守る会
所在地: 〒 343-0026

埼玉県越谷市北越谷3-23-9

電 話： 048-975-5953

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
国交省は県に対して平成23年度、市町村は25年度まで
に橋を点検し、その結果を提出するように指導していま
す。その手伝いができればと思います。

FAX: 048-975-5953

U R L：
Ｅｍａｉｌ： akiraokamoto1940@yahoo.co.jp
代表者：代表理事
会員数 20名未満
会 費： 正会員

岡本 晃
10,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
橋の保全技術者が尐ない中、補修を必要としている橋
はたくさんあります。その手助けをしたいと思っていま
活動紹介：
県や市町村などの自治体が管理する橋の点検や診断を行い、橋の長寿命化 す。その場合、活動に対し、対価をお願いします。長寿
に向けての提言と保全技術者の確保および育成することによって地域の保全 命化への提案もいたします。
と安全を図る活動をしています。
必要とするもの：

まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ

まちアートプロジェクト
所在地: 〒 343-0026

埼玉県越谷市北越谷5-9-27 KAPL

電 話： 090-9818-1538

協働したい相手へのメッセージ：
その他の皆さんへ
作品展示やパフォーマンス等を通して人と関わりたい
方、地域と関われるアートプロジェクトに興味のある方、
ぜひご参加ください。

FAX:

U R L： http://townart.exblog.jp/m2008-05-01/
Ｅｍａｉｌ： machiart09@yahoo.co.jp
代表者：文教大学大学
会員数 20～49名
会 費： 正会員

鈴木 眞里子

その他の皆さんへ
作品展示やパフォーマンス等を通して、アートによるま
ちづくりをしています。ぜひ協働し、地域を盛り上げたい
と考えています。

5,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
地域との関係性継続、定期的な意思疎通、情報発信、
表現の場をつくり、美術でのまちづくりの可能性につい
活動紹介：
越谷市を中心に、市内の商店・施設に作品を展示し、街全体を「美術館」に見 て模索していきたいと考えています。展覧会運営費に充
立てる活動をしています。展示する作品は、作品出展者と店主とのコミュニケー てるための、寄附による資金面での支援をお願いしま
ションから生まれた作品です。また、音楽や映画・パフォーマンス等埼玉県のワ す。
クを越えてアートを身近に感じる機会を年間を通して作っています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

活動資金/事務所
保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

めぶきの家
所在地: 〒 343-0813

埼玉県越谷市越ケ谷5-3-25

電 話： 048-962-9568

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
障がい者が安心して生活できるような、福祉支援をしてく
ださい。

FAX: 048-962-9568

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

岸 昭子
1,000円/月

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
私たちの施設は小さいので、研修会、学習会を開催し
たいのですが、活動資金がありませんので、寄付による
活動紹介：
三障がい者とその家族、高齢者が一緒に集える施設です。事業は、①体験事 資金面での支援をお願いします。
業(手作り味噌、かき餅)②ふれあい事業(陶芸パステル絵画)等の二事業で、自
分に合った事で楽しんでいます。近隣の方との交流のため、花火、クリスマス、
餅つき等にはご招待をし、また敬老の日には手作りの甘酒を配って理解してい
必要とするもの：
ただいております。
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金

158

保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

結
所在地: 〒 343-0015

埼玉県越谷市花田5-1-8

電 話： 048-962-7583

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

和田 正子
3,000円/年

広 報：
ボランティア受入可

NPO基金に登録済

活動紹介：
健常者が当たり前のこととしている日常生活を、施設利用者も身近な地域社会
の中で、社会人として当たり前に人間らしく送れるよう活動しています。また、地
域社会とのふれあいを支えとして、経験を豊かにしています。地域の中で可能
な限り自立生活の支援をして、たくましく豊かに生きることを目指しています。

支援を受けるためのメッセージ：
生産活動で野菜を作ったりしています。施設利用者と一
緒に販売できる場所があれば良いと考えております。

必要とするもの：
活動場所

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

親子で楽しくすてっぷの会
所在地: 〒 340-0815

埼玉県八潮市八潮7-40-22

電 話： 048-997-2654

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

小野 光子
300円/年

広 報： 広報誌(紙)有

支援を受けるためのメッセージ：
子どもたちが元気に動きまわり、お母さんたちが情報交
換を行い楽しい子育てが出来る様、気兼ねせず活動出
活動紹介：
地域の子育て支援を目的として活動しています。「楽しい子育てをしたい」と考 来る場所を必要としています。
えるお母さんたちのサークルです。今、子どもと共有している時間を親子で楽し
もうと、新米ママもベテランママも一緒になり、季節のイベント、紙芝居、絵本の
読み聞かせ、手作り遊具の製作等工夫し交流を持ちながら情報交換していま
必要とするもの：
す。
ボランティア受入可

活動資金/遊具・教材/情報
保健・医療・福祉/環境保全

さくらんぼの会
所在地: 〒 340-0815

埼玉県八潮市八潮3-20-1

電 話： 048-995-0403

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-995-0403

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

木村 雅子
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
私共は1987年より活動しておりますが、社会福祉協議
会の補助金も規制が多くて受けられません。ひたすら患
活動紹介：
八潮市内埼玉回生病院でデイケア通院の患者さんの話し相手(傾聴)や介護、 者さんの笑顔を糧にして活動しているのが現状です。
イベントのお手伝い、お茶の供応などをしています。また、必要に応じて、身の
回りの品、クッション、椅子カバー、市販にない小物の手作りを供応していま
す。
必要とするもの：
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保健・医療・福祉/社会教育

点字点訳 ひまわりの会
所在地: 〒 340-0831

埼玉県八潮市单後谷831

電 話： 048-995-2087

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-995-2087

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

内田 昇一
1,000円/年

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
八潮市内で視覚障がい者への点訳奉仕活動を行っています。毎月点字通信
を会員に発行して点訳の向上と点字に親しむことが活動内容になっています。
また、市民祭りやボランティア体験プログラムなどの地域行事にも積極的に参
加しています。

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

ハンデサポート
所在地: 〒 340-0816

埼玉県八潮市中央3-7-1

電 話： 048-996-3458

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-995-6852

U R L： http://hds.yu-nagi.com/
Ｅｍａｉｌ： atabo@royal.ocn.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
個人賛助会員
団体賛助会員
広 報：

小幡 榮
5,000円/年
1,000円/年
10,000円/年
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：
１．住み続けられるまちづくり運動 １．子どもの健全育成を図る活動「学童保育
室の運営」 １．高齢者の住まいの安定確保に関する活動
必要とするもの：

保健・医療・福祉

フラグループ レアレア
所在地: 〒 340-0815

埼玉県八潮市八潮4-16-9

電 話： 048-995-7450

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
ボランティアというと好きでやっているからお金を払う必
要なしと思われていますが、車代はかかります。尐しの
援助が欲しいです。

FAX: 048-995-7450

U R L：
Ｅｍａｉｌ： mitchy-mauloaf60@ac.auone.net.jp
代表者：
会員数 20～49名
会 費：

永石 道子
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：
私達のフラグループは市民祭、文化祭等に出演する
為、安い月謝、経費にて活動しています。もし支援が受
活動紹介：
八潮・草加・足立に於いてデイケア、デイサービス等の施設においてフラダンス けられるのでしたら、より一層の励みになります。社会福
祉協議会等では、私達は対象外で支援はなしです。
でボランティアを行っています。
ボランティア受入可

必要とするもの：
活動資金
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環境保全

ボランティアグループ 黄いちご
所在地: 〒 340-0813

埼玉県八潮市木曽根1379-１

電 話： 048-995-4324

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

堀越 ハツ子
2,500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

ボランティア受入可

活動紹介：
やしお苑でのデイサービスの介助、施設のお花の手入れ。週１回グループ制
で、月１回全大会。目的→お花を育てることで、お年寄りの方と交流を図る。ま
た高齢者福祉のみならず、市民のためのボランティア活動を行う。
必要とするもの：

まちづくり/国際協力

国際交流 やしおコンニチワさろん
所在地: 〒 340-0824

埼玉県八潮市垳1-3

電 話： 048-996-3864

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-996-3864

U R L：
Ｅｍａｉｌ： koryuan-housen@ezweb.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

小島 昭七
1,200円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
八潮草加三郷地域で外国籍の人々と年２回のティーパーティを通じて交流を
図り、相互理解を深めています。そのほか会員の資質向上のため、英会話サロ
ンを開設しています。教師は外国籍の会員が担当。
必要とするもの：

環境保全

八潮市消費生活を考える会
所在地: 〒 340-0801

埼玉県八潮市八條1567-30-204

電 話： 048-996-6844

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
行政と共に環境・消費生活に関わる行事に参画し、市
民に理解、参加していただけるとよいと思います。

FAX: 048-996-6844

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

金森 潤子
100円/月

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
作業を行う場所、保管場所等の提供を行政にお願いで
きれば、活動もスムースになるのではないかと考えます。

ボランティア受入可

活動紹介：
年間のテーマを”あなたにもできるリサイクル”として消費者の啓発を行っていま
す。生ゴミを有機肥料にするボカシ作り、廃油からの石鹸作り、施設見学、勉強
会を通して資源の大切さを見直しています。年間活動を消費生活展でパネル
展示し、啓発活動してます。市内のゴミ拾い、川の浄化など、環境に優しい活
必要とするもの：
動をしてます。

作業場所・保管場所など
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保健・医療・福祉/子どもの健全育成

八潮市食生活改善推進会
所在地: 〒 340-0815

埼玉県八潮市八潮8-10-1 市保健ｾﾝﾀｰ

電 話： 048-995-2483

協働したい相手へのメッセージ：

FAX:

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

茂村 ツル
3,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
楽しく料理をしながら、栄養のバランスの取れた食事の大切さを学ぶ料理教
室。また地産地消の推進。
必要とするもの：

保健・医療・福祉/子どもの健全育成

八潮市母子愛育班連合会
所在地: 〒 340-0815

埼玉県八潮市八潮7-4-1

電 話： 048-995-3381

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-995-3383

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

石井 忠枝
1,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私たちは沐浴人形を持って小学校(低学年)や学童保育の皆さんをいっしょに
「あかんちゃんとあそぼ」を行っています。赤ちゃんの洋服や下着の着せ替え
や砂袋を使用して妊婦体験などを行い、命の大切さを教えています。お母さん
やお父さんがみんなの事を大事に育てたことを話します。

必要とするもの：

社会教育/子どもの健全育成

ヤッキーひろば運営委員会
所在地: 〒 340-0802

埼玉県八潮市鶴ヶ曽根784-2

電 話： 048-995-1152

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-995-1152

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費：

伊藤 光益

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
小学校低学年の子どもと大人が遊びを通して世代を超
えた交流を目的に活動しています。活動資金は参加費
活動紹介：
目的：地域の団体、個人の協力を得て、ヤッキーひろばに参加する子どもたち として、100円を徴収し、周知宣伝費、材料費等に充当
との世代を超えた交流を通して地域に密着したこどもたちの育成に資するため していますが、子どもから参加費を徴収するのは限界で
の企画・運営を行う。事業：土曜日の午後、月１回を原則にヤッキーひろばを開 す。
設する。事業はやしお生涯楽習館とヤッキーひろば運営委員会との共催で行
必要とするもの：
う。
ボランティア受入可

活動資金
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保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

朗読ボランティアうしお文庫
所在地: 〒 340-0802

埼玉県八潮市鶴ヶ曽根784-2

電 話： 048-995-1152

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-995-1152

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

伊藤 光益
1,200円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
技術進歩に伴う録音のアナログ方式からデジタル方式
への変更のための技術指導およびこの方式の変更によ
活動紹介：
八潮市内の視覚障害者へ、県・市および社会福祉協議会の広報紙を音訳して るリスナーへの再生機器の支援を行政に対して強く求
の情報提供を中心に、老人福祉施設へのレクリエーション活動参加、その他、 めたい。
八潮市立図書館事業に協力、朗読会の定期的開催(月２回)を实施していま
す。
必要とするもの：
ボランティア受入可

保健・医療・福祉/職能開発・雇用拡充

特定非営利活動法人

コンパスの会
所在地: 〒 341-0008

埼玉県三郷市駒形字申切124

電 話： 048-958-2555

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
知的障がい者の職場見学や仕事体験を受入れてみま
せんか。自分の適性を知り、働く意欲を生むきっかけ作
りにご協力下さい。

FAX: 048-958-2555

U R L：
Ｅｍａｉｌ： compas2555@ybb.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
賛助会員

佐藤 國男
3,000円/年
2,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
私たちは地域で当たり前に暮らして行きたいのです。障
がいがあっても、高齢であっても同じです。暮らせる場
活動紹介：
所、働ける場、仲間作りの一助として就労の機会及び場
知的障がい者のデイケア施設コンパスを運営しています。地域に自分たちの
存在を認めてもらえるよう作業所で作ったパンを地域住民に届けています。成 所の提供等支援をお願い致します。
年後見制度やグループホームのあり方の勉強を進めています。
ボランティア受入可

必要とするもの：
活動資金/活動場所
保健・医療・福祉/環境保全

サークル若草
所在地: 〒 341-0021

埼玉県三郷市さつき平2-5-2-1308

電 話： 048-951-9868

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
会場の確保が容易になればと願っています。

FAX: 048-951-9868

U R L：
Ｅｍａｉｌ： hirochiga@jupiter.sannet.ne.jp
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

船越 博輝
500円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
現在、無料の集会室を利用しているが、申し込み手続き
を簡略にして欲しい。見学会・宿泊時における無料・尐
活動紹介：
三郷市で市の老人憩いの家の室を借りて、週一回活動している。介護保険導 額での、バス借用、施設完備の宿・ホテルの情報があれ
入後、ディサービス等の利用だけでなく、ボランティアの方の力と障害ある者も ばと思います。
お互いに支えあい、自立の時間を持っている。年一回の一泊旅行・日帰りでの
見学会等の楽しみ、また晴天時には散歩時の周辺の缶・ゴミ収集し、生き甲斐
を持てるよう自己の存在アピール・社会との交流を積極的に立ち向かうよう努力 必要とするもの：
しています。
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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

日本ヨーガ療法士協会
所在地: 〒 341-0018

埼玉県三郷市早稲田3-9-2-101

電 話： 048-958-2795

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
会社ヨーガをやってみませんか？休憩時間などに10分
ヨーガセラピーをやるだけでリフレッシュします。1時間ほ
どの研修で習得可。

FAX: 048-958-2795

U R L： http://npo-yt.com
Ｅｍａｉｌ： kitakan@npo-yt.com
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
準会員
賛助会員
広 報：

平塚 次男
3,000円/年
3,000円/年
5,000円/年

入会金1,000円
入会金1,000円

活動紹介：
胎児(妊婦)から高齢者まで幅広い層に対し、親子ヨーガ、働く人の会社ヨー
ガ、病院でのヨーガ･セラピー、中高年のアンチエイジングヨーガなど様々な
ヨーガ療法(ヨーガ･セラピー)の实習や講演会、またヨーガ療法士の派遣を行
い、心身とも真の健康を取り戻して医療費の抑制などを目的に活動していま
す。

行政(市町村・県・国)の皆さんへ
中高年の健康管理にアンチエイジングヨーガを開催しま
せんか？簡卖で誰にもできます。筋肉を強くして自己免
疫力も向上します。
支援を受けるためのメッセージ：
ストレスを軽減し、自律神経やホルモンのバランスを調
和し、自己免疫力を向上させ、さらに筋肉をしなやかに
強くするヨーガ療法をより多くの人に知ってもらうため寄
付による資金面の支援をお願いします。
必要とするもの：
活動資金/会議室

保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ

蚤の会 音楽ボランティアサークル
所在地: 〒 341-0044

埼玉県三郷市戸ヶ崎3180-104

電 話： 048-955-7597

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：

芳垣 忠男

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
県内八潮市にて、「市民の目線」でのイベントにて、まちづくりの発展となるべく
努力しています。毎夏八潮メセナでのハワイアンフラフェスティバルinＹＡＳＩＯ
のイベントに参加したり、市内のケアセンター等へ出向いたりして、ハワイアンフ
ラダンスにてご高齢の皆様と一緒になって楽しいひとときをすごしています。

必要とするもの：

まちづくり/環境保全

特定非営利活動法人

ふるさと街づくり推進協議会
所在地: 〒 341-0003

埼玉県三郷市彦成3-7-9-102

電 話： 0489-50-3100

協働したい相手へのメッセージ：
行政(市町村・県・国)の皆さんへ
日本風景街道の国道298号の花街道、みさと公園のフラ
ワーパークは時間の問題、三郷市の新観光スポットとし
て三郷市の協力を！

FAX:

U R L： http://www.geocities.jp/satoplco/
Ｅｍａｉｌ： npo_hurusato@yahoo.co.jp
代表者：理事長
会員数 20～49名
会 費： 法人正会員
個人正会員

大井 巳喜彦

企業・商工団体の皆さんへ
新三郷駅前通りのみさと阿波踊りは10回目の開催、らら
シティのオープンと同時連携の道が開けず、連携しよ
う。

2,000円/月
1,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
関東三大阿波踊りを目指した「みさと阿波踊り」は11回
目でららシティオープンと同時に中断となりました。開発
活動紹介：
三郷地域で、国道298号沿道の花街道とみさと公園の芝桜を中心に、フラワー デベロッパーと今から連携協働の道を探り、来年の7月
パークの实現を目指して活動。2007年、阿波踊りとこの環境美化「花いっぱい 開催は、今年の分も含めて盛大に開催できるようご協力
運動」が日本風景街道に選ばれました。新三郷操車場跡地の「環境共生街づ 下さい。
くり事業」を提言したのが实り、日本風景街道として三郷市の新しい観光事業と
必要とするもの：
して实現させました。
活動資金
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保健・医療・福祉

特定非営利活動法人

三郷さつきの会
所在地: 〒 341-0052

埼玉県三郷市彦野1-11-2

電 話： 048-952-3830

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-953-7260

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

安部 眞智子
500円/月

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/学術・文化・芸術・スポーツ

三郷フレンズＨＡＮＤｉｎＨＡＮＤ
所在地: 〒 341-0021

埼玉県三郷市さつき平1-5-1-109 鈴木方

電 話： 048-958-9700

協働したい相手へのメッセージ：
大学・研究機関の皆さんへ
障がいがある人の地域生活を支えるためには支援する
人材が必要です。障がいがある人の理解と支援を一緒
に担ってください。

FAX: 048-958-9700

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

鈴木 京子
1,000円/月

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
余暇支援だけでなく地域での自立を考えた学習会や人
材育成を企画しています。また在学保護者と連携をする
活動紹介：
主に知的障がいがある人たちがスポーツを中心に余暇活動をしています。また ための研修会の企画に必要な講師謝金、資料代などの
障がいがあっても地域で豊かに安心して生活ができるように本人のための健康 資金の援助と情報の提供をお願いします。
や親からの自立に向けての学習会などの实施や、様々な方面の研修会への
参加をしています。
必要とするもの：
ボランティア受入可

インターン受入可

活動資金/事務所/交流できる仲間/人材・支援者
保健・医療・福祉/まちづくり

ヨサコイ・ソーラン真来寿
所在地: 〒 341-0044

埼玉県三郷市戸ヶ崎2-165-1

電 話： 048-956-2829

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
三郷市・自治会からお声を掛けて頂いております。

FAX: 048-956-3154

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

森 笑子
1,000円/月

入会金1,000円

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
私達の会は、ヨサコイソーランの踊りを通して地域社会との交流を図っておりま
す。自分達の健康の為に始めたものですが、今では近くのケアーセンター等
で活動しております。ソーランの音楽は、誰からも親しく感じられるのでしょう、
涙を流して喜んで頂けるのが私達にとって何よりもヤリガイを感じております。
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必要とするもの：

環境保全

特定非営利活動法人

楽市楽画
所在地: 〒 341-0021

埼玉県三郷市さつき平2-5-2-403

電 話： 048-951-8198

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
２１世紀は水資源争奪の時代といわれています。適水適
所を实現する「水たまりん」等の採用をＨＰをご覧の上是
非検討下さい。水運搬・水道事業の費用を圧縮し、必要
なところへ必要なだけの水を運ぶことが可能です。

FAX: 048-951-8198

U R L： http://www.justmystage.com/home/rakuichi/sub1.html
Ｅｍａｉｌ： CZT03632@nifty.ne.jp
代表者：理事長
会員数 20名未満
会 費： 正会員
法人会員
賛助会員
広 報：

打田 純二
5,000円/年
50,000円/年
1,000円/年

入会金5,000円
入会金100,000円
入会金1,000円

NPO基金に登録済

大学・研究機関の皆さんへ
水資源の運搬は水道が前提となっていますが、小分け
にして水資源と運べる「水たまりん」は水文学的にも有効
な研究と思われます。河川・ダムの堆砂の運搬にも使え
防災対策、農業での利用等幅広い分野に利用可能で
す。
支援を受けるためのメッセージ：
私たちの活動は世界中に適水適所を实現することにあ
ります。水の適正な配分がなければ世界中の至る所で
火種はくすぶり、日本の食卓も安心では居られません。
「仮想水」の問題の解決のように世界の水問題は対岸の
火事ではありません。是非ご協力のほどお願い申上げ
ます。
必要とするもの：

活動紹介：
◆水の有効活用 淡水を効率的に運搬、有効再利用する特許”水たまりん”を
用いて、より多くの人がより多くの水を得る機会を提供したい、と思ってます。大
きなものはアウト・ドアで、小さなジュニアは、オフィスやビルの屋上で都市を彩
るグッズとして利用します。ジュニアも都市での役割を終えると、植生回復など
の役割を担うためアウト・ドアに向かいます。◆遠隔健康診断への取組 役員
の医大教授を中心に国への働きかけ等の活動を展開します。
活動資金/事務所/活動場所/ サーバー/節水農業に関する情
報

保健・医療・福祉/まちづくり

特定非営利活動法人

ワーカーズ・コレクティブ青いそら
所在地: 〒 341-0018

埼玉県三郷市早稲田5-4-1 三郷市文化会館内

電 話： 048-957-9600

FAX: 048-957-9600

U R L：

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
地域のたまり場として会議やパーティの場として活用し、
この場から情報の発信を行いませんか？

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

浅草 秀子

その他の皆さんへ
福祉作業所、特別支援学級の皆さん、就労体験をしま
せんか?

3,000円/年
1,000円/年

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：
お弁当の配達等を行い、事業性を高めていきたいと思
います。車両の購入を考えています。寄付、資金提供な
どの支援をお願いしたいと思っています。

NPO基金に登録済

活動紹介：
私たちは安全性の高い食を提供するコミュニティ・レストランを運営し、年齢や
ハンディを超えて共に働き、運営する協働労働を实践しています。市民の作品
展示、販売、イベントの開催などを通し、市民が気軽に立ち寄り、コミュニティの
場としても機能させています。また、ハンディを持つ人々の就労の機会として实
必要とするもの：
習者を受け入れています。
活動資金
子どもの健全育成/社会教育

吉川市青少年相談員協議会
埼玉県吉川市吉川2‐1‐1 吉川市役所子育て支援課内 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
電 話： 048-982-5289
FAX:
ボランティアとして活動に参加してみませんか。子どもた
ちが楽しみながら、様々な学びを得る機会作りにご協力
U R L：
ください！
Ｅｍａｉｌ：
所在地: 〒 342-0055

代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

辻 健人
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：
私たちは県知事から委嘱を受け、地元・吉川市を中心に青尐年の健全育成活
動をしています。小中学生を対象にした、サマーキャンプ・体験ライド(社会見
学会)・歩き回りツアー(遠足)などの事業を企画・運営しています。また、児童館
とタイアップしてのレクなども实施しています。
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必要とするもの：

保健・医療・福祉/まちづくり

吉川 そば打ちめいじん会
所在地: 〒 342-0044

埼玉県吉川市木売新田334

電 話： 048-981-0580

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
年1回吉川市の知的障害者の施設「フレンドパーク」でそ
ば打ち体験とそばを食べて頂いておりますが、非常に喜
ばれており、今後も続けたい。

FAX: 048-981-0580

U R L：
Ｅｍａｉｌ： sawayama@miracle.ocn.ne.jp
代表者：会長
会員数 20～49名
会 費： 正会員

澤山 義雄
2,000円/月

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：
吉川そば打ちめいじん会は、会員相互のそば打ち技術の研鑽を通して親睦を
図るとともに、地域社会に貢献することを目的とする。市のサポート事業への協
力、地域のボランティア活動、講習会等にも積極的に取り組んでおります。
必要とするもの：
活動場所
子どもの健全育成

ＮＰＯ法人

よしかわ幼児教室おひさま園
所在地: 〒 342-0005

埼玉県吉川市川藤字川岸155

電 話： 048-981-2166

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
子どもの健全育成活動を通して、地域の課題にきちんと
向き合い活動する市民を育てる場でもあります。認可施
設と同様の補助を！

FAX: 048-981-2166

U R L：
Ｅｍａｉｌ： ohisamaen@extra.ocn.ne.jp
代表者：代表理事
富田 真理子
会員数 50～99名
3,000円/年
会 費： 正会員
賛助会員(個人)
2,000円/年
賛助会員(団体)
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：
無許可の幼稚園類似施設の運営は困難がいっぱいで
す。補助金は尐なく、消費税の課税もあります。しかしな
活動紹介：
人と人とがつながり子どもが健全で豊かに育つ活動をしています。話し合い、 がら、大事なのでやめられません。私達が何をこんなに
みんなで場をつくっていくことを大切にしています。自然の中で遊ぶ事、大人も 頑張っているのか、興味を持って下さい。
子どもも自分らしくいることを大切にしています。保護者の自主運営による幼稚
園類似施設の運営。未就園児親子及び小学生の為の広場の開催。出張読み
必要とするもの：
聞かせ等。
NPO基金に登録済

活動資金/事務所/活動場所/情報
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

吉川市レクリエーション指導者協議会
所在地: 〒 342-0035

埼玉県吉川市高久1-31-25

電 話： 048-981-1013

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
私達と楽しくレクリエーション活動をしてみませんか。指
導にも伺いますし、いつでも定例会にお越しください。

FAX: 048-981-1013

U R L：
Ｅｍａｉｌ：
代表者：
会員数 20名未満
会 費： 正会員

会田 勝一
2,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：
子ども達の健全育成の場や、高齢者との交流の機会を
増やしていきたいと考えています。会場費、資料作成費
活動紹介：
吉川地域で子ども達の健全育成や、病院で寝たきりの高齢者との交流、地域 などに充てるため、寄付による資金面での支援をお願
の方へのレクリエーションの学習の場を設けています。また、ニュースポーツを い致します。
普及し、地域の方々の健康増進に努めています。
ボランティア受入可

インターン受入可

必要とするもの：
活動資金

167

環境保全/社会教育

特定非営利活動法人

東方科学技術協力会
所在地: 〒 343-0117

埼玉県北葛飾郡松伏町田中2-22-10

電 話： 048-991-6973

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
日本には、アルカリ土壌が尐なく、研究者もそれほど多く
いません。私たちと一緒に研究しませんか。

FAX: 048-991-6973

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

佐野 初雄
5,000円
50,000円

入会金10,000円
入会金100,000円

広 報： その他広報有

支援を受けるためのメッセージ：
中国吉林省の西部地区に広がるアルカリ性土壌の荒廃
地を緑化する環境改善と貧困にあえぐ農民に牧草を提
活動紹介：
中国吉林省の西部地区の強アルカリ土壌の荒廃した地区に多年生の牧草で 供する生活向上に寄与する活動をしています。皆さん
修復し、あわせて貧困にあえいでいる周辺の農民の生活向上を図る活動をし のご協力をお願いします。
ています。また農民に対し、アルカリ土壌の正しい扱い方法を指導する事業を
支援しております。
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/パソコン操作のできる人
保健・医療・福祉/子どもの健全育成

特定非営利活動法人

福祉作業所ひばり園
所在地: 〒 343-0102

埼玉県北葛飾郡松伏町築比地700-3

電 話： 048-992-5400

協働したい相手へのメッセージ：

FAX: 048-992-5400

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

吉田 常夫
10,000円/年
5,000円/年

広 報：

支援を受けるためのメッセージ：

活動紹介：
どんな障がい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
いけるような支援を行う。そして、全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理念に、在宅で家に閉じこもっている仲間
を通所出来るように、自宅と園の送迎に力をいれて活動しております。
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必要とするもの：

