
分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-272-3600
メールアドレス

ＮＰＯ
静岡市葵区

特定非営利活動法人音楽の架け橋メセナ静岡

420-0071
静岡市葵区一番町50番地　静岡市番町市民活動センター

mail@mesenatshizuoka.org

会員一覧通番
【正会員（団体）】 106

活動紹介

○県内のアートイベントやまちおこしに参加するボランティアの意識調査

○メセナ静岡から音楽の贈りものコンサートの開催

○各音楽団体、市民活動団体、企業との共催、協力企画運営
○就労支援、障害者支援、引きこもり就労支援など各市民団体と連携したコンサートの開催

連絡先

会員・県民への
メッセージ

○2019年度より文化ボランティアの意識調査の報告書が完成しました。
ダウンロードは以下からできます。是非感想をお聞かせください。
https://www3.hp-ez.com/hp/mesenashizuoka/page1
○全ての市民が平等に参加できるふじのくに音楽祭の開催を準備しています。
○全ての市民が平等に参加できるコンサートを開催しています。
○設立から１６年目でコンサートにご招待した方はのべ12,000人になりました。
○現在会員を募集中です。

関係団体・
協力団体

・青少年健全育成会議
・静岡県文化財団　
・オペラ・ディ・モーダ
・静岡吹奏楽団
・静岡県立大学ふじのくに未来共育センター
・ふじのくに未来財団
・静岡市番町市民活動センター　
・ＮＰＯ法人ＰＯＰＯＬＯ
・静岡県アートマネージメント研究会
・アーツカウンシルしずおか



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-255-7357
メールアドレス

ＮＰＯ
静岡市葵区

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

420-0856
静岡市葵区駿府町1-70　　静岡県総合社会福祉会館２階

evolnt@mail.chabashira.co.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 107

関係団体・
協力団体

・ＮＰＯ、ＮＧＯ　　・行政
・学校関係団体　　　・福祉施設
・企業　　　　　　　・社会福祉協議会
・各種団体

連絡先

活動紹介

○次代を担う青少年の育成事業
○ケアの文化を社会に浸透させていく取り組み
○大規模災害に備えたボランティア活動体制を整備する取り組み
○中間支援機関として「つなぐ」の活動の取り組み
○組織及び基盤強化を図る取り組み
〇災害支援の継続的な取り組み
〇緊急支援の取り組み
〇先駆的、創造的事業の取り組み
詳しくはホームページ（https://shizuvol.jp）をご覧下さい。

会員・県民への
メッセージ

〇ボラ協は、活動を通して培ったさまざまなつながりを活かし、ボランティア・市民活動を推進している民間の中間支援機
関です。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-263-2866
メールアドレス

ＮＰＯ
静岡市駿河区

認定ＮＰＯ法人　しずおか環境教育研究会（エコエデュ）

422-8002
静岡市駿河区谷田1170-2

e-info@ecoedu.or.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 109

関係団体・
協力団体

ＮＰＯや各種団体、子ども園・学校等の教育関係、行政や企業など
様々な方からご支援いただいています。

連絡先

活動紹介

〇静岡市周辺にて、さまざまな対象に合わせた身近な地域での自然体験型環境教育プログラムを実施しています。
（事業実施回数は年間約400回、参加者のべ約8,000名。）
また、指導者育成プログラムも行っています。
詳しくはエコエデュＨＰをご覧ください↓
http://www.ecoedu.or.jp/

会員・県民への
メッセージ

〇当団体は、「笑顔で挑戦し続ける社会」をめざし、自然の中での教育を通して、失敗・変化の中から自分の答えを追究
する人を育てることをミッションとしています。
環境教育プログラムへのご参加のほか、指導者としての参加、里山整備ボランティア、ご寄付などさまざまな形でのご協力
をお待ちしております。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 053-987-1008
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市天竜区

ＮＰＯ法人まちづくりネットワーク　ＷＩＬＬ

431-4101
浜松市天竜区水窪町奥領家3260-1

Will-misakubo@bird.ocn.ne.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 111

関係団体・
協力団体

小・中・高校、地区社協、シニアクラブ等地域内団体
静岡県地域女性団体連絡協議会、静岡県西部法人会等地域外団体・企業等

連絡先

活動紹介

〇放課後子ども教室（学童保育・放課後児童会等に準ずる事業）運営
〇静岡県青少年指導者初級・中級養成講座
〇高齢者支援
〇異世代及び広域交流事業
〇インターネットの普及、防犯にかかわる事業
〇男女共同参画事業
〇その他地域福祉、地域活性化にかかわる事業

会員・県民への
メッセージ

〇高齢者率60％を超える中山間地域で、地域住民の不安や不便を少しでも軽減し、豊かに暮らせるまちづくりと、故郷を
次世代に繋ぐことを目的に、分野にとらわれず活動しています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 053-439-0909
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市中区

認定ＮＰＯ法人静岡県ＣＣ緑化協会

433-8116
浜松市中区西丘町951

cc@righttec.com

会員一覧通番
【正会員（団体）】 112

関係団体・
協力団体

・浜松スポーツ少年団拳法会、世界拳法会連盟　　・一般社団法人障がい者武道協会
・静岡県日豪ニュージーランド協会、全国日豪ニュージーランド協会連合会
・企業：ライト技建㈱　　・浜松市役所
※一般財団法人浜松まちづくり公社、浜名湖競艇企業団などが各活動毎に支援、協力をして頂いています。

連絡先

活動紹介

○総会・・・6月開催　　定時理事会6月
○清掃ボランティア　世界へ広げよう「Ｇｏｍｉｈｉｒｏｉ」　1月、4月、5月、
○古紙回収（Ｂｏｘ常設）
○環境保全型太陽光ＬＥＤ街路灯の設置
○市民を守るスーパー防犯防災灯の設置（ＴＶカメラ、音声、通信機能）
○武道スポーツ伝統文化を媒介とした青少年の健全育成と国際交流
○障がい者武道の紹介普及による青少年の自立支援
〇教育環境の改善（地球の資源・砂、土のリサイクル活用、傷害を防ぐ校庭、園庭の改善、感染症防止）　　　　
※ホームページ、Ｂｌｏｇをご覧ください。

会員・県民への
メッセージ

○「徳育なくして真の教育なく！武徳なくして真の武道なし！」を合言葉に徳育を基とし青少年の健全な成長を支える活
動に協力いただける会員を募集しています！
○障がい者武道スポーツを媒介とし障がいがある青少年の自立支援を行っています。
○市民を守るスーパー防犯防災灯、環境保全型太陽光ＬＥＤ街路灯の設置に企業協賛を求めています。（行政の審査が
必要）
○会員の皆様には、随時ニュースをメールにて送っています。
○情報提供したい事業やイベントなど、会員全体への連絡及び共有が可能です。是非御連絡ください。
※スポーツ少年団拳法会、（一社）障がい者武道協会などは、常時活動をしていますのでお気軽にご連絡ください。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 053-456-1628
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市中区

特定非営利活動法人浜松カウンセリングセンター

430-0917
浜松市中区常盤町141-19-102

h_center1628＠outlook.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 113

関係団体・
協力団体

・浜松市こらぼ講座
・公的相談機関との連携
・企業での相談

連絡先

活動紹介

○カウンセリング活動
（有料：初回５０００円、２回目～３０００円）
○イベント等の相談コーナーにでかけます。（無料）
2022年度も毎月第4土曜日午前｢ゆめ応援プラザ、朝市マルシェ｣（入野町tel：053-448-1723）に参加。2回まで無料
でカウンセリングを提供しています。
○研修（一般の方対象：チラシやはまぞうブログで案内）
（カウンセラー等対象：スタッフ研修月１、講師を招いての研修年３回）
○講師：「コミュニケーション」「男女共同参画にむけて」「職場でのメンタルヘルス・メンタルヘルス対策」「働く若者への支
援」等

会員・県民への
メッセージ

○スタッフは産業カウンセラー・心理士・特別支援教育士・キャリアコンサルタント・公認心理士等の資格をもっています。
また、これまで多くの企業や学校、施設で相談活動をしてきたキャリアから、より相談者に寄り添った支援ができるものと
思っております。
○「継続した心理サポートがあれば、苦しい思いをしないで自分らしく暮らせる」「困ったとき見通しをもてれば乗り越えられ
る」そうした方々にお役にたちたいと活動しています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 080-6357-5497
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市中区

特定非営利活動法人浜松子どもとメディアリテラシー研究所

432-8014
浜松市中区鹿谷町36-24

meriken.npo@gmail.com

会員一覧通番
【正会員（団体）】 114

関係団体・
協力団体

・青少年健全育成市町民会議  ・文部科学省   ・県市町教育委員会
・ＮＰＯ法人   ・学校や教育関係団体   ・企業   ・各種団体

連絡先

活動紹介

１．青少年健全育成・子どもの安心安全を守るまちづくり等に関する調査研究事業
小中学校で、メディアに関するヒアリング調査等を行っています。
２．相談事業
情報環境や健全育成などについての各種相談を行っています。
３．普及啓発事業
４．研修講座事業
子ども向けの講座や、保護者や教職員、企業・団体等に講演やセミナーを行っています。

会員・県民への
メッセージ

〇「子どもとメディアについて、ともに、悩み、考え、行動する、『メリ研』です。」
子どもたちのより良いメディア環境をつくるために、メディア環境に関する子どもや大人の学びを支援するとともに、学びを通
じて市民の知恵を集め、研究、提言しています。講演・講座・研修会などで、インターネットやスマートフォンなどの、メディア
の正しい理解と使い方を伝えています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 090-6589-7258
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市中区

認定ＮＰＯ法人魅惑的倶楽部

432-8036

− − −浜松市中区東伊場１ ２５ １４ ３　スカイレジデンスⅡ202

master0123@exotic-club.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 115

関係団体・
協力団体

・浜松オートレース場　　・アオイネオン株式会社　　・浜松馬込郵便局
・学校　　・一般社団法人　未来学校　　・公益財団法人エイズ予防財団　　
・ジャガー・ランドローバー浜松・杏林堂・（有）ユナイテッドミュージック・Ｊａｍ９（ミュージシャン）・企業等

連絡先

活動紹介

○「マジックハートコンサート」(障害のある人とともに楽しむコンサートを平成１４年から、２ヶ月に１度開催)
〜○「魅惑的生人四季 障害のある人とともに祝う成人式」 平成１４年から毎年開催

○「レッドリボンプロジェクト」(HIVエイズ予防啓発活動)
「レッドリボンカップ」浜松オートレース場で、エイズを差別しないというレース開催
○「浜松市市民協働センター」の指定管理 （ＮＰＯ法人設立や運営などの相談）
○「命の講話生まれてきてくれてありがとう」（小中高校生や若者に、命の大切さの話）
○福岡支部「コミュニティセンターＨＡＣＯ事業  ○ＨＩＶエイズに関する相談・支援事業
○中高生東北スタディツアーの開催  ○若者の人材育成　○「アイリンブループロジェクト実行委員会」東日本大震災で亡
くなった愛梨ちゃん（6歳）の花で、命の大切さを伝える活動を始めました。 ○「希望の歌プロウジェクト」中高生の人材育成
事業

会員・県民への
メッセージ

〇１９９９年に、任意団体「魅惑的倶楽部」をたった二人で、立ち上げ２００２年にＮＰＯ法人に認定。２０１５年には、認定Ｎ
ＰＯ法人の認定を受けました。
知的障害のある方への余暇支援をする目的で、マジックハートコンサートから始まった当法人の事業も様々な人や団体と
の交流の中で、レッドリボンプロジェクトや中間支援事業へと広がっています。しかし、設立当初から変わらないのは、「心の
ユニバーサルデザインの社会を目指す」という思いです。行政のとかく多数優先にならざるをえない状況をカバーし、弱者
優先を貫くため、今まで以上に、心ある方々や企業とも協働し、常に進化し続けていきたいと思います。
東北支援を始め、様々なボランティアを募集しています。ぜひご連絡ください。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 080-5295-5785
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市南区

特定非営利活動法人　フリースクール空

430-0855
浜松市南区楊子町９３－１

freeschool.sora@gmail.com

会員一覧通番
【正会員（団体）】 116

関係団体・
協力団体

・学校、病院、就労支援事業所など

連絡先

活動紹介

〇不登校の小中学生、高校中退や通信制高校の子どもたちの居場所としてのフリースクール運営
〇遊びを通しての仲間づくり
〇在籍校や病院と連携して子どもたちの心身の健康をサポート
〇公文式学習を柱とした個別学習支援、高卒認定試験受験指導、進学・就労へのサポート
〇音楽、スポーツ、野外活動、遠足、旅行などの活動
〇保護者会、親子面談など保護者へのサポート

　　ホームページ　https://freeschoolsora.com
　　ブログ　　　　　 https://freeschoolsora.hamazo.tv/.

会員・県民への
メッセージ

〇浜松市内だけで千人を超える不登校生たちの数少ない居場所として14年間運営してきました。元気になって卒業して
いった子どもたちの多くは進学・就職などそれぞれの道を歩んでいます。学校へ行かないことを否定的にとらえるのではな
く、その子が成長するために必要な時間なのだということを社会の共通認識としていきたいと考えます。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-245-2655
メールアドレス

ＮＰＯ
静岡市葵区

ＮＰＯオーク

420-0841
静岡市葵区上足洗３丁目11-40　担当　ソーシャルワーカー　福田（土、日休　AM11時～PM５時）

tomikotask@yahoo.co.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 117

関係団体・
協力団体

内閣府、厚労省、全国上級アウトリーチ相談所選定指定（全国12県指定）
他非公表とします。

連絡先

活動紹介

①共生施設　名称：天使の学園　定員１０名　介護・生活介護
  地域密着型・家族の如く、一人一人へ安心したケアの為　責任あるケアは１０人迄だから
②全国親なきあとの世話をする実施施設（無料・月ケア代）
　親なきあとを心配する人・今、必要な人たちの全面的支援
　内閣府アウトリーチ上級特別指導員・社会福祉主事・社会福祉士
　障害者相談支援員と共に住居、生活支援、衣食住まで実施中（現在７人）
③家庭裁判所と共に後見人制度（一切無料）実施中（現在１８人）
④子ども、困難にある世代問わず子ども食堂
⑤自転車王国静岡で放置、盗難自転車回収事業　　県警、交番と共に
⑥ＤＶにあった緊急避難所設置（場所は告知せず）
⑦８０５０、７０４０　今後の人生を共にする実施生活相談室
⑧茶畑８０００坪位、農地１６００坪の土地にて
　　野菜、米、紅茶　茶工場、ＪＡ、支援者と共に生産から販売
⑨グループホーム　Ｒ４～Ｒ５完成予定（安価で提供します）

会員・県民への
メッセージ

○なんでも相談
　悩み・相続・生活費・住居・仕事
　誰にも言えず話せば困る人からの相談が沢山の方から来ています。
　人は自分のことで一杯
　相談機関もこれ以上の説明は、別の相談所です・・・と、こんな経験ありませんか。過去の私たちの困難をのりこえた経験
に基づき相談にのります。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 053-522-1792
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市北区

ＮＰＯ法人ラブ・ネイチャーズ

431-1304
浜松市北区細江町中川6968-1

love.natures@tokai.or.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 119

関係団体・
協力団体

・県立、市立公園関係
・県環境政策課、浜松市緑政課
・湖西、浜松、磐田幼小中学校
・各地協働センター、一般市民

連絡先

活動紹介

○小中学校への環境学習出前講座。
○公民館・公園・イベント会場などでの自然観察会、体験講座
○小中学校の校庭に樹木名板取り付け、出前森林環境学習講座　
○地域の絶滅危惧種の保護、啓発活動、シラタマホシクサ、ヒヌマイトトンボ20年間継続中。
〇放置竹林の再生及び竹林を利用しての環境啓発活動。

会員・県民への
メッセージ

〇平成28年　企画展「奥浜名湖の貴重な生き物たち」を田園空間博物館に於いて企画展実施。
〇16年間継続した学校への出前講座の実績により蓄積された、山間地から沿岸部までの多くの校庭の樹木データーを整
理、編集し、書籍「知って親しむ校庭の樹木」を出版、湖西市、浜松市、磐田市の小中学校、図書館、公民館、行政関係
へ寄贈。（＠1600-販売中です）
〇受賞実績
・平成16年6月　NPOボランテイア活動奨励賞　静岡県社会福祉協議会
　・平成22年4月　自然ふれあい部門　環境大臣表彰
　・平成23年11月　みんなで節電！市民協議会　浜松市市民会議
行動を伴う環境啓発活動をさらにブラッシュアップし継続することで、地域の環境に貢献し温暖化防止などに寄与してゆき
ます。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 0538-86-3486
メールアドレス

ＮＰＯ
磐田市

認定特定非営利活動法人ＣＯＭＰＡＳ

438-0013
磐田市向笠竹之内30番地

info@npo-compas.com

会員一覧通番
【正会員（団体）】 120

関係団体・
協力団体

・静岡県青少年育成会議・掛川市社会福祉協議会
・ＮＰＯ法人 健康文化くらぶ・ＮＰＯ法人 大工村・ＮＰＯ法人キャリア教育研究所ドリームゲート・ＮＰＯママバトン
・いずみ第ニ保育園・いずみ第三保育園・学校法人 龍の子学園・聖隷こども園　こうのとり豊田・聖隷こども園　ひかりの子
・平松建築株式会社・株式会社NICE

連絡先

活動紹介

○みんなで子育て　カラフルブリッジフェア開催（地域連携・交流事業）
○幼児教育プロジェクト　色彩心理「カラーさぷり」を活用して、園児・保護者・先生の園教育における支援活動
○生きる力を育む子どもアグリ体験　（育てて、食べて、販売する）
○パパママ育ちのネットワーク　うちらぶ広場開催　（自分らしくの応援）
○子育て・家庭教育支援講演会（幼保こども園、小中学校、教員向け等）
○色彩心理を活用した16色キューブでの相談会
○色彩心理診断士養成講座
○HP : http://www.npo-compas.com　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員・県民への
メッセージ

○笑顔があふれる家族を増やすよ！プロジェクト推進中。
○地域の子育て力を育むために、企業・地域・家庭がつながる機会を創ります。
○私たちは、子どもと家庭に寄り添い心と身体が豊かになる地域づくりを目指します。
○個を大切に、自分らしさを発見！色彩心理を活用した相談会、地域の各種団体と子育て世代をつなぐイベント、子ども
のたくましく生きる心と身体を育む農業体験会などの活動を通じて、地域の関係性がより深まることを目指しています。
○一緒に活動に参加していただける仲間、活動援助をしていただける企業、団体を募集しています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 0537-35-6513
メールアドレス

ＮＰＯ
菊川市

ＮＰＯ法人しずおか　しずおか教育研究所

439-0018
菊川市本所1105-1

info@o-the.co.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 121

関係団体・
協力団体

・ＮＰＯ
・学校関係団体
・企業
・各種団体

連絡先

活動紹介

○ＮＰＯ法人しずおか「障がい者100人サポートプロジェクト」
○市民カフェ「アトリエＭＩＲＡＩ」　
○スクール未来（障がいをもっている子どもたちのＩＴ・ロボット・自然とのふれあい等学びの場）　
○未来ファームでの農業体験、古民家カフェでの接客体験
○ミニハープ演奏等、音楽ボランティア

会員・県民への
メッセージ

○ＮＰＯ法人しずおかでは、障がい者100人サポートプロジェクトを行い、「企業に就職したい」「働きたい」という思いを持っ
ている方に対して、支援を行っています。
また、地域住民が憩い集う場、障がい者の方々の職業訓練の場として市民カフェ「アトリエＭＩＲＡＩ」を開設しています。子ど
も達に対しては、スクール未来を開校し、学習に加え、プログラミング・ロボット等のプログラムを導入しています。地域の皆
さんが、楽しみ、生き生きと働き、そして交流のできるスペースを目指しています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 053-576-6138
メールアドレス

ＮＰＯ
湖西市

ＮＰＯ法人　湖西なろっぷスクール

431-0431
湖西市鷲津3480番地

会員一覧通番
【正会員（団体）】 122

関係団体・
協力団体

・特に無し。

連絡先

活動紹介

・月１回、お楽しみ会を児童クラブの学童及び青少年を対象に開催している。　例）泥団子作り、影絵など
・年１、２回、日本の伝統文化、芸能等の鑑賞や体験のできる活動（事業）を開催している。
　　　　（令和３年12月-篠笛、獅子舞）
　　　　（令和４年１月-初釜、民謡）
　※令和４年度は歌舞伎の鑑賞を予定

会員・県民への
メッセージ

・様々な活動を通して、多くの青少年が心豊かに成長し、お互いを思いやり、感謝し合える平和な社会（世界）を築き、幸
せになってほしいと願っている。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 0550-89-1373
メールアドレス

ＮＰＯ
御殿場市

ＮＰＯ法人御殿場市乗馬普及振興センター

412-0008
御殿場市印野８１２　相模乗馬研究所内

会員一覧通番
【正会員（団体）】 123

関係団体・
協力団体

・相模乗馬研究所

連絡先

活動紹介

〇保育園・学校での乗馬体験
〇市内特別支援学級の乗馬体験（ホースセラピー）
〇子供から高齢者・障害者の方の乗馬教室
〇馬の世話や乗馬を通して学ぶスポーツ少年団
〇年6回ほど競技会主催

会員・県民への
メッセージ

〇乗馬は唯一生き物をパートナーとするスポーツであり、年齢や性別 にかかわらず楽しめるもので す。私たちは乗馬の普
及や青少年の育成等、子供からお年寄りまで、また障害者の方まで楽しめるスポーツとして乗馬を普及させる事を目的に
活動しております



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 055-976-1481
メールアドレス

ＮＰＯ
三島市

ＮＰＯ法人　Let's  enjoy  しゃぎり

411-0852
三島市東町1-35　成川　勝一

narukawashoichi@outlook.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 124

関係団体・
協力団体

・三島市・観光協会・御殿場市富士山交流センター・沼津ユネスコ協会

連絡先

活動紹介

○総会（6月）
○三島大祭り　北口夢舞台　演奏（8月15日16日17日）
○樹空の森　和太鼓フェスティバル　参加（5月3日）
○上岩崎公園　さくらまつり、秋祭り　参加・出店（毎年、春、秋）
○箱根の里祭り　参加（11月）
○合宿勉強会（11月）
○ホームページ開設（随時）
〇ユネスコフェスティバル（2月）

会員・県民への
メッセージ

○伝統芸能「しゃぎり」の普及活動、啓蒙運動を展開しております。会員は老若男女、国籍、年齢問わず、1才のお子様か
ら80才のご高齢の方まで幅広く、皆で仲良く活動しています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 055-972-4344
メールアドレス

ＮＰＯ
三島市

ＮＰＯ法人 リベラヒューマンサポート

411-0855
三島市本町9-3

info@libera.or.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 125

関係団体・
協力団体

・静岡県教育委員会　・市町教育委員会　　・静岡県障害福祉課　・市町福祉課
・相談支援事業所　　・三島市商工観光課　・三島商工会議所　　・三島信用金庫
・三信福祉協会　　　・本町大中島商店会　・静岡労働局　　　　・厚生労働省
・県立三島長陵高等学校　・県立静岡中央高等学校（通信制・東部キャンパス）

連絡先

活動紹介

○ 相談支援　　就学年齢の児童生徒と保護者を対象とした相談窓口の開設
○ 教育支援　　不登校児童生徒を対象としたフリースクールの運営
○ 療育支援　　障がいや特性を持ち、不登校状態にある児童生徒を対象とした放課後等デイサービス事業の実施
○ 福祉的支援　障がいを持つ若者を対象とした日中一時支援事業の実施
○ 就労支援　　15歳～39歳の若年無業者を対象とした就労支援事業の実施
　　　　　　　　　　（しずおか東部若者サポートステーションの運営：厚生労働省委託事業）

会員・県民への
メッセージ

〇私たちは、学校・家庭・地域で悩みや困難を抱える子ども・若者を支援する組織です。年齢や障がいの有無に関係な
く、支援が必要な人たちが適切な支援を受けることができる地域の実現をめざしています。自主事業としてフリースクール
を運営する他、福祉サービスとして、放課後等デイサービス事業・日中一時支援事業を実施しています。また、若年無業
者の就労支援事業として、厚生労働省より地域若者サポートステーション事業を受託、静岡県東部地域で活動を進めて
います。詳しくはホームページをご覧ください。（http://www.libera.or.jp）



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 055-972-7305
メールアドレス

ＮＰＯ
三島市

ＮＰＯ法人地域活性スクランブルフォーラム

411-0035
三島市大宮町2丁目１４－２９（亥角会計事務所内）

office@scramble-f.net

会員一覧通番
【正会員（団体）】 126

関係団体・
協力団体

・静岡県青少年育成会議
・三島市
・三島市観光協会
・金融機関および各企業

連絡先

活動紹介

〇【教育部会】だがしや楽校
〇【健康部会】ペタンク大会、伊豆鹿ブランド化
〇【観光部会】芸術祭、朝散歩ｄｅ写経
〇【環境部会】ミニミニ発電コンテスト

会員・県民への
メッセージ

〇地域活性スクランブルフォーラムは、静岡県東部地域の活性化を目的とし、活発な議論と着実な実践を大切にする団
体です。世代や職業・所属を超えて、がんばる誰もが主役になれる地域（まち）を目指しています。地域のためにがんばる
人たちの参加をお待ちしています。              http://scramble-f.net



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 055-922-7200
メールアドレス

ＮＰＯ
沼津市

ＮＰＯ法人沼津市スポーツ協会

410-0055
沼津市高島本町1-4

spo-syo.nsa@helen.ocn.ne.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 127

関係団体・
協力団体

　活動紹介でも、述べた通り、沼津市陸上競技協会及び沼津市野球連盟他34競技団体と沼津市体育連合会をはじめと
する他3団体、計40団体で構成し、併せて約25,000人の会員を擁しています。

連絡先

活動紹介

　ＮＰＯ沼津市スポーツ協会は、市内の36種目別協会・連盟と4団体を傘下にし、静岡県東部の母都市として、東部県民
や沼津市民の社会体育の振興を図っている。併せて、沼津市から市内７スポーツ施設の管理運営委託と沼津市スポー
ツ4大会、沼津市スポーツ祭32種目の運営委託を受けており、生涯スポーツを通じて市民相互の親睦や交流を深めるな
ど、地域社会の形成において重要な役割を果たしてきた協会であると自負しております。、
　なお、令和３年７月７日に所轄庁の認証を得て『ＮＰＯ法人沼津市スポーツ協会』と改名しました。
　また、沼津市スポーツ協会の組織としては、スポーツ施設管理の職員は12人、役職員は会長1人、副会長  ３人、理事
長１名（副会長兼務）、副理事長７人、監事２名、顧問等５人、他に正会員40名で運営しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               

会員・県民への
メッセージ

　沼津市スポーツ協会として、静岡県東部地区は、生涯スポーツの非常に盛んな地域であり、年間を通じてタイムリーに、
静岡スポーツフェスティバルを実施しております。
　静岡スポーツフェスティバルは、東部地区20市町の体育及びスポーツ協会が運営管理を行い、生涯スポーツの振興に
おいては、中部、西部地区をしのぐ勢いであります。
　令和３年度実績としては、コロナの影響もありましたが、東部地区全体では29種目実施され、
その内沼津市スポーツ協会は、6種目を実施しており、合気道、ダンス等は沼津市民体育館を使用し行いました。
　令和４年度の計画としては、76種目を実施する予定です。
  また、競技スポーツの振興はもとより、生涯スポーツの振興も、社会体育の重要な部分を占めており、東部県民及び近
隣市町住民の身近な運動公園としての機能を、より以上発揮させたいと考えております。
　スポーツに限らず、文化面のイベント等も広く誘致し、県民の誰からも愛される協会を目指したいと考えております。　



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-626-2100
メールアドレス

ＮＰＯ
焼津市

ＮＰＯ法人イーランチ

425-0036
焼津市西小川7-1-3

info@npoelunch.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 128

関係団体・
協力団体

・大学等教育機関
・IT関連企業
・携帯事業者
・県/市町など、地方自治体

連絡先

活動紹介

○ネット安全安心講座
　未就学児の保護者、小中高・大学生、教職員、健全育成に関わる地域の方々、一般企業、官公庁、自治体、シニアな
ど、幅広い年齢層・対象に対して情報モラルや情報セキュリティの啓発講座を実施します。
○子どもたちのネット利用を見守るネットパトロール
○適応指導教室パソコン指導
○情報モラル啓発リーフレット配布

会員・県民への
メッセージ

○教育機関、保育機関等において、インターネット安全利用啓発活動として講演やネットパトロールを実施しています。
○親子のコミュニケーションを重視した家庭のルール作りや、スマホのフィルタリング等安全設定の理解を広めることによ
り、ネットトラブルの減少を目指しています。
〇ネット利用の低年齢化を踏まえ、幼稚園や保育園などで保護者向けセミナーを開催しています。
〇シニア世代のスマホ所有の増加に伴い、公民館等において情報セキュリティの知識を伝え、安全利用のための理解を
深めていただく活動をしています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-631-6762
メールアドレス

ＮＰＯ
焼津市

ＮＰＯ法人静岡家庭教育サポート協会

425-0077
焼津市五ヶ堀之内１６４４－１

aladdin@ka.tnc.ne.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 129

関係団体・
協力団体

・青少年健全育成会議
・ＮＰＯ法人
・学校関係団体
・企業
・各種団体

連絡先

活動紹介

○会員研修会（4月～3月）
○チャイルドライン養成講座（6月～9月）
○カウンセリング相談　随時
○チャイルドライン（子ども電話）
○放課後等デイサービス　「子どもデイサービスウルル」
○広報誌の発行　→　詳細はHPをご覧ください。

会員・県民への
メッセージ

○だれでも自分らしく幸せに生きていくことを願って活動しています。
○活動の源
1,生きる喜びや自ら学ぶ喜びを体験する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2,創造的で心豊かな人間関係を築く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　           
3,未来を担う若者を育て、社会に貢献する
○静岡福祉大学賞　受賞
   福祉の視点で地域貢献している団体として表彰していただきました。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 0538-74-0266
メールアドレス

ＮＰＯ
袋井市

特定非営利活動法人国際教育文化協会

437-0021
袋井市広岡3144番地の5

f-east@zm.commufa.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 130

関係団体・
協力団体

・袋井市教育委員会すこやか子ども課
・袋井市役所協働まちづくり課・袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」
・袋井市役所国際課

連絡先

活動紹介

〇袋井市放課後児童クラブ(のびのび南クラブ第一・第二)委託事業
○広域通信制高校(あずさ第一高校)サポート校(あいの国際高等学院)運営
〇シニアパソコン教室(協働まちづくりセンター「ふらっと」)運営
〇袋井市委託事業(多文化共生のための日本語教室)

会員・県民への
メッセージ

〇私たちは、袋井北小学区放課後児童クラブの委託運営を主な活動の一つにしている団体です。
　また、市内在住・在勤の外国人に対する支援活動にも長く関わってきています。
  主にブラジル人の子どもたちを対象に、生活・学習支援を行っています。
　シニアパソコン教室は、10年以上開催していて数十名の会員登録があります。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 0557-23-4597
メールアドレス

ＮＰＯ
東伊豆町

ＮＰＯ法人　なごみの丘

413-0302
賀茂郡東伊豆町奈良本887

090-6767-0190
npo-nagominooka@po3.across.or.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 131

関係団体・
協力団体

連絡先

活動紹介

高齢者さんの介護（デイサービス）が主な事業です。
小学生、中学生などが東伊豆海岸などで遊べるよう、宿泊を提供したいと思っております。
泊は無料、食事は自炊でお願いします。
１日の泊の人数　学生10名程＋保護者５名程受入れ可能です。

会員・県民への
メッセージ



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 070-5259-8863
メールアドレス

ＮＰＯ
藤枝市

特定非営利活動法人スマイルプロジェクト

426-0034
藤枝市駅前二丁目１４番８号

info@smile-fujieda.net

会員一覧通番
【正会員（団体）】 133

関係団体・
協力団体

・藤枝市・藤枝市教育委員会
・独立行政法人 国立青少年教育振興機構　・焼津信用金庫　藤枝駅支店
・一般社団法人島田建設業協会　　　　　　　
・株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク

連絡先

活動紹介

〇スマイルキッズタウンふじだ企画（１月～５月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇ボランティアスタッフミーティング（６月）　　　　　　　　　　　　　　　
〇スマイルキッズタウン事前ミーティング（７月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇スマイルキッズタウンふじえだ（８月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇報告会（１０月）　　　　　
〇総会（１２月）

会員・県民への
メッセージ

〇お兄さんお姉さんの立場でアドバイスのできる高校生、大学生にボランティアとして参加してもらいより身近にこども達の
意見を吸い上げてもらう仕組みを取り入れています。また、藤枝市、地元企業の皆様に協賛してもらい、実際の職場体験
等を通して創造性を育み「スマイルキッズタウン」が「スマイルタウン」へ近づく工夫をしています。地域の皆様と力を合わせ
継続していく事で「スマイルキッズタウン」から「スマイルタウン」へと発展する事を目標にしています。こどもたちの目指す“ま
ち”が、明るい豊かな“まち”であれば、きっと素晴らしい社会になると確信しています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-644-1131
メールアドレス

ＮＰＯ
藤枝市

ＮＰＯ法人　夢づくり２１

426-0026
藤枝市岡出山１－１５－２０

なし

会員一覧通番
【正会員（団体）】 134

関係団体・
協力団体

・藤枝市青年会議所ＯＢ有志他

連絡先

活動紹介

〇年間4～5回の活動を通して、地球環境について自然観察、団体行動、社会交流を学んでいます。対象は、県中部の
静岡市、藤枝市を中心とした小学生を募集しています。

http://yumezukuri21.com/

会員・県民への
メッセージ

〇親ではなく、学校の先生でもない、第3の大人との関わりの中で、自然環境の中、様々な「気付き」を体験して、心豊か
な人間へと成長してもらう一助となれば、と活動しています。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 055-970-4144
メールアドレス

ＮＰＯ
函南町

特定非営利活動法人静岡パソコンサポートアクティビティ

419-0123
田方郡函南町間宮５２１－１　　アーバンシティ函南１０６号

tom177@izunokuni.net

会員一覧通番
【正会員（団体）】 136

関係団体・
協力団体

・青少年健全育成市町民会議・静岡県教育委員会・市町教育委員会・ＮＰＯ法人
・学校関係団体・通信関連企業
・各種団体

連絡先

活動紹介

○静岡県教育委員会「ネット安全・安心協議会」に参加
○静岡県教育委員会受託事業「ネットアドバイザー養成講座」伊豆地区担当
〇静岡県教育委員会ネット依存対策推進事業企画運営会議に参加
○静岡県東部・伊豆地区の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学等で「スマホ、ネット安全講座」を実施。
○静岡県伊豆地区にて市町受託事業「市民パソコン講座」等を実施。
○ネットパトロール及びネット安全にかかわる相談援助を実施。
○障がい者のネット利活用による就学、就労支援

会員・県民への
メッセージ

○静岡県東部、伊豆地区にて、ネットやネットに接続する端末利活用の支援を実践しています。
○静岡県内だけでなく、全国規模のネット安全関連団体、事業者とのネットワークに参加し、情報共有を進めています。
○参加にはネット、メール等を利用して呼びかけをしています。ぜひ活動にご賛同いただける方はご連絡をお願いします。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 053-988-3022
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市天竜区

ＮＰＯ法人nourish自然学校

431-3306
浜松市天竜区船明１３２２

info@nourish.or.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 139

関係団体・
協力団体

・浜松市次世代育成団体　・浜松市市民活動団体　・地球温暖化防止活動推進員
・一般社団法人　未来学校様　・教育関係様　・ＮＰＯ法人様　・各企業様等

連絡先

活動紹介

〇ブッシュクラフト～自然の力を借りながら楽しむサバイバル技術～
自然界から得られる素材を工夫することで「生活する知恵」や「生きる力」が身に付く、ブッシュクラフト体験
最低限の道具しか使わないからこそ「知識」や「技能」で補うことで、キャンプとは違う醍醐味が味わえます。大自然を感じ
ながら学ぶ究極のアウトドアスタイル！
災害や震災の際にあなたの「命を守る」ための自助も身に付けられます。
自然体験やキャンプとは違ったワイルドに自然界を堪能できます。
〇詳しくはホームページをご覧ください。(https://nourish.or.jp)

会員・県民への
メッセージ

〇自然との共生を学び、自然や動植物が好きになって子供たちが「強く逞しく」「優しい心」に育ち輝いてほしいという想いで
活動しております。
次世代を生きる子供たちの未来のために、生きる力の教育を学ぶ野外体験を実施し、イザという時に備え生きる力(生き
抜く)を身に付けてみませんか？
一緒に未来の子ども達のために皆様のお力添えよろしくお願い致します。お子さんと一緒に体験してみたい。
自然と触れあって強く逞しくなってほしい。
自然環境に関する研究や林間学校に参加して学びを得たい。
災害や震災など、万が一の時に「生きる術」を身に付けたい。
〇企業様向けの防災研修や団体様の出張講師・講演会などのご依頼もお受けいたします。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 054-641-1508
メールアドレス

ＮＰＯ
藤枝市

特定非営利活動法人　藤枝光文庫

426-0087
藤枝市音羽町3丁目10番1号

npo.fhb@ever.ocn.ne.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 140

関係団体・
協力団体

・藤枝順心中学・高等学校　・焼津中央高等学校　・静岡福祉大学　

連絡先

活動紹介

点訳者・音訳者の養成事業
点字・録音図書製作に関する事業
地域福祉に関する普及・啓発事業
その他目的を達成するために必要な事業

開館日　月～金曜日　午後一時～午後六時
　　　　　 土・日曜日　 午前九時～午後六時
休館日　祝祭日

会員・県民への
メッセージ

　当文庫は、全国の盲学校及び登録された利用者への寄贈図書製作を行っております。しかしながら、利用者数に比べ、
奉仕者数の絶対的不足が、今後の課題として残されております。視覚障害者の「読書権」を守るという意味でも、１人でも
多くの方々に御理解と御協力を御願い申し上げます。



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 090-5636-0227
メールアドレス

ＮＰＯ
御前崎市

ＮＰＯ法人Ｅａｒｔｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

437-1622
御前崎市白羽5414-18

earth.commu@gmail.com

会員一覧通番
【正会員（団体）】 141

連絡先

活動紹介

わたしたちＮＰＯ法人Ｅａｒｔｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎは、『自然楽校事業』・『未来へのこす事業』・『自然とつながる事業』に取り
組んでいます。これらの事業に取り組むことで、持続可能な自然や環境・社会づくりを目指し、活動を行っています。

○ 自然楽校事業 … シーカヤックやスノーケリング、キャンプなど自然体験活動
○ 未来へのこす事業 … ビーチクリーンや竹林整備などの保全活動、指導者の育成
○ 自然とつながる事業 … 学校や行政機関、関係団体、地域の皆さんと共に連携した取り組み

会員・県民への
メッセージ

より良い自然や環境、社会を未来へ残していけるよう、ぜひ、わたしたちと一緒に楽しく活動をしましょう。

関係団体・
協力団体

・ＮＰＯ法人自然体験活動推進協議会　　　　・全国体験活動指導者認定委員会 自然体験活動部会
・ＮＰＯ法人海に学ぶ体験活動協議会         ・ＮＰＯ法人海さくら
・認定ＮＰＯ法人オーシャンファミリー　　　　　 ・一般財団法人マリンオープンイノベーション機構
・美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会　   ・一般財団法人セブン-イレブン記念財団
・公益社団法人日本環境教育フォーラム　　 ・公益財団法人日本自然保護協会
・海と日本ＰＲＯＪＥＣＴ　　　　　　　　　　　　　　・静岡県 環境教育ネットワーク
・御前崎市 教育委員会



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 053-471-2875
メールアドレス

ＮＰＯ
浜松市中区

ＮＰＯ法人　グリーントラストジャパン

430-0903
浜松市中区助信町34-5

tacyan_y@hotmail.com

会員一覧通番
【正会員（団体）】 142

関係団体・
協力団体

連絡先

活動紹介

自然環境の保全整備と合わせて、環境学習、啓発普及、青少年の育成に寄与する活動を行っています。
活動場所は西部地域の荒廃した放置里山林です。その里山林にて、除間伐等の保全整備を行う森づくり活動をを定期
的に実施中です。
森づくり活動への林業体験としての参加や森林環境学習、野遊び等を企画して利活用を図ってます。今後は次世代を担
う子供向けの体験学習にも注力しく予定です。
参照：　ホームページ　　https://greentrust.jimdofree.com/
　　　　　facebook　　　　
https://www.facebook.com/Npo%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%8
3%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-228463984017174

会員・県民への
メッセージ

里山林を活動場所にして、森づくりと利活用を図る活動を行っているボランティア団体です。
会員募集していますので、社会的な問題解決に取組んでいる当団体の活動内容に興味関心があれば、一緒に活動して
みませんか？



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 090-1759-2402
メールアドレス

ＮＰＯ
磐田市

特定非営利活動法人 磐田まちづくりネットワーク

438-0077
磐田市国府台１４－３

center@za.tnc.ne.jp

会員一覧通番
【正会員（団体）】 143

関係団体・
協力団体

市民活動センター登録団体・「いわた減災ネットワーク連絡会」の会員団体及び事業所・（仮称）「いわた子育て・こども応
援団」（今年度設立予定）に関わる団体・（一社）磐田青年会議所・磐田ライオンズクラブ等

連絡先

活動紹介

（１）磐田市市民活動センターの運営（市委託事業）　
　　　①人材育成連携事業・・・地域づくり・まちづくり講座の開催
　　　②減災啓発推進事業・・・「いわた減災ネットワーク連絡会」の運営・講座開催
　　　③静岡県指導者級別認定事業＜初級＞＜中級：ライオンズクラブとの協働事業＞
　　　④市民活動パネル展
　　　⑤つながりづくり交流会
　　　⑥まちづくり意見交換会
　　　⑦アンケート調査
　　　⑧ボランティアサポーター制度の運用（市・市社会福祉協議会との協働事業)
（２）認可保育園「のっぽ保育園」（小規模保育事業）の運営　※令和3年4月1日開園
　　　①子育て・子ども相談

会員・県民への
メッセージ

市民活動に携わっている方々は、新型コロナ感染症の感染拡大防止にも意識が高いことが感じられます。令和４年度は
活動の中止が多かったのですが、秋頃から「今、このような時だからこそ自分たちができることはどのようなことであろうか」と
それぞれ考えつつ、感染防止対策をしながらできる範囲で活動を再開してきています。地道な活動でも活動をしていると
いうことは、様々な場でのコミュニケーションにより情報収集の内容や範囲も広がり、身体的にも精神的にも安定してくること
がわかってきました。
自分たちができることで、少しずつでも活動し続けてていきましょう！
一端、中止すると次に再開するときのエネルギーは、これまで以上に必要になってきます。ボランティア活動の継続性の点
でも、前向きに考えていきましょう ! !



分類（区分）
所在市町

会員名（団体名）

郵便番号

住所

電話番号 090-4713-4913
メールアドレス

ＮＰＯ
三島市

ＮＰＯ法人 和のこころ

411-0856
三島市広小路町10-6-1209

wanokokoro20201118@gmail.com

会員一覧通番
【正会員（団体）】 144

関係団体・
協力団体

NPOや各種団体、学校等の教育関係、行政や企業など様々なご支援やご協力をいただいています。

連絡先

活動紹介

〇時代を担う青少年の育成事業
〇学びなおし、学習支援、遊びなおし（スポーツ等）を地域の方と一緒に活動する取り組み
〇芸術活動（熱海伊豆山土石流災害復興支援、ウクライナ支援のチャリティーコンサート、三島市民合唱祭　の出場等社
会参加の取り組み）
〇ご本人様やご家族様の相談支援の取り組み

会員・県民への
メッセージ

〇和のこころは活動を通して一人一人の自信を取り戻し、年齢や障害を越えて共生出来る社会参加の貢献をいたしま
す。それは生まれ育った町や日本の次世代に繋ぐことを目的に活動しています。


