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八王子市市民活動団体リスト 

  団体名等 所在地 概要 

活動分

野 

団体

の種

類 

1 エコ・ネットワーク 

東京都

八王子

市 

環境リーダー養成講座、

八王子いちょう祭委託、

（ゴミ回収、資源化、啓

発活動、水質水辺環境

調査、緑の保全活動） 

環境 NPO 

2 

エコショップ元気広場 

http://www.genki-hiroba.com/ 

東京都

八王子

市 

2002 年設立、レンタルボ

ックス事業（1 ヶ月 3,000

円）各種教室、地域お助

け隊、廃油回収、植林

支援 

 環境 NPO 

3 里山農業クラブ 

東京都

八王子

市 

稲作（2 反歩）、雑木林

整備、竹林整備と炭焼

き、野菜朝市、里山体験

農園 

 環境 NPO 

4 

すずしろ 22 

http://www.ac.auone-net.jp/~itplan/ 

東京都

八王子

市 

人材派遣（農家需要と市

民意欲のマッチング）有

償で農作業を応援、農

産物の販売、学校給食

にボランティア先農家の

野菜を納品 

 環境   

5 きよっぴー 

東京都

八王子

市 

厨房活動、 菜づくりと

販売、（清川町の商店街

の空き店舗借用週 4 日

間） の公演、朝市、川

遊びなどのイベント 

子ども・

教育 

 

6 

子ども福祉研究所・はちおうじ 

http://www.kodomofukushi.com/old/h

achiouji.html 

東京都

八王子

市 

児童虐待、養育困難な

どにより支援を要する子

どもと家庭へ場所とサポ

ーターの支援、子どもサ

ポーター養成講座、母

子家庭支援、 

子ども・

教育 

NPO 

http://www.ac.auone-net.jp/~itplan/
http://www.kodomofukushi.com/old/hachiouji.html
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7 保育サポーターはちっ子 

東京都

八王子

市 

保育者の育児支援、保

育スペースの開放（週 2

回子どもの一時保育）保

育サポーターの養成講

座 

子ども・

教育 

  

8 

シニアボランティア経験を活かす会 

http://www.geocities.jp/jicasvob/ 

東京都

八王子

市 

海外でのシニアボランテ

ィアに対する後方支援、

JIKA 国際理解セミナー

（地方自治体、大学、高

校）出前講座、講演会へ

の講師派遣、海外から

の留学生や研修生の日

本文化の紹介 

国際交

流 

NPO 

9 

八王子東京パイロットクラブ 

http://blog.livedoor.jp/hachiojitokyop

c/ 

東京都

八王子

市 

脳障害者に対する支

援、 「イマジン」の手伝

い、知的障害者 「とぶ

き育成園」の手伝い、視

覚障害者「四季の会」の

ガイドヘルプ 

国際交

流 

  

10 

ケアセンター八王子 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/a

a_1P_home_holder/1HP-care-center/in

dex.html 

東京都

八王子

市 

2003 年、高齢者、障害

者など移動困難な人の

移送サービス事業・運転

屋の安全運転の技術教

育等の教室 

福祉   

11 

市民ユニットりぼん 

http://www10.ocn.ne.jp/~ribo/ 

東京都

八王子

市 

デイサービス「ひだまり

の家」の運営、介護保険

事業、自立支援事業、

地域支援事業 

福祉 NPO 

12 

食事サービスかたくり 

http://www8.ocn.ne.jp/~katakuri/ 

東京都

八王子

市 

高齢者への食のサポー

ト（日曜を除く毎日、配

食、配達車の運転、調

理助手、 男性ボランテ

ィアも多数参加、 

福祉 NPO 

http://blog.livedoor.jp/hachiojitokyopc/
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/aa_1P_home_holder/1HP-care-center/index.html
http://www10.ocn.ne.jp/~ribo/
http://www8.ocn.ne.jp/~katakuri/
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13 地域医療、福祉の明日を考える会 

東京都

八王子

市 

八王子市委託事業「保

育と療育の両立支援」託

老所等介護施設開設予

定、地域医療、福祉に

関する事業の開催 

福祉   

14 

日本ウェルネット 

http://japanwelnet.com/ 

東京都

八王子

市 

ヘルパー研修事業、訪

問介護事業、こころの相

談事業、各種研修会、カ

ウンセリング講座 

福祉 NPO 

15 なみき福祉会 

東京都

八王子

市 

障害のある人、高齢者、

子育て中の母親の支

援、相談窓口として喫茶

店の開設、グループホ

ーム（めじろ台、 横山

町）シニアのパソコン教

室 

福祉 NPO 

16 

八王子ワークセンター 

http://8workc.jp/ 

東京都

八王子

市 

障害者授産施設、団体

の授産事業活性化アド

バイス、授産製品の販売 

福祉 NPO 

17 はちネット 

東京都

八王子

市 

公共交通機関の利用が

困難な高齢者や障害者

の交通アクセスを支援す

る移動サービス活動を

行っている 登録車輌 8

台、登録運転手 25 名 

福祉 NPO 

18 デイサービスはなみずき 

東京都

八王子

市 

介護保険による通所介

護事業の運営（8:30～

17:30 定員 9 名） 

福祉 NPO 

19 

めじろむつみクラブ 

http://www.hachioji-mmc.com/ 

東京都

八王子

市 

高齢者の生活支援（植

木の剪定、草取り、軽微

な外装工事会員 100 人 

福祉 NPO 
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20 

結の会 

http://npoyui.web.infoseek.co.jp/ 

東京都

八王子

市 

知的障害者の経済的自

立のため 14 人の会員が

広告チラシの配布、メー

ル便の配達、授産施設

の運営（ 八王子のマン

ション一室） 

福祉 NPO 

21 若駒ライフサポート 

東京都

八王子

市 

1991 年、2 つの通所訓

練施設（大工、食事作

り、手芸、買い物、など）

グループホームの運営、

ケアサービスヘルパー

派遣 

福祉 NPO 

22 

シニアネットクラブ 

http://snc.npgo.jp/ 

東京都

八王子

市 

高齢者専門のパソコン

教室の開設（毎年500人

受講、講師も平均年齢

65 歳） 

情報 NPO 

23 

情報ボランティアの会八王子 

http://www.ivh-jp.org/ 

東京都

八王子

市 

パソコン何でも相談、パ

ソコン教室、97 年開設、

会員 105 人 

情報   

24 

フュージョン長池 

http://www.pompoco.or.jp/index.htm 

東京都

八王子

市 

八王子市長池公園の指

定管理者、長池ぽんぽ

こ祭の開催 

まちづ

くり 

NPO 

25 

空 パフォーミング・アーツ研究会 

http://airpai.com/ 

東京都

八王子

市 

03 年、歌やダンス、演

劇、楽器演奏などに関

連したスクール・ボランテ

ィアは協力者として多数

参加 

文化   

26 

八王子服飾センター 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/a

a_1P_home_holder/1HP-fukusyoku/1H

P-fukusyoku.html 

東京都

八王子

市 

ジャージ生地を主体に

洋服づくりの学習会、福

祉作業所とのバザー、

外出着の受託、受注、

制作 

文化 NPO 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/aa_1P_home_holder/1HP-fukusyoku/1HP-fukusyoku.html
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27 発明協会 

東京都

八王子

市 

新しいものづくりのため

の支援、わくわく発想塾

の開催 

文化 NPO 

28 

サイバーシルクロード八王子「ビジネス

お助け隊」 

http://www.cyber-silkroad.jp/?page_id

=217 

東京都

八王子

市 

地域産業活性化を支

援、中小企業支援、起

業家育成、登録アドバイ

ザーは、中小企業診断

士、司法書士、行政書

士など 60 名 

その他   

29 

八王子 IT 協同組合 

http://www.hachioji-it.net/ 

東京都

八王子

市 

サイバーシルクロードか

ら生まれた団体、H18、

地元の IT 関連事業所が

中心となり連携の強化、

ビジネスチャンスの創出

を目的としている 

その他   

30 

ニューイング 

http://www.new-ing.jp/ssl_index.html 

東京都

八王子

市 

治験の啓発活動、地域

医療の発展、骨量測定

会、健康食品の臨床試

験参加 

その他 NPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyber-silkroad.jp/?page_id=217
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町田市民活動団体リスト 

  団体名等 概要  

団体の

種類 

1 

 畑の家 

http://www.hatakenoie.org/ 

平成 5 年設立、心病む人のオ

アシスをめざして、園芸療法、

農園活動、収穫物加工、手作

り製品販売、日常生活支援事

業 

  NPO 

2 

 住まいの会 

http://www.sumainokai.jp/index2.html 

平成 7 年設立、住宅の相談、

新築や改修の工事管理、研

修会、バリアフリーの調査、や

さしい住まいづくり  

  NPO 

3 

 ゼロ・ウエイト 

http://www.npo.lsnet.ne.jp/mizuki/page

s-1 

平成 20 年設立、ゴミゼロ、ご

み削減と資源化、環境教育、

田んぼ再生、生ゴミの堆肥、リ

サイクル広場、年会費 5000 円 

  NPO 

4 

町田ハンディキャップの会 

http://www014.upp.so-net.ne.jp/handec

ab/index.html 

昭和 58 年設立、障がい者、

高齢者の外出支援、福祉輸

送サービス共同配車センタ

ー、バリアフリーマップの管

理、運営、年会費 3000 円 

  NPO 

5 

 みずきの会 

http://www.npo.lsnet.ne.jp/mizuki/page

s-1 

平成 11 年設立、宅老所「かい

この家」ケアマネくらぶ、ホー

ムヘルプサービス「みずき」、

アンチエージングくらぶ、フリ

ースペース、職員スタッフ 40

名 

  NPO 

6 

 みらいの会 

http://mirainokai.sakura.ne.jp/ 

平成 16 年設立、「ゆめの木ぼ

っち」（幼児教育施設）ワ―カ

ス・コレクティブ、幼児期の子

どもによい環境を与える  

  NPO 

7 

 湧和 

http://www.npo-yuwa.org/ 

平成 12 年設立、通所介護、

地域包括支援センター、訪問

介護、居宅介護支援、配食サ

ービス 

  NPO 

http://www.npo.lsnet.ne.jp/mizuki/pages-1
http://www014.upp.so-net.ne.jp/handecab/index.html
http://www.npo.lsnet.ne.jp/mizuki/pages-1
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8 子育て、子育ち支援タグボート 

平成 14 年設立、ころころセミ

ナー（子どもとまちを考える）

児童館の運営、子どもの健全

教育、地域交流事業、交流者

との交流 

  NPO 

9 こども・人権たまねぎ 

平成18年設立、子どもへの暴

力防止プログラム（CAP)、自

己表現トレーニング 

  NPO 

10 

境川緑のルネッサンス 

http://home.m01.itscom.net/sakai-r/ 

平成 15 年設立、水辺の空間

づくり、鶴間の民俗や歴史を

生かした「川の文化づくり」景

観の恵まれたまちづくり、境川

の水と緑の再生鶴間地区の

景観づくり 

  NPO 

11 

子育てコンシェルジュ 

http://upaupa.com/upaupa/index-2.html 

病児育児サポーター、安心し

て預けられるシステム、保育

経験豊かなキッズエイドから

預かる、会員制 

  NPO 

12 

ジャパンワイルドライフセンター 

http://jwc-web.org/top.html 

平成 2 年設立、野生動向保護

団体、野生動物観察会、ボラ

ンティアの現地派遣、特定動

物保護、動物保護プロジェク

ト、生息地環境保全活動 

  NPO 

13 

都市環境標識協会 

http://www.toshi-kan.or.jp/index.html 

平成 12 年設立、標識設置の

ための協賛金募集活動、安心

安全なまちづくりに貢献 

  NPO 

14 

菜の花まちだ 

http://nanohanamatida.web.fc2.com/ 

平成 14 年設立、配食エリアは

市内全域国産食材、生協の

消費財使用、野菜は JA 

  NPO 

15 翠の会（琴） 

平成 20 年設立、教育音楽（川

崎総合高校で授業）ひな祭り

コンサート、体験講座、桜祭り

コンサート  

  NPO 

16 明るい老後を考える会 

昭和 56 年設立、食事作り、配

食、見守り、ディサービス、在

宅サービス「ケアセンター木曽

  NPO 
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山崎」の調理受託、指定管理

で介護事業に進出 

17 アットホーム 

平成16年設立、訪問介護、ケ

アプランサービスディサービ

ス、通院送迎、介護ボランティ

ア 

  NPO 

18 

いきいきまちだ 

http://www.ikiikimachida.com/ 

平成 15 年設立、里山、里地

保全、炭づくり、公園管理、有

機農業、伝統文化こども教

室、ホタルの里づくり 

  NPO  

19 インターナショナルスポーツネットワーク 

平成 13 年設立、各種スポー

ツ大会、地域スポーツ活動・

大会、水泳教室の実施、指定

管理制度への提案  

  NPO 

20 

桜美会 

http://www.ohmikai.com/ 

平成 11 年設立、地域包全支

援センター、ディサービス玉

川学園、ケアマネージメントセ

ンター、ディサービス南大谷、

ヘルパーステーション、食事

サービス  

  NPO 

21 

気の活用 

http://www.kinokatsuyo.com/ 

平成 13 年設立、合気道、生き

る力（元気とやる気）を健康、

美容ビジネス、スポーツ、病気

の克服に道を開く 

  NPO 

22 グリーンプロジェクト 

平成 19 年設立、街に緑を増

やし、地球環境に貢献する、

温暖化防止、ゴールドコーン

の育成  

  NPO 

23 ラ・マノ 

平成 4 年設立、障がいのある

人達の働く場として設立、ラ・

マノ（スペイン語で手のこと）染

織展、アート福祉体験、染織

教室、授産施設、（クラフト工

房）  

  NPO 

24 れんが舎 

平成 8 年設立、子供の遊び場

づくり、（対象小 1～中 3）カフ

  NPO 
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ェ事業、スイーツ通販事業、

デザイン事業、 

25 アスレチッククラブ町田 

平成15年設立、スポーツの啓

発普及、競技者、指導者、ボ

ランティアの育成、スポーツ施

設の管理運営、 

  NPO 

26 

たがやす 

http://homepage3.nifty.com/npo-tagaya

su/ 

平成14年設立、市民と農家を

対象に援農ボランティア、農

業ヘルパー育成、生ごみリサ

イクル、地場野菜普及有機資

源のリサイクル 

  NPO 

27 夕げの会 

平成 17 年設立、専門的資格

経験をもつ技術者の人材集

団としてまちづくり、再生、保

全技術者指導、建物の活用

管理 

  NPO 

28 

ひとりとみんな 

http://www.hitori-minna.com/ 

平成 19 年設立、単独世帯、

認知症高齢者の介護に対し

て、介護保険事業、介護保険

外の市民参加、支援事業を行

う 

  NPO 

29 

町田市芸術協会 

http://www.machida.or.jp/art/ 

平成 14 年設立、音楽、洋舞

など芸術普及向上のための

事業を行う、青少年の健全育

成 

  NPO 

30 

町田リス園 

http://www13.ocn.ne.jp/~risuen/ 

平成 21 年設立、自然にかこま

れた小動物に直接触れ合う場

の提供、障がい者の通所とし

て、仕事ができる場の提供 

  NPO 

http://homepage3.nifty.com/npo-tagayasu/
http://www13.ocn.ne.jp/~risuen/
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相模原市民活動団体リスト 

  団体名等 概要 活動分野 

団体の

種類 

1 

アイ・介護サービス 

http://aikaigo.com/ 

０２年設立、25 人、会費 3000

円、障害者、高齢者の支援 

健康・福祉 NPO 

2  IHTB 

03 年設立,22 人、3000 円、ペッ

ト、子供、高齢者が安心して住

める環境づくり 

健康・福祉 NPO 

3  きこり 

８７年設立、24 人、5000 円、木

工製品をみんなで作るほか食

事づくり、絵画教室など 

健康・福祉 NPO 

4  元気くらぶ 

０１年設立、130 人、１回５００

円、ストレッチ体操、社交ダン

ス、カラオケ 

健康・福祉   

5 元気の出る歌の集い 

０５年設立、７００人、月会費５０

０円、月４回の定例会、音楽を

通して心の体操づくり 

健康・福祉 NPO 

6 成年後見さがみはら市民センター 

２０１０年設立、５名、１万円、研

修会、相談の実施、市民後見

の養成 

健康・福祉 NPO 

7 

 竹の子作業所 

http://www2.odn.ne.jp/takenoko-

s/ 

１９８８年設立、２０人、１０００

円、集団生活訓練、機能訓練、

作業訓練、宿泊訓練、調理実

習 

健康・福祉 NPO 

8 パソボラそうそう相模原 

０６年設立、１２名１０００円、パソ

コン教室出張支援障害者、高

齢者の生活支援 

健康・福祉   

9 

全国日本語教師会 

http://nihongokyoushikai.blogspot

.com/ 

０４年設立、１２人、６０００円、日

本語教師入門講座、外国籍児

童の「日本語教室」開催 

社会教育 NPO 

10 ビューティフルエージング協会 

０７年設立、３０人、３０００円、中

高年の健康と生きがいの情報

提供、シニアライフサポートの

育成 

社会教育 NPO 

http://www2.odn.ne.jp/takenoko-s/
http://nihongokyoushikai.blogspot.com/


37 

11 

境川クリーンアップ作戦実行委員

会 

http://sakaigawa.exblog.jp/ 

０１年設立、２５人１０００円、境

川の清掃、心の広場の確立、

環境団体との交流指定管理を

めざしている 

まちづくり   

12 

相模原エスティアート 

http://www.st-art.net/ 

０２年設立、１５人、３６００円、ビ

ジネスカウンセリングコミュニテ

ィビジネスに関する講座の実

施、地域と大学を結ぶ情報誌

の発行 

まちづくり NPO 

13 自遊クラブ 

０４年設立、１８人、２０００円、三

井森林再生・森づくり、リサイク

ル活動、流木花器捜索活動、

水源資源の得会 

まちづくり NPO 

14  ウィズ・ユー会 

０４年設立、８０人、アマチュア

による歌謡ショー、プロの歌手

の育成 

学術、文化、

スポーツ 

  

15 音楽センター桜の会 

０８年設立、４０人、５０００円オ

ペレッタの公演、訪問講演、サ

ロンコンサート 

学術、文化、

スポーツ 

NPO 

16 

かながわスポーツボランティアバン

ク 

http://www.ksvb.org/ 

０３年設立、ボランティアの派

遣、イベントの開催、スポーツ

活動の企画、運営、支援事業 

学術、文化、

スポーツ 

  

17 ５２コンサート 

０１年設立、１５人、３０００円クラ

シック音楽を中心に企画、編

成、創作、演奏会の主催 

学術、文化、

スポーツ 

  

18 

境企画 

http://www.heartfelt-concert.com

/ 

９６年設立、６人、２０００円ハー

トフェルトコンサートの主催、地

域での文化芸術活動、現在ま

でに６４回終了 

学術、文化、

スポーツ 

  

19 相模原活性化プロジェクト 

０８年設立、９人、ゴミ取り、映画

製作、映画上映会、イベントの

開催 

学術、文化、

スポーツ 

  

20 

さがみはらスポーツレクリエーショ

ンの会 

ニュースポーツ及びレクリエー

ションの実施、普及活動、 

学術、文化、

スポーツ 
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21 ビスタサウンズ 

０３、２６人、月会費２０００円マン

ドリン演奏を通して、地域のふ

れあい活動、老人ホーム福祉

施設の訪問、歌唱指導 

学術、文化、

スポーツ 

  

22 

民俗文化交流継承の会 

http://kaname.srv7.biz/ 

０７、１０人、月会費１０００円、耳

の不自由な人に対して目で見

える音楽を油絵で表現、歌音

楽、おどりを中心に全国を活

動、 

学術、文化、

スポーツ 

NPO 

23 

アース・エコ 

http://eartheco.web.infoseek.co.j

p/ 

００、２５人、３０００円、環境教育

（体験、実践）を自治体、学校

で実施、教材開発作成 

環境の保全 NPO 

24 青空農園 

００、１５人、農産物の生産たい

肥作りによる減量企画、直売所

の運営 

環境の保全 NPO 

25 いきでみ隊 

０３、３５人、月会費２０００円、生

ゴミを資源化、農家でたい肥、

生ゴミの減量 

環境の保全   

26 

さがみはら環境活動ネットワーク 

http://sen.sagamisen.net/ 

０９、１５人、３０００円、環境団体

や市民のネットワーク作り、環境

情報センターの管理、運営 

環境の保全 NPO 

27 

 相模原こもれび 

http://komorebi.bine.jp/ 

０６、６７人、２０００円こもれびの

森の保全活動、、ジュニアボラ

ンティアの養成、自然観察会、

各種イベントの開催 

環境の保全 NPO 

28 

住環境を考える会  

http://www.jukankyou.jp/ 

０９、４０人、２万円住環境の保

全に関する研修会、シックハウ

ス症候群の被害者救済 

環境の保全 NPO 

29 新エネルギー研究会東日本 

０６、５２人、２０００円新エネルギ

ーの普及促進、バイオマス資源

の活用促進 

環境の保全  NPO 

30 

太陽光発電所ネットワーク PV さが

みはら 

http://www.pvsagamihara.net/ 

０４、２４人太陽光発電の普及の

ための相談会、環境講座の開

催 

環境の保全   

http://eartheco.web.infoseek.co.jp/
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31 

日本エコ・エネルギー研究会 

http://npo-jeep.net/ 

０２、１５人、３０００円新エネルギ

ー普及のための相談会研修

会、導入のための補助金申請

支援活動、グリーン電力証明書

の発行  

 環境の保全 NPO 

32 

畑と田んぼ環境再生会 

http://hatake-tanbokankyo.org/ 

０６、３８人、１万円、畑と田んぼ

研修会、会員は無農薬、無化

学肥料で、野菜、米を育てる 

 環境の保全 NPO 

33 

ふじの森のかるでんセンター 

http://heartland.geocities.jp/npo_f

ujino/top.html 

０７、３２人、１２００円、ホタルの

里、里づくり、炭焼活動、森林

整備 

環境の保全 NPO 

34 

ふれあい自然塾 

http://www.fureai-shizen.or.jp/ 

０６、１２９人、５０００円、自然生

活体験事業、ふれあい教育研

究事業、広報、調査研究事業 

環境の保全 NPO 

35 

みどりのゆび 

http://www.midorinoyubi-footpath

.jp/ 

０１、６０人、２０００円、ウオーク

自然観察会日本フットバス協会

を設立、多摩丘陵を初めとし、

里山に（緑の道）を整備し環境

教育の実践 

環境の保全 NPO 

36 

エル・ソレイユ(優しい時間プロジェ

クト） 

http://homepage2.nifty.com/el-so

leil/ 

０９、１５人、２０００円、音楽と情

報をコーディネートした新しいス

タイルのプログラムを提供自然

なひびきの楽器と歌声を提供 

子どもの健

全育成 

  

37 

きょういく応援団 

http://www.e-ouendan.org/ 

０２、６５人、２４００円学校と地域

との連携の手伝いゲストティチ

ャ―の登録とコーディネート、各

種講座、ワークショップの開催 

子どもの健

全育成 

NPO 

38 

地球チャイルド 

http://cchild.gozaru.jp/ 

子どもの自然体験活動、水田と

畑などの農業体験、茶摘み、ソ

ーセージ作り 

子どもの健

全育成 

  

39  どんぐりクラブ  

８５、４０人、月２０００～２万円、

放課後、近くの公園、夏休み

は、電車やバスに乗って、遠

足、キャンプ  

子どもの健

全育成  

  

http://heartland.geocities.jp/npo_fujino/top.html
http://www.midorinoyubi-footpath.jp/
http://homepage2.nifty.com/el-soleil/
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40 シニアネット相模原 

０１、３２人、６０００円シニアイン

ターネットによる情報交流、仲

間づくりの支援、IT 研修ヘルプ

訪問サポート、ホームページの

制作 

情報化社会  NPO  

41 SOHO 職人界 

０２、１０人、２０００円、専門学校

と連携して市内の事業所に対し

てホームページ制作の支援 

経済活動   

42 ナレッジ・リンク 

若者の就職支援プログラム開

発、就労体験（３ヶ月コース） 

経済活動  NPO  

43 

デジタルコンテンツ研究会 

http://www.ss-dc.com/ 

教育用デジタルコンテンツの紹

介と普及、IT 弱者の IT 技術教

育 

経済活動  NPO 

44 

パラボラ・ジャパン 

http://www.parabolajapan.com/in

dex.shtml 

障害者の自立支援、高齢者の

パソコン利用技術の普及、国際

協力に関する事業 

経済活動 NPO 

http://www.parabolajapan.com/index.shtml
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小田原市市民活動団体リスト 

  団体名等 概要 

活動分

野 

団体の

種類 

1 移送ボランティア車窓の会 

Ｈ１０、11 人、会費 1200 円、高齢者障

害者で車を使わなければ移動が困難

な人の車送迎（迎え 300 円＋移送料１

㎞×走行距離）  

保健・医

療  

NPO 

2 

小田原市障害者地域作業所あり

んこ 

S58、60 人、作業訓練、店舗と作業所 

保健・医

療 

  

3 小田原市手をつなぐ育成会 

S38、会費 3000 円、障害者作業所、フ

レンドリーハウス 

保健・医

療  

  

4 配食ボランティア虹の会 

H6、21 人、地域の高齢者に昼食を届

ける、軽自動車 4 台、利用者の安否確

認 

保健・医

療  

  

5 

パソボラサークル 

http://www.pasobora.com/ 

H９、25 人、6000 円、パソコンの技術習

得指導、インターネットを利用した就労

の場の提供 

保健・医

療  

NPO 

6 ワーカーズコレクティブ歩歩 

H９、73 人、5000 円高齢者障害者の在

宅生活の支援（介護、家事、育児） 

保健・医

療  

NPO 

7 小田原奇術クラブ 

S４９、24 人、24000 円、プロのマジシャ

ンから指導を受ける市内の  、学校

の祭りなどに参加、シルバー大学への

出講、幼稚園、保育園の職員指導 

社会教

育 

  

8 

東海道ウォークガイドの会 

http://www.k-tokaido-guide.com/ 

H１４、58 人、2000 円、神奈川県内の

東海道の歴史、文化をウォークしなが

らガイド、ガイドの養成 

社会教

育 

  

9 

小田原ガイド協会 

http://www.city.odawara.kanagaw

a.jp/kanko_guide/guide.html 

H9、92 人、2000 円、観光バス駐車場

の管理、見聞館の施設管理、観光ガイ

ド 

まちづく

り  

NPO 

10 

小田原まちづくり応援団 

http://www.machien.net/ 

H１６、13 人、5000 円、地域に眠ってい

る宝物を活かしてまちづくりの進展に

寄与、コミュティカフェ、まちえん学校、

まちえんキッチン、うたごえ喫茶 

まちづく

り  

NPO 

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko_guide/guide.html
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11 まちづくりネットワーク 

H14、10 名、60000 円、小田原のまち

づくり、観光振興、広場で観光客の甲

冑、内掛けの貸し出し、記念写真、手

作り甲冑教室 

まちづく

り  

NPO 

12 小田原評定家風組 

H２、14 人、50000 円、城下、今昔市

「楽市楽座」の開催、コンサートの開催 

まちづく

り  

  

13 サークル「しらべ」 

H8、8 人、12000 円、ミニコンサート、依

頼に応じて市内外に演奏しにいく 

文化、

芸術、ス

ポーツ 

  

14 エココミュニティあおいのほし 

H8、25 人、1000 円、石ケンの共同購

入、販売、学校、PTA などに出前講座 

環境の

保全 

  

15 

住環境改善センター 

http://www.jukankyo.info/ 

H13、100 人、10000 円、住環境測定、

改善のアドバイス、燃費向上ＣＯ2削減

運動 

環境の

保全 

NPO 

16  ビックヴィレッジ 

H6、20 人、フリーマーケット、ガレージ

セール、再生ゴミ減量、車椅子の修理

再生 

環境の

保全 

  

17 みかんの花咲く丘 

H14、79 人、1000 円、みかん畑を中心

に農地の復元、みかん畑の維持管

理、花の公園の維持管理、うたごえ喫

茶の開催 

環境の

保全 

NPO 

18 もりの恵、あしがらの森 

H15、20 人、荒廃した山村の保全、森

の再生間伐材による製品の販売 

環境の

保全 

  

19 リサイクルネットワーク水樹 

H14、33 人、資源のリサイクル運動、

（牛乳パック、不用品の回収と再利用、

フリーマーケット、イベントへの参加 

環境の

保全 

  

20 WE21 ジャパンおだわら 

H15、17 人、アジアの女性達への自立

支援を通して多文化の共生を目指す、

リサイクルショップの運営文化講座の

開催、リサイクル運動  

 国際

協力 

  

21 おだわらおんな塾 

H7、20 人、研修、学習、市内の施設見

学、まちづくりの提案  

 男女

共同参

画 
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22 こども体育準備協会 

H１８、10 人、子どもの運動能力の向上

出張個人指導（自宅、公園、公民館な

ど） 

子どもの

健全育

成 

NPO  

23  ひまわり学校 

H12、20 人、自己表現の場づくり、箱

根で 2 泊 3 日の合宿 

子どもの

健全育

成 

  

24 

cu ネット（career up)  

http://cunet.jp/ 

H16、12 人、視野の拡大コミュニュケー

ション力 

職業能

力開発 

  

25 小田原がんこ村農場 

遊んでいる農地、農業をやりたい人を

結びつけ、環境保全型農業の展開

（野菜、米、果樹）食農教育、企業、行

政との連携 

職業能

力開発 

NPO 


