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市民活動団体
ガイドブック

御殿場市民活動支援センター

応援します！あなたの市民活動
御殿場市民活動支援センターは、平成 20 年 10 月に市民活動団体の拠点とし
て御殿場市民交流センター「ふじざくら」内に開設され、以来多くの市民活動
団体との繫がりができてきました。
平成29年10月に10年目を迎えることができました。開設10周年を記念し
て、かねてからご要望がありました御殿場市内で活動している市民活動団体の
ガイドブックを作成しました。
御殿場市内では、市民活動団体、NPO 法人、ボランティア団体が御殿場市
民活動支援センターに登録し、さまざまな活動分野で活動をしています。
この「市民活動団体ガイドブック」は、御殿場市民活動支援センターの登録
団体のうち、掲載可能な団体の活動内容を各分野ごとにまとめてあります。
このガイドブックにより団体間の情報の交換や連携、新規会員の増加に寄与
できることを期待しています。

このガイドブックに掲載している内容は、御殿場市民活動支援センターに登録している団体で、掲

載可能な団体に情報提供していただき作成しました。掲載内容については変わることがありますので、
詳しくは各団体の「公開連絡先」または御殿場市民活動支援センター（☎ 0550 − 70 − 6820）へ
お問い合わせ下さい。
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1．福祉・健康 ―― 市民活動団体ガイドブック
ウイングス

NPO 法人 WINGS
土屋 勝行

主な活動分野：福祉・健康

氏名：管理者

佐野 美奈

TEL：0550−87−2279

公開連絡先

代表者氏名：理事長

住所：〒412 ︲ 0037

御殿場市中清水158−8

FAX：0550−87−2279

WINGS105

E-mail：npo-wings@rx.tnc.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

障がいのある児童に対して放課後や長期休暇に安心して過ごせる場所を提供し、生活能力の向上、
発達支援、友達や仲間づくりをすすめる。
そして家族が安心して子育てができる社会、地域をつくる。

活動内容

児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業
放課後等デイサービス「ウイングス」の運営

設立時期：2014年 4 月

会員の募集：している

会員数：10人

会費：あり（ 1 口1,000円／年）

NPO 法人 古民家ディホームたまほ村
主な活動分野：福祉・健康

氏名：芹澤 孝治

TEL：0550−88−2537

公開連絡先

代表者氏名：芹澤 孝治

活動目的
活動内容
4

住所：〒412 ︲ 0041

FAX：0550−88−2537

御殿場市茱萸沢911

E-mail：dayhome.tamaho-mura@r8.dion.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

地域住民に対して通所介護事業等に関する事業を行い、地域と社会福祉の増進に寄与する。

デイサービス事業を中心に、高齢者の生活相談事業やサービス付き高齢者向け住宅において、高
齢者の方々の生活支援等を行っております。

設立時期：2005年12月

会員の募集：していない

会員数：12人

会費：あり（1,000円）

市民活動団体ガイドブック ―― 1．福祉・健康

NPO 法人 すぎな
主な活動分野：福祉・健康

氏名：――

TEL：0550−82−6478

公開連絡先

代表者氏名：滝口 弥逸

住所：〒412 ︲ 0019

FAX：――

御殿場市山尾田156

E-mail：mu-23@ai.tnc.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

障害者支援活動

活動内容

むつみ作業所の運営。家族会活動、リサイクルつくし運営。
野菜の生産、販売活動。

設立時期：1983年 4 月

会員の募集：している

会員数：80人

会費：あり（3,000円）

NPO 法人 のぞみ作業所
代表者氏名：理事長

芹澤 邦夫

公開連絡先

誠

氏名：滝口

住所：〒412 ︲ 0041

主な活動分野：福祉・健康
TEL：0550−89−6884

FAX：0550−89−6884

御殿場市茱萸沢890−7

E-mail：daiichi-n@ai.tnc.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

北駿地域における知的障害者の、福祉向上並びに就労及び社会参加のため、働くことによって生
きがいを持てるよう、自立促進を図り障害者福祉に寄与することを目的とする。

活動内容

①野菜や花の苗の育苗、販売・花壇等管理業務
②染色（タオル、エプロン、富士山手拭いなど）をビー玉・割り箸などを活用した絞り染め製品
③各事業所からの封筒封入作業の受託
④市内の清掃受託業務

設立時期：1985年12月

会員の募集：――

会員数：40人

会費：あり（入会金2,000円、1,000円／年）
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御殿場市車椅子友の会
主な活動分野：福祉・健康

氏名：伊藤 国夫

TEL：0550−87−6041

公開連絡先

代表者氏名：伊藤 国夫

住所：〒412 ︲ 0035

FAX：――

御殿場市中山576−5

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

当事者団体として社会参加をして、一般の人達と相互理解を深める障害者に情報を発信して福祉
向上に努める。

活動内容

グランドゴルフ・卓球・新年会・クリーンアップ作戦参加、ふれあい広場に出店、障害者週間参
加等。

設立時期：――

会員の募集：している（自分で動ける方）

会員数：47人

会費：あり（500円）
ご

じゅう から

さん

ぽ

かい

御殿場市五十雀山歩会
代表者氏名：会長
公開連絡先
活動目的
活動内容
6

渡辺 光雄

氏名：事務局長

主な活動分野：福祉・健康

芹澤 義廣

住所：〒412 ︲ 0045

TEL：0550−82−1168

FAX：0550−82−1168

御殿場市川島田780

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

山野や名所旧跡を毎月 2 回、自然とふれ合いながら歩きます。人生は五十雀（ごじゅうから）楽
しく山野を歩き体力を養いましょう。
（五十雀憲章の第 1 項より）

会誌の発行、富士山緑化運動、清掃活動、会員・役員への研修活動。
毎月 2 回、年間24回の日帰り山行（さんこう）と、年 1 回の 1 泊山行があります。おおむね50
歳以上の男女が入会し、現在は年間を通じて会員募集し入会できます。バスでの山行・電車や徒
歩での山行・山行研修など。

設立時期：1991年 1 月

会員の募集：している

会員数：316人

会費：あり（3,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 1．福祉・健康

御殿場市子ども会世話人連合会
代表者氏名：会長
公開連絡先

氏名：

勝又

主な活動分野：福祉・健康
その他の活動分野：子育て・教育

淳

御殿場市子ども会
世話人連合会 事務局

住所：〒412 ︲ 0042

TEL：0550−89−5380

御殿場市萩原988−1

FAX：0550−89−5380

御殿場市子ども家庭センター内

E-mail：gotenbasikoren@mint.ocn.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

本会は、会員同士が相互に結びあい、研磨しあって健全な子ども会と子ども会世話人組織の発展
を期することを目的とする。

活動内容

10校区67支部相互間の情報交換、連絡調整、子ども会活動及び児童文化発展のための運動、事
業の実施。子ども会運営のために必要な研修会・講習会及び講演会の開催。インリーダー、アウ
トリーダー（中・高校生を対象としたジュニア・リーダー）の育成及び指導。関係機関及び諸団
体との連絡調整。その他本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

設立時期：1962年 6 月

会員の募集：している

会員数：5,131人（2017年 8 月26日現在の児童会員数）

会費：あり（120円／児童 1 名）

御殿場市在宅介護家族の会
代表者氏名：神保 久美子
公開連絡先

氏名：――

主な活動分野：福祉・健康
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

会員相互の交流、親睦。
専門機関との連携を深め、要介護者と介護者（家族）の福祉向上を進める。
介護者の健康を守る。

活動内容

活動日：毎月第 4 土曜日（市民交流センター）
・介護について勉強会
・各病気について医師よりお話
・介護者のためのお楽しみ会（レクリエーション・昼食会・日帰り温泉等）
・その他社協行事参加

設立時期：1995年 4 月

会員の募集：している

会員数：38人

会費：あり（1,200円／年）
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御殿場市赤十字奉仕団
主な活動分野：福祉・健康

氏名：江藤 弘子

TEL：0550−82−1263

公開連絡先

代表者氏名：江藤 弘子

住所：〒412 ︲ 0026

FAX：0550−82−1263

御殿場市東田中310

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

赤十字奉仕団規則の定めるところにより、明るく住みよい社会を築きあげていくために、陰の力
となって身近な奉仕に従事する。

活動内容

・赤十字思想の普及および赤十字会員又は協力会員の増強
・災害救護に関する奉仕
・血液事業に関する奉仕
・社会福祉に関する奉仕
・その他県支部御殿場市地区の指示に基づく事業への奉仕

設立時期：1996年 8 月

会員の募集：している

会員数：93人

会費：あり（1,500円）

御殿場市手をつなぐ育成会
主な活動分野：福祉・健康

氏名：髙田 京子

TEL：0550−89−0405

公開連絡先

代表者氏名：髙田 京子

活動目的
活動内容
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住所：〒412 ︲ 0017

FAX：0550−89−0405

御殿場市塚原741

E-mail：ya58743@gol.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

知的に障がいを持っている児・大人の代弁をする。

・子どものために法などを動かす為の運動
・地域に福祉を根づかせる為に行動する
・啓発事業に参加する

設立時期：1959年10月

会員の募集：している

会員数：60人

会費：あり（3,600円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 1．福祉・健康
ス キ ッ プ

御殿場病児・障がい児 親の会 ～ SKiP ～
代表者氏名：杉山

優

公開連絡先

氏名：――

主な活動分野：福祉・健康
その他の活動分野：子育て・教育
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

・病児や障がい児、グレーゾーン等の親のサポート
・御殿場で希望を持って生活が出来るようにお手伝いをする。

活動内容

・月 1 回のお茶会
・LINEでの情報交換、相談対応
・Facebookでの情報発信
・保健師との連携で悩んでいる保護者のフォロー

設立時期：2017年 7 月

会員の募集：している

会員数： 7 人

会費：あり（月 1 回のお茶会の会費）

手話サークルあじさい
代表者氏名：茂木 夏子
公開連絡先

氏名：――

主な活動分野：福祉
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

耳の聞こえない人（ろう者）と聞こえる人が共に歩みながら手話やろう者の生活について学ぶ。

活動内容

毎週月曜日（第 1 月曜日を除く）午前10：00〜12：00
市民交流センターふじざくら ボランティアビューロー

設立時期：1994年 6 月

会員の募集：している

会員数：35人

会費：あり（200円／年）
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たび

旅カラオケ歌謡（健康寿命延伸推進）教室
代表者氏名：巢瀬 武士
公開連絡先

氏名：田山 和子
住所：〒412 ︲ 0023

主な活動分野：福祉・健康
その他の活動分野：文化・芸術、趣味・同好会
TEL：0550−84−5233

FAX：0550−84−5233

御殿場市深沢1617−18

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

「歌を学び・歌から学ぶ・歌でふれあう」をコンセプトに歌の理念を高く掲げ、歌を科学し、歌の
持つ多様な可能性と効用効果を享受しつつ健康寿命の延伸、また公的機関・施設・企業・地域等
の要請に応えての歌謡イベントの展開・実践での文化面・社会貢献を図る。

活動内容

日常的に未知の歌を正しく、易しく、楽しく習得、ゆっくり習熟（上達）を講座（教室）で実践
による脳・体幹の健康増進。毎月の自主事業展開、施設への慰問・訪問、公的機関・各種団体事
業への協力及び参加。歌の効用・効果の啓蒙、啓発の展開。

設立時期：1980年11月

会員の募集：していない（入会希望には対応）

会員数：90人

会費：あり（単位教室ごと異なる 2 〜 3 千円）

特定非営利活動法人 ヤベツの家
主な活動分野：福祉・健康

氏名：――

TEL：0550−89−9179

公開連絡先

代表者氏名：篠川 栄一

活動目的
活動内容
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住所：〒412 ︲ 0021

FAX：――

御殿場市二枚橋349−10

E-mail：yabtu@office.tnc.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

・知的障害を持つ人等の、障害福祉サービス事業・交流事業。
・地域福祉に関する社会啓蒙事業。

・知的障害を持つ人のケア・ホーム運営。
・地域福祉に関する講演等々。

設立時期：――

会員の募集：している

会員数：14人

会費：あり（3,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 1．福祉・健康

二の岡区ふれあいサロン なごみの会
代表者氏名：武田 良子

主な活動分野：福祉・健康

公開連絡先

氏名：――

TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

健康・親睦（仲間作り）

活動内容

・介護予防体操
・レクリエーション
・お茶のみ、おしゃべり
毎月第 1 金曜日AM10：30〜PM2：30

二の岡コミセンにて

設立時期：2004年 6 月

会員の募集：している（二の岡区の住民）

会員数：15人

会費：なし

認定 NPO 法人 オレンジティ
河村 裕美

主な活動分野：福祉・健康
その他の活動分野：子育て・教育

氏名：事務局

矢後 綾子

TEL：090−7434−2002

公開連絡先

代表者氏名：理事長

住所：〒413 ︲ 8799

FAX：0557−85−5571

静岡県熱海郵便局私書箱34号

（PC）ot@o-tea.org

E-mail：（Mobile）orange-tea2002@docomo.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

女性のがん体験者・家族・医療者が思いをわかちあう場所を提供する。
（ライフスタイルの向上：
がんになっても女性らしく、あなたらしく）

活動内容

東部おしゃべりルームを毎月第 3 土曜日に開催し、女性のがん体験者・家族・医療者に参加して
いただき、がん体験者の想い（後遺症、生活、仕事、恋愛等）をおしゃべりする中で、わかちあ
う時間を共有する。

設立時期：2002年 1 月（オレンジティ設立）

会員の募集：している

会員数：395人（オレンジティ全体）

会費：なし（東部おしゃべりルームは参加費300円（お茶代））
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1．福祉・健康 ―― 市民活動団体ガイドブック

ボランティア連絡協議会手芸クラブ
代表者氏名：小宮山 なほみ
公開連絡先

氏名：社会福祉協議会

主な活動分野：福祉・健康
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

一人暮らし、家族がいても日中は一人、考えたら社会から孤立している。何かあったら心配とい
う人をなくすのが目的。また、ボランティアに入るきっかけもつくりたい。

活動内容

手芸小物を作りながらおしゃべりをしています。作品はバザーで売って、一部を寄付します。60
代〜90代と高めの年齢ですが、元気に楽しく続けています。だれでも参加できます。毎月第 2 金
曜10時〜14時の間で自由。ボランティアビューローで活動。

設立時期：2010年

会員の募集：している

会員数：10人

会費：なし

要約筆記サークル さくらんぼ
代表者氏名：井上 晶子
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：井上 晶子
住所：〒412 ︲ 0035

主な活動分野：福祉・健康
その他の活動分野：国際協力・人権、趣味・同好会
TEL：0550−87−3834

FAX：0550−87−3834

御殿場市中山44−7

E-mail：akko3834@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

中途失聴・難聴者、聞こえの不自由な方と、要約筆記（話の要点を文字にして伝える筆談）を通
じてコミュニケーションの支援を行います。社会参加と自立を支援し、情報バリアフリーを目指
します。

毎月第 2 土曜日午後ボランティアビューローにて例会を行っています。また、年に 2 〜 3 回、ボ
ランティアビューローにおいて「きこえの相談室」を開催しています。

設立時期：1997年 3 月

会員の募集：している

会員数：12人

会費：なし

市民活動団体ガイドブック ―― 1．福祉・健康

朗読奉仕グループ くろつぐみの会
代表者氏名：吉村 しづ子
公開連絡先

氏名：――

主な活動分野：福祉・健康
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：――

ブログ：――

facebook：――

活動目的

御殿場市に在住する視覚に障害のある方に音声情報を提供する。

活動内容

市の広報、一般図書等を含めたデイジー図書を作成し、図書館を通し発送しています。

設立時期：1983年

会員の募集：している（募集条件あり）

会員数：19人

会費：あり（1,000円／年）
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NPO 御殿場フィルムネットワーク
代表者氏名：勝間田 太郎
公開連絡先

氏名：勝間田 太郎
住所：〒412 ︲ 0036

主な活動分野：まちづくり
その他の活動分野：文化・芸術
TEL：080−4180−6151

FAX：――

静岡県御殿場市萩蕪62−1

E-mail：mail@gotembafilm.net

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

御殿場における映画・テレビ・その他メディアによる撮影や取材の誘致、受入体制の整備に取り
組み、フィルムコミッションの活性化を通じて御殿場の魅力発信と文化・経済の発展に寄与する。

活動内容

⑴情報ネットワークの構築
メール配信システムを導入し、登録いただいた御殿場フィルムサポーターに①エキストラ募集、
②ロケ地募集、③上映日・放映日情報などの配信をおこなう。
⑵ロケ地情報の整備
撮影実績のある場所や候補地の写真や情報をホームページで公開する。
⑶啓発イベントの開催

設立時期：2017年 4 月

会員の募集：している

会員数： 4 人（御殿場フィルムサポーター約500名）

会費：あり（10,000円）
みくりや

NPO 富士山御殿場ガイド 御厨の風
代表者氏名：川口 勇雄
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：川口 勇雄
住所：〒412 ︲ 0026

主な活動分野：まちづくり
その他の活動分野：福祉・健康、環境保全・動植物保護、文化・芸術
TEL：0550−83−9215

FAX：0550−83−9215

御殿場市東田中640−5

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

御厨は文化財の宝庫。霊峰富士山の麓、御厨（御殿場）には数多くの文化財があります。全国各
地から富士山を訪れる方々に御厨の自然や文化についてガイドし、その素晴らしさを実感してい
ただきたいとの思いから会員一同活動しております。

初夏には幻の滝見学、夏には富士山御殿場口五合目においてトレッキング、秋には富士山巨樹巨
木見学会、 2 月には富士山の日協賛企画を計画、月 2 回の秩父宮記念公園での燻蒸作業、各種団
体からのガイド依頼に対応。

設立時期：2008年 5 月

会員の募集：している

会員数：33人

会費：あり（2,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 2．まちづくり

公益社団法人 隊友会 御殿場支部
代表者氏名：中田 政徳

主な活動分野：まちづくり

公開連絡先

TEL：0550 − 84 − 1431
（土曜日10：00〜12：00のみ）

氏名：中田 政徳
住所：〒412 ︲ 0041

FAX：――

御殿場市茱萸沢1385

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

市（町）民と自衛隊とのかけ橋
自衛隊退職者の親睦と相互扶助

活動内容

・富士山登山道一斉清掃（須走口）
・クリーンアップ作戦
・ふれあい交流会
・ふれあい広場

設立時期：1968年 4 月

会員の募集：している

会員数：1,000人

会費：あり（2,000円）

御殿場おかみさん会
主な活動分野：まちづくり

氏名：横山 貴子

TEL：0550−82−1144

公開連絡先

代表者氏名：横山 貴子

住所：〒412 ︲ 0021

FAX：――

御殿場市二枚橋21

E-mail：comrade24@kem.biglobe.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

・御殿場駅周辺及び商店街賑わい創出
・地域コミュニティの場づくり

活動内容

・御殿場駅周辺で朝市、夕涼み市などイベント開催
・花配布などで商店街賑わい創出など

設立時期：1998年 3 月

会員の募集：している（商店を営む女性）

会員数：26人

会費：あり（10,000円／年）
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ごてんば こねっと
代表者氏名：大村 志帆
公開連絡先

氏名：大村 志帆
住所：〒412 ︲ 0021

主な活動分野：まちづくり
その他の活動分野：環境保全・動植物保護、子育て・教育、文化・芸術
TEL：0550−84−1131

FAX：――

御殿場市二枚橋22

E-mail：gotembaconet@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：あり

活動目的

御殿場での地域の人々との交流や文化活動を主とする。
『ごてんばこねっと』の主催、または協力するイベントの参加者相互の親睦を深めるための活動を
行うことを目的とする。

活動内容

・毎月第 1 月曜日…こねっとカフェ
・季節に応じた自然とのふれあい。
・御殿場の歴史や文化についての体験、勉強会。

設立時期：2017年 1 月

会員の募集：している（随時）

会員数：150人

会費：なし
さい

富士山みくりや よってかっ祭
代表者氏名：勝又
公開連絡先
活動目的
活動内容
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章

氏名：勝又 知里
住所：〒412 ︲ 0045

主な活動分野：まちづくり
その他の活動分野：スポーツ
TEL：0550−77−5931
御殿場市川島田397−1

FAX：0550−77−5931

セリジュイン石原坂2C

E-mail：cha_tekken1_0_1@yahoo.co.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

この祭りをとおして市内にたくさんのパフォーマンス団体が出来てほしい。そして御殿場を元気
にしたい！

市内で活動している団体にステージを設け、団体のPRの場や県外の人たちに御殿場の魅力を発
信していく場としてこの祭りを利用していただきたく活動してます。

設立時期：2014年 8 月

会員の募集：している

会員数：12人

会費：なし

市民活動団体ガイドブック ―― 2．まちづくり
みくりや

御厨おもてなし倶楽部
代表者氏名：関谷 葉子
公開連絡先

氏名：関谷 葉子
住所：〒412 ︲ 0023

主な活動分野：まちづくり
TEL：080−5104−5089
御殿場市深沢313−12

FAX：0550−82−1293

㈲エムアール内

E-mail：mr36sekiya@sky.bbexcite.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

富士山がある街 御殿場の魅力を〝おもてなし〟を通じて国内外の観光客に伝え、国際観光都市
御殿場の街づくり、人づくりを行う。

活動内容

・富士山登下山者と観光客に向けての総合案内とおもてなし「おもてなしアクション」
・
「御殿場コンシェルジュ」の育成と活動
・あぜ道ウォーキングの企画と実施
・御殿場、山梨、箱根の 3 地域の情報交換会「富士山おもてなしサミット」の開催
・富士山GOGOエフエムを利用した魅力発信番組の制作

設立時期：2012年11月

会員の募集：している

会員数：30人

会費：あり（1,000円／年）
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NPO 法人 エコハウス御殿場
代表者氏名：理事長

勝又 さつき

公開連絡先

氏名：勝又 さつき
住所：〒412 ︲ 0045

主な活動分野：環境保全
その他の活動分野：まちづくり、教育
TEL：0550−88−3337

FAX：0550−88−3337

御殿場市川島田1446−10

E-mail：ecogoten@isis.ocn.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

・市民、事業者、行政のパートナーシップによる資源循環型社会・低炭素社会の実現
・環境に配慮したライフスタイルの提案や、各世代への環境教育
・市民一人ひとりの主体的なごみ減量、リサイクル、環境保全活動の推進
・地球や命を大切にするまちづくり

活動内容

・再資源化事業（古着古布、廃食用油、アルミ製品などの回収や再資源化啓発）
・グリーン購入推進事業（グリーン商品の販売や啓発）
・環境教育推進事業（環境教室やエコアクションなど）
・視察研修事業（環境関連施設などの見学会）
・広報啓発事業（ecoまつり、エコハウス通信など）

設立時期：2001年 4 月（NPO法人として）

会員の募集：している

会員数：正会員84人、賛助会員18人

会費：あり

NPO 法人 富士山倶楽部
代表者氏名：勝間田 こずえ
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：――

主な活動分野：環境保全・動植物保護
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

富士山とその周辺地域の自然生態系の保護と自然と触合う安らぎの時空間を提供するために、環
境の保全と農業・林業をはじめとした、新しい第一次産業の提言等の活動並びに文化情報の発信
に関する事業を行い、自然環境の維持と第一次産業並びに地域文化の発展を通して、豊かな社会
の実現に寄与することを目的とする。

富士山の生物調査、清掃活動

設立時期：2010年 4 月

会員の募集：していない

会員数：10人

会費：あり（2,000円）

市民活動団体ガイドブック ―― 3．環境保全・動植物保護

NPO 法人 富士山ナショナル・トラスト
代表者氏名：理事長

花田 文夫

公開連絡先

氏名：花田 文夫
住所：〒412 ︲ 0047

主な活動分野：環境保全・動植物保護
TEL：0550−80−0005

FAX：0550−78−7976

御殿場市神場646

E-mail：info@243nt.net

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

宝永の噴火によって砂れき地帯となった富士山南東麓の緑化活動。

活動内容

富士山に自生する樹木の苗木をつくり、植樹する。

設立時期：1996年 4 月

会員の募集：している

会員数：100人

会費：あり（3,000円、2,000円）

御殿場市富士山世界文化遺産研究会
代表者氏名：勝俣 得男
公開連絡先

氏名：勝俣 得男
住所：〒412 ︲ 0043

主な活動分野：環境保全・動植物保護
その他の活動分野：まちづくり、文化・芸術
TEL：0550−83−9101

FAX：0550−83−9101

御殿場市新橋1720−10

E-mail：なし

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

・新たな富士山世界遺産の価値を創出する
・遺産の構成資産の保全意識を高め、行政・教育・文化・観光に資する
・研究成果を発信し、遺産の保全と普及をする

活動内容

・富士山世界文化遺産パンフレットの作成
・会員の研修会
・発表会の開催

設立時期：2014年12月

会員の募集：している

会員数：15人

会費：あり（1,000円／年）
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御殿場地域ねこ活動の会
代表者氏名：小笠原 恵子

主な活動分野：環境保全・動植物保護

公開連絡先

氏名：小笠原 恵子

TEL：0550−83−9066

FAX：0550−83−9066

住所：捨て猫を置いていかれるため、住所は公開しておりません。
E-mail：tiikineko2013@gmail.com

ホームページ：あり

ブログ：あり

facebook：あり

活動目的

殺処分ゼロ
可哀そうな命を生み出さないこと

活動内容

TNR活動（野良猫を捕獲・避妊去勢手術をし・戻す）と、それに伴い保護した猫の里親募集をし
ています。譲渡条件は避妊去勢手術実施・完全室内飼い・終生飼育等あり、譲渡誓約書を取り交
わしています。
同時に飼い猫の避妊去勢指導も行っています。

設立時期：2013年 4 月

会員の募集：している

会員数：22人

会費：あり（6,000円／年）

特定非営利活動法人 地域活力創造センター
代表者氏名：理事長
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：担当

高橋 宏二

小野

淳

住所：〒412 ︲ 0045

主な活動分野：環境保全・動植物保護
その他の活動分野：まちづくり
TEL：0550−78−7885

FAX：0550−88−5773

御殿場市川島田1446−24

E-mail：ono@g-sougou.co.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

森林整備事業を通じて、子孫に誇れる山づくりとまちづくりを行うこと。

・森林整備事業（間伐、主伐）
・木材の活用（木材の販売・生産、燃料用木質チップの加工・販売）
・林業体験事業の展開等、森林整備と観光をつなげる取り組み

設立時期：2013年 4 月

会員の募集：していない

会員数：10人

会費：――

市民活動団体ガイドブック ―― 3．環境保全・動植物保護

特定非営利活動法人 土に還る木 森づくりの会
豊

主な活動分野：環境保全・動植物保護

氏名：小松

豊

TEL：0550−87−2756

公開連絡先

代表者氏名：小松

住所：〒412 ︲ 0035

FAX：0550−87−2756

御殿場市中山523−1

E-mail：Komatsu-yu1128@uv.tnc.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

緑化を推進し、自然環境の保全と里地里山の再生を目指す。
子供たちなどへの環境教育と、地域の緑豊かなまちづくりの推進。
上記の活動を全国に広めていくことを目的とする。

活動内容

森をつくる：苗木の育成、植樹、樹種転換、里山づくり。
森を守り育てる：間伐、下草刈り等の森林整備。
森を活かす：間伐材による木工品制作、木工教室、自然環境教室の開催。

設立時期：2000年 8 月

会員の募集：している

会員数：33人

会費：あり（6,000円／年）

特定非営利活動法人 ピース＆セーフティ
代表者氏名：前田

宏

公開連絡先

氏名：中迫 博美
住所：〒412 ︲ 0026

主な活動分野：環境保全
その他の活動分野：まちづくり
TEL：0550−84−4486

FAX：0550−84−4486

御殿場市東田中3−10−21

E-mail：Hnaka35@vc.tnc.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

高齢者に対して、地域内、富士山麓の環境美化及び地域の安全に関する事業の実施並びにそれに
参加する機会の提供事業等を行い、高齢者の勤労意欲の増進及び雇用の創出に寄与することを目
的とする。

活動内容

設立初期は陸上自衛隊富士学校からの業務委託を受けての収益事業と御殿場市からの環境美化事
業を受託実施していたが、現在は収益事業を休業、地方公共団体補助金収入による非収益活動を
主としつつ、隊友会御殿場支部の行う環境美化事業について協力している。
主たる事業内容は富士山周辺（東富士演習場に隣接する御殿場市域）において、年間を通じ毎週
土・日の内の半日、要員 2 名による不法投棄監視パトロールを実施し、巡視と投棄ゴミを回収す
る活動を行っている。

設立時期：2005年11月（任意団体発足は1993年 4 月）

会員の募集：していない

会員数：23人

会費：あり（1,000円／年）
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特定非営利活動法人 富士山の森を守るホシガラスの会
代表者氏名：横山 澄夫

主な活動分野：環境保全・動植物保護

公開連絡先

氏名：勝又 幸宣
住所：〒412 ︲ 0006

TEL：0550−89−6905

FAX：0550−73−0434

御殿場市中畑1691−14

E-mail：info@hosigarasu.org

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

富士山の森林の生物多様性を復元、保全
富士山の自然環境を活用した環境教育の充実

活動内容

環境教育
富士山の天然林への防鹿柵設置、樹皮防護ネット設置
御殿場口火山荒原の外来・侵入植物調査と駆除
小学校〜大学の環境学習支援

設立時期：2013年 9 月

会員の募集：している

会員数：61人

会費：あり（正会員3,000円、一般1,000円）

にゃんくる わんくる
代表者氏名：――
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：――

主な活動分野：環境保全・動植物保護
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：――

ブログ：――

facebook：――

猫や犬を通して地域への関わり。
猫や犬の飼い主、里親探し。

猫や犬の飼い主、里親探し。
環境省の目標「殺処分ゼロ」への賛同。

設立時期：――

会員の募集：――

会員数：――

会費：――

市民活動団体ガイドブック ―― 3．環境保全・動植物保護

富士山自然誌研究会
代表者氏名：菅原 久夫

主な活動分野：環境保全

公開連絡先

氏名：菅原 久夫
住所：〒411 ︲ 0931

TEL：

055−987−7673
090−6077−2129

FAX：055−987−7673

駿東郡長泉町東野692−323

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

富士山域の自然環境を地質、植生、昆虫、鳥類、哺乳類など多面的に調査し、未来に残し役立て
るデータを記録する。

活動内容

富士山域の自然環境の調査と啓発活動。
各専門分野の専門家の調査活動に同好の一般市民にも参加してもらい研修を行う。

設立時期：1995年 4 月

会員の募集：している

会員数：60人

会費：あり（2,000円／年、家族会員3,000円）

富士山トンボ池の会
代表者氏名：江間 修司

主な活動分野：環境保全・動植物保護

公開連絡先

氏名：伊藤 茂男
住所：〒412 ︲ 0026

TEL：0550−82−1624

FAX：0550−82−1624

御殿場市東田中2112− 4

E-mail：itocon@sf.tokai.or.jp

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：なし

活動目的

御殿場市内の休耕田や空き地を利用してトンボ池を中心とした里山の自然を復元、そこに生息す
る生き物並びに環境を調査研究する。

活動内容

当会では①トンボ池を造ろう・②トンボと遊ぼう（観察会、撮影会）
・③トンボ名所めぐりの 3 本
柱でトンボ池の管理・観察・自然とのふれあいを通して環境教育の場として活動を行っています。
設立以来、市内 5 ヶ所にトンボ池を造成し、御殿場市内では、これまでトンボ池を中心に48種
のトンボが確認されています。

設立時期：1999年10月

会員の募集：している

会員数：26人

会費：あり（1,000円／年）
23

3．環境保全・動植物保護 ―― 市民活動団体ガイドブック

富士山みどりの会
代表者氏名：佐々木 大助

主な活動分野：環境保全・動植物保護

公開連絡先

氏名：佐々木 大助
住所：〒412 ︲ 0041

TEL：0550−89−6890

FAX：0550−89−6322

ぐみ沢635−2

E-mail：saikoisoji@hotmail.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

富士山を緑によみがえる活動・希少植物の保護増殖活動・この活動を進めながら御殿場市及び近
隣市町村の活性化を推進していく。

活動内容

富士山に希少な植物の復活と町おこし活動
本来富士山に自生している植物の種・挿し木用枝を採取して畑にて増殖、そして富士山麓の市町
村にあるボランティア団体とネットワークを構築

設立時期：2012年 4 月

会員の募集：している

会員数：32人

会費：あり（3,000円／年）

富士の麓・水と緑と風の会
代表者氏名：内田 敏雄
公開連絡先
活動目的
活動内容
24

氏名：内田 敏雄

主な活動分野：環境保全・動植物保護
TEL：0550−83−1826

FAX：0550−83−1826

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

二子地先「海の見える四季の丘」
「五本松展望台」の 2 ヶ所を針葉樹から落葉樹へ樹種転換を実施
した後の公園の管理と黄瀬川沿い 5 kmの遊歩道の管理等。

「海の見える四季の丘」 1 kmと「五本松展望台」 2 kmの公園内の草刈り、枝打ちや 2 ヶ所の公
園を結ぶハイキング道の整備。又黄瀬川沿い 5 kmの遊歩道の草刈り及び休憩所の整備等。

設立時期：2003年 4 月

会員の募集：している

会員数：70人

会費：あり（3,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 3．環境保全・動植物保護

有機資源リサイクル研究会
代表者氏名：会長

高田

主な活動分野：環境保全
その他の活動分野：まちづくり

知

公開連絡先

氏名：NPO法人エコハウス御殿場
住所：〒412 ︲ 0045

TEL：0550−88−3337

FAX：0550−88−3337

御殿場市川島田1446−10

E-mail：ecogoten@isis.ocn.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

・有機質資源である生物系廃棄物の資源化利用について調査研究する
・循環型地域社会づくりを目指して、ごみの減量、3R，資源やエネルギーの有効利用を広報す
る

活動内容

・
「ゆめかまど」で堆肥化している生ごみの、回収地域内での分別回収への参加を呼び掛け、回収
量の増と可燃ごみの減量を目指す
・有機資源の資源化利用を調査し、市民が参加しやすい仕組みを作る
・フードロス等について学び、農業や食べ物を大切にする人を増やす

設立時期：2016年 4 月（前身は有機資源リサイクル委員会）

会員の募集：している

会員数：26人

会費：なし
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御殿場小山レスキューサポートバイクネットワーク
代表者氏名：隊長

勝又 正秀

公開連絡先

氏名：勝俣 三郎
住所：〒412 ︲ 0024

主な活動分野：災害支援
TEL：

0550−83−2326
090−2265−9992

FAX：0550−83−2326

御殿場市東山662−2

E-mail：sabuchan.z360@docomo.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的
活動内容

災害時

救援活動

災害時

安否確認・情報伝達・小物運搬

設立時期：1997年 6 月

会員の募集：している

会員数：13人

会費：なし

災害ボランティアコーディネーター御殿場
代表者氏名：――
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：――

主な活動分野：災害支援
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

大規模災害時に関係機関等と協力し、会員がそれぞれの立場において災害ボランティアコーディ
ネーターとして円滑に役割を果たすことを目標に、平常時はボランティアコーディネーターとし
ての資質を高めながら人的・組織的なネットワークを広げ、災害時に備えることを目的とします。

地域住民の災害に関する意識を啓発しながら、コミュニティワークを進め地域内のネットワーク
を充実させます。災害・防災・ボランティア活動関連の講習会等に参加して、スキルアップに努
めています。また、被災した地域の復旧ボランティアの多種多様の活動支援に参加しています。

設立時期：2007年 4 月

会員の募集：している

会員数：15人

会費：あり（1,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 5．子育て・教育

MOA 美術館 御殿場・小山児童作品展実行委員会
主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：まちづくり、文化・芸術

代表者氏名：瀬戸 亮策
公開連絡先

氏名：遠藤 善博

TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：yo.endou@teijin.co.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

次の世代を担う子どもたちの創作活動を奨励することで「心豊かな人間の育成」
「伝統と文化の尊
重」
「世界の平和と発展の願い」など、子どもの健全な成長を願い、社会教育及び情操教育の一端
を担うことを目的に活動しています。一緒に活動して下さるボランティアを随時募集中です。

活動内容

御殿場市・小山町の全小学生を対象に絵画・書写を公募し、作品展、表彰式を開催。代表の 2 作
品は全国展へノミネートしている。
入賞した作品は「まちにとびだす作品展」として、老人ホームや病院などを巡回展示し、子ども
と大人の相互交流の場として、地域のコミュニティづくりに貢献している。

設立時期：1994年

会員の募集：している

会員数：15人

会費：なし

ガールスカウト静岡県連盟第 33 団
代表者氏名：団委員長

高橋 成美

公開連絡先

氏名：――

主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：福祉・健康、環境保全・動植物保護、文化・芸術、スポーツ
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

すべての少女と若い女性が、自ら考え、責任ある市民としてよりよい社会にするために行動しま
す。

活動内容

対象者：年長児、小学生、中学生、高校生年代の少女
その少女たちを支援するリーダー・団運営委員・保護者
活動日：月１〜３回土曜または日曜日（中学生以上は平日夜の場合もあり）
内 容：キャンプ（野外料理、キャンプファイヤー、テントなど）、ハイキング、市町行事への参
加、難民集会、減災・防災体験、募金活動、平和活動、被災地支援、SDGsの取り組み、ク
リスマス集会、お茶会体験、クラフト作り、県内や県外のガールスカウトとの交流など

設立時期：1964年 3 月

会員の募集：している

会員数：70人（少女と成人合わせて）

会費：あり

（日本連盟と静岡県連盟会費6,000円、
他に団活動費、保険代）
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ガールスカウト静岡第 34 団
代表者氏名：勝亦 京子
公開連絡先

氏名：湯山 清美
住所：〒410 ︲ 1312

主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：福祉、環境保全、国際協力
TEL：0550−76−1978

FAX：0550−76−1978

小山町菅沼457

E-mail：kiyohujiyama@hotmail.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

少女と若い女性が自分自身と他の人々の幸福と平和のために、責任ある市民として自ら考え、行
動できる人となれるようにする。

活動内容

キャンプなど野外活動。赤い羽根・緑の募金、24時間テレビ等の募金活動。
米軍キャンプと交流など国際交流。
東日本復興、宮城県岩沼市東児童館との交流。
ふれあい広場等各団体の行事に参加。

設立時期：1964年 3 月

会員の募集：している

会員数：28人

会費：あり（10,000／年）

公益財団法人 日本 YMCA 同盟 東山荘
代表者氏名：所長
公開連絡先
活動目的
活動内容
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堀口 廣司

氏名：堀口 廣司
住所：〒412 ︲ 0024

主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：まちづくり、環境保全・動植物保護、国際協力・人権
TEL：0550−83−1133

FAX：0550−83−1138

御殿場市東山1052

E-mail：horiguchi@ymcajapan.org

ホームページ：あり

ブログ：あり

facebook：あり

青少年健全育成事業のための研修施設として102年前に設立。現在はどなたでもご利用できる宿
泊施設でもあり、森のレストランは多くの市民に開放している。

・ネイチャーゲーム等東山荘内、富士山地域での自然体験教育を行っている。
・森のレストラン…地産地消の野菜や食材を使い広く市民の皆様に良質の食を提供している。

設立時期：1915年 7 月

会員の募集：している

会員数：200人（ネイチャーキャンプ参加者）

会費：あり（来年度より準備計画）

市民活動団体ガイドブック ―― 5．子育て・教育

御殿場里山愛らんど もっくもく（森のようちえんにじ）
代表者氏名：栗林 加寿代
公開連絡先

氏名：栗林 加寿代

主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：福祉・健康、環境保全・動植物保護、文化・芸術、国際協力・人権
TEL：090-6643-4391

FAX：0550-88-1951

住所：――
〈もっくもく〉g.satoyama.love.land@gmail.com
morinoniji@gmail.com

E-mail：〈にじ〉

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：あり

活動目的

富士山と箱根の麓の豊かな自然環境と人材を生かし、ぬくもりあふれる人・家庭・地域との関わ
りの中で、
「自然との共生」
「個性の尊重」
「自己実現」を軸に、今後ますます求められる多様性を
認め合う教育、就労、居場所作りを目指して多世代の交流を行う。

活動内容

野遊び・散歩・たき火・田んぼ体験・畑づくりから収穫まで。子どもも大人も、自然の中でゆっ
たりとした心や自主性好奇心を大切に、のびのび遊んだり、体験から生きる術を学ぶ。農業教育
等講座開催。
「森のようちえんにじ」は火・木活動（会員制）。
「もっくもく」は土日・平日不定期。一般募集あり。

設立時期：2013年11月

会員の募集：している

会員数：約60人（森のようちえんにじ会員）

会費：あり（500円／回〜）

かつ

御殿場ママ活情報局
代表者氏名：髙村 典子
公開連絡先

氏名：髙村 典子
住所：〒412 ︲ 0011

主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：福祉・健康、まちづくり、文化・芸術、趣味・同好会
TEL：090−8189−2004

FAX：――

御殿場市古沢263−3

E-mail：u-noripi@ezweb.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：あり（Facebookメッセンジャーにて連絡可）

活動目的

ママ達の仲間作りと自己実現を応援する！
地元での毎日が楽しくなる双方向型情報サイト

活動内容

Facebook内の公開グループ。地元のイベント、子育て情報・サークル紹介など様々な情報を
発信。同時に、ママ活サロンやアウトドア企画など次々と開催。関連サイトとして不要品譲りま
す買いますの「御殿場ママ活リサイクル」、講座・お店紹介・お仕事関連の「御殿場ママ活ワーク
ス」もあります。

設立時期：2013年11月

会員の募集：している

会員数：1,600人

会費：なし
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タッチケアハウス Motherese
主な活動分野：子育て・教育

氏名：筒井 佳代子

TEL：090−6369−6485

公開連絡先

代表者氏名：筒井 佳代子

住所：〒412 ︲ 0026

FAX：――

御殿場市東田中1888−58

E-mail：motheresegotenba@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：なし

活動目的

・五感を意識した「ふれあい」の重要性と大切さを伝えていく
・子育て中の母親と子どもの心と身体の健やかな成長をサポートする
・地域の中で母親の交流の場、心の休憩所となる場を提供する
・子育て中の母親がイキイキと元気になる「学び」
「生きがいづくり」の場を提供する
「家族のコミュニケーション力向上が子ども達の笑顔につながる」「すべての子ども達に愛ある
タッチを！」
「すべての家庭に癒し手を」

活動内容

タッチに関わる講座・イベント開催（親子、夫婦、家族）
講師活動

設立時期：2014年 4 月

会員の募集：していない

会員数：――

会費：あり（受講料・参加料のみ）

パウ

ワウ

Pow wow プロジェクト
代表者氏名：山内 陽子
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：山内 陽子

主な活動分野：子育て・教育
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：powwow.gotemba@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：あり

子ども達をとりまく社会毒について、親や祖父母が楽しく学び、正しい知識、交流する場を手に
入れることができる場所づくり。

親力向上を目的とした講演会、勉強会を開催。また、参加者同士が交流できる場として活動して
います。

設立時期：2016年 8 月

会員の募集：している

会員数： 3 人

会費：なし

市民活動団体ガイドブック ―― 5．子育て・教育

PL 静岡第 1 MBA
主な活動分野：福祉・健康

氏名：芹澤 みゆき

TEL：0550−89−5080

公開連絡先

代表者氏名：芹澤 みゆき

住所：〒412 ︲ 0011

FAX：0550−89−5080

御殿場市古沢691−1

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

バトンを通し、健全な青少年の育成を行う。
技術の向上と正しい学び方を習得する。

活動内容

地域のお祭りなどに参加。
バトンで地域の皆様に笑顔をお届けしています。

設立時期：――

会員の募集：している

会員数： 6 人

会費：あり（3,000円）

富士のさとわんぱく遊び塾
主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：まちづくり

氏名：清川 順平

TEL：080−4302−8264

公開連絡先

代表者氏名：清川 順平

住所：〒410 ︲ 1104

FAX：――

裾野市今里527トヨタ第 3 東富士寮6418

E-mail：kiyojyun@outlook.jp

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：あり

活動目的

子ども達に遊びを通して人と関わる事のたのしさ、大切さを教える塾（遊び塾）

活動内容

屋外学習
キャンプ等の野外活動を始め、水遊びや秘密基地作り。
年 4 回の静岡県青少年指導者認定資格講習あり。

設立時期：2004年 4 月

会員の募集：している

会員数：20人

会費：なし
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ブックシェアリング ごてんば
代表者氏名：芹沢 則子
公開連絡先

氏名：芹沢 則子
住所：〒412 ︲ 0045

主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：福祉・健康、まちづくり、環境保全・動植物保護
TEL：090−8951−4314

FAX：0550−89−0178

御殿場市川島田1585

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

家庭等で必要がなくなった絵本を回収しメンテナンスして、事業所、病院、銀行、放課後児童ク
ラブ等へ配布し、絵本の再活用をすると共に、市内の読書環境の拡大と読書活動の推進。

活動内容

・市立図書館、子ども家庭センター等での回収。
・ウェットティッシュで全ページ拭き、破れた箇所を補修する。
・各事業所等へ届ける。
・いろいろな事業で読み聞かせをする。

設立時期：2014年12月

会員の募集：していない

会員数： 4 人

会費：なし

ボーイスカウト御殿場第 6 団
代表者氏名：青山 修二
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：青山 修二
住所：〒412 ︲ 0027

主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：環境保全・動植物保護、文化・芸術、スポーツ
TEL：0550−82−2215

FAX：0550−82−2215

御殿場市西田中231−6

E-mail：――

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

野外を主な活動の場とし、子どもたちの自主性を大切にしたグループでの活動を通して、自主性・
協調性・社会性・たくましさやリーダーシップを育む。

年齢に応じた年代別のプログラムを月に 2 〜 3 回、主に日曜日に実施している。
〈プログラム例〉
ハイキング、海や高原でのキャンプ、スキー、スケート、畑での野菜作り

設立時期：1970年 6 月

会員の募集：している

会員数：55人

会費：あり（育成会費ほか

15,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 5．子育て・教育

道しるべの会
主な活動分野：子育て・教育
その他の活動分野：福祉・健康、まちづくり、文化・芸術、国際協力・人権

代表者氏名：加藤 照美
公開連絡先

氏名：加藤 照美
住所：〒412 ︲ 0033

TEL：080−5153−6067

FAX：0550−78−7194

御殿場市神山1925−1834

E-mail：mitisirubenokai@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：あり

活動目的

発達支援を必要とする子を育てる親の拠り所となる場所づくりを図る。
親や、当事者の困難さを広く知ってもらい、多様性の理解を得られる環境作りを目指す。

活動内容

親のためのお茶会や、気分転換の講座を開くことにより、親同士の横の繋がりをもち、情報共有
の機会を増やすだけでなく、親自身の孤立や孤独感の解消、息抜きなどをできる機会を提供。
また、親子での体験教室も開催し、安心して親子で参加出来る経験もしてもらう。
講演会やペアレントトレーニングを開催することでは、子どもへの支援の知識を増やすことや、
発達支援を必要とする子と接する困難さを広く知ってもらうための活動をする。

設立時期：2014年 8 月

会員の募集：している

会員数：26人

会費：あり（1,000円／年）

わ

はは じゅく

和母塾
主な活動分野：子育て・教育

氏名：筒井 佳代子

TEL：090−6369−6485

公開連絡先

代表者氏名：筒井 佳代子

住所：〒412 ︲ 0026

FAX：――

御殿場市東田中1888−58

E-mail：wahahajuku422@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：あり

facebook：なし

活動目的

子育て中の母親の学びの場づくり

活動内容

映画上映会、スポーツ栄養講座

など

設立時期：2013年 6 月

会員の募集：していない

会員数：――

会費：あり（受講料・参加料のみ）
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表千家宗沁会
主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：子育て・教育、趣味・同好会

代表者氏名：野木 美津子
公開連絡先

氏名：野木 美津子
住所：〒412 ︲ 0006

TEL：0550−89−6955

FAX：0550−89−6955

御殿場市中畑1622−5

E-mail：――

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

茶道を通して喜びと生きがいを見つける
「沁」は茶道の精神である、思いやり、おもてなしの心、物を大事に扱う心が、心にしみこむよう
な稽古をしたいという思いを込めています。

活動内容

茶道の稽古
茶道の精神にのっとったボランティア活動（チャリティ茶会等）

設立時期：2004年 1 月

会員の募集：している

会員数：23人

会費：あり（大人5,000円／月、子供1,100円／月）

ケ・カイ・マル フラスタジオ
主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：福祉・健康、まちづくり

代表者氏名：武田 智子
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：武田 智子
住所：〒412 ︲ 0044

TEL：0550−89−1991

FAX：――

御殿場市杉名沢105

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

フラダンスのストレッチ、レッスン

地域のイベントなどへの参加。

設立時期：1997年 4 月

会員の募集：している

会員数：52人

会費：あり（3,000円）

市民活動団体ガイドブック ―― 6．文化・芸術

御殿場基礎科学研究会
代表者氏名：佐多 宏太
公開連絡先

氏名：佐多 宏太

主な活動分野：文化・芸術
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：kisoken@kisoken.eess.org

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

制御や数理科学の理論的な基礎研究を行い、地域の文化交流を目的として、有志と活発な議論を
行い学術的な情報発信を行っています。

活動内容

・個々による数理科学に関する基礎研究
・岡田一秀 オセアニア支部長が、PasificAreaLong-lifeMedicalSociety（PALMS）の
会長に就任し、TransactionofPasificAreaLong-lifeMedicalSocietyを発刊
・シンポジウムやワークショップでの講演
・集中講義他

設立時期：2008年10月

会員の募集：自発的な希望者の参加のみ

会員数：21人

会費：なし

御殿場市民踊グループ
代表者氏名：日置 富貴子
公開連絡先

氏名：――

主な活動分野：文化・芸術
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

健康、親睦、伝承、民踊を楽しむ

活動内容

地域での納涼祭行事協力参加
老人施設行事協力
御殿場市芸能のつどい参加

設立時期：1971年 4 月

会員の募集：している

会員数：21人

会費：あり（1,000円／月）
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ごてんばフォトクラブ
主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：趣味・同好会

代表者氏名：齊藤 哲也
公開連絡先

氏名：齊藤 哲也

TEL：0550−84−1301

住所：〒412 ︲ 0045

御殿場市川島田66−19

FAX：0550−84−1301

B−402

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

写真活動を推進し、会員相互の親睦を図り、写真を楽しむ為の技術の向上と表現力の向上を目的
とする。

活動内容

①月に 1 度月例会として会員による勉強会を行う
②役員による企画および会員の要望により撮影会を行う
③ 1 年に 1 度写真展として発表会を行う

設立時期：2000年 4 月

会員の募集：している

会員数：11人

会費：あり（12,000円／年）
れい

ほう

ふ

がく

かい

御殿場霊峰富嶽会
代表者氏名：小川 導男
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：小川 導男
住所：〒412 ︲ 0045

主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：趣味・同好会
TEL：0550−89−1685

FAX：0550−89−1685

御殿場市川島田1158−25

E-mail：――

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

伝統ある芸術文化として親しまれている詩歌や吟詠を大切に継承して「健康寿命」と「活動寿命」
の充実に役立てる。

・毎週ふじざくら又は地区公民館、私宅などで少人数でのレッスンが開かれ交流を深めています。
・地域での文化活動等、積極的に参加協力しています。
・出前講座も受付けています。

設立時期：1972年 2 月

会員の募集：している

会員数：80人

会費：あり

市民活動団体ガイドブック ―― 6．文化・芸術

バーミリオンの会
主な活動分野：文化・芸術

氏名：武田 智子

TEL：0550−89−1991

公開連絡先

代表者氏名：武田 智子

住所：〒412 ︲ 0044

FAX：――

御殿場市杉名沢105

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

絵の勉強会

活動内容

レッスン
グループの絵画展

その他

設立時期：1987年

会員の募集：している

会員数：12人

会費：あり（1,000円／月）

ふ

じ

さん

富士賛会議
代表者氏名：会長

池谷 博文

公開連絡先

氏名：池谷 博文
住所：〒412 ︲ 0046

主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：まちづくり、環境保全・動植物保護
TEL：0550−82−1322

FAX：0550−82−1322

御殿場市東田中553−1

E-mail：m.y.komine2005@ai.tnc.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

・富士山及び富士山周辺の文化・民俗・生活の復興や発展に貢献した先人の歴史的意義の発掘
・富士山の資料収集及び展示に関する事業
・富士山の自然環境に関する事業

活動内容

・平成21年 野中到・千代子夫妻顕彰碑式典及び資料展
・平成22年 雲の博士阿部正直資料展
・平成23年〜25年 二宮金次郎の生涯と業績（平成25年 講談・講演会・資料展）
・平成26年〜28年 富士山噴火と伊奈半左衛門伝承（平成25年 講談・講演会・資料展）

設立時期：2002年 4 月

会員の募集：している

会員数：49人

会費：あり（3,000円／年）
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マウント

フジ

Mt. Fuji 交響楽団
代表者氏名：若林 庸道
公開連絡先

氏名：岡本 ちづる

主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：教育
TEL：090−6399−3776

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

この地域にクラシック音楽の種をまくこと

活動内容

定期演奏会（年 1 回）
地域等からの依頼演奏
楽器体験会 etc.

設立時期：2009年 1 月

会員の募集：している

会員数：45人

会費：あり（2,000円／月（演奏会別））

昔ばなしの会「はなかつみ」
代表者氏名：栗原 真貴子
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：栗原 真貴子

主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：子育て・教育
TEL：0550−83−5667

FAX：0550−83−5667

住所：〒412 ︲ 0043
E-mail：kuriharamakiko@nifty.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

昔ばなしは口で語られ、耳で聞いて伝承されてきました。シンプルでわかりやすい言葉で伝わっ
ています。今、こどもたちへの、語り聞かせ、よみ聞かせが盛んに行われているとき、昔ばなし
本来のシンプルでクリヤーな語り口を守った昔ばなしが必要だと思います。
御殿場に伝わる伝説や昔ばなしを検証して、語りやすい言葉に変えて作り直すこと。それが再話
です。私たちは、再話した昔ばなしを、自費出版しています。第 1 号は御殿場市内の幼稚園、保
育園、小、中学校、図書館、等に配らせていただきました。再話した昔ばなしを小、中学校や、
介護施設で語ることが私たちの目標です。現在 2 号、 3 号と出版計画中です。

月 1 回学習会、内容は、再話する話を検討、検証、聞き取り調査、等。今までの主な活動は第 1
号の出版。通学合宿で、夜寝る前に語り聞かせ。小学校、介護施設、老人会、交流センター「ぷ
らっと」、
「わくわく広場」で語った。

設立時期：2006年 5 月

会員の募集：していない

会員数： 5 人

会費：――

市民活動団体ガイドブック ―― 6．文化・芸術
りゅう せい

隆生書道会
主な活動分野：文化・芸術

氏名：三井 寿苑

TEL：0550−83−2030

公開連絡先

代表者氏名：三井 寿苑

住所：〒412 ︲ 0021

FAX：――

御殿場市二枚橋164−4

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

楽しみの中で書に親しみ、美しく表現できるように勉強していくことを目的としている。

活動内容

月に 2 回程度、ふじざくらを会場とし、書道の作品作りを行っている。
1 回目：19：00〜21：00
2 回目： 9 ：00〜16：00

設立時期：1975年

会員の募集：している

会員数：13人

会費：あり（4,000円／月、2,000円／年）

わか草俳句会
代表者氏名：勝又 昭雄
公開連絡先

氏名：勝又 昭雄
住所：〒412 ︲ 0042

主な活動分野：文化・芸術
その他の活動分野：福祉・健康、子育て・教育
TEL：0550−82−1885

FAX：0550−82−1885

御殿場市萩原126

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

有季定型俳句を愛好する者の集まりとし、お互いの俳句の向上と俳句を通じ相互の親睦を図る。
なお、俳句普及活動を実施、俳句人口の拡大を目指す。

活動内容

定例句会 毎月20日午後 1 時〜市民会館
新年句会 毎年 1 月中旬
吟 行 会 市内 2 ヶ所ほど、市外 1 ヶ所ほど
月見句会 毎年10月
市民会館カルチャー俳句教室

設立時期：1951年 4 月

会員の募集：している

会員数：20人

会費：あり（14,000円／年、集金月 6 月・12月）
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NPO 法人 御殿場市乗馬普及振興センター
代表者氏名：理事長
公開連絡先

氏名：

渡部 眞澄

NPO法人御殿場市
乗馬普及振興センター

住所：〒412 ︲ 0008

主な活動分野：スポーツ
その他の活動分野：福祉・健康
TEL：0550−89−1373

FAX：0550−89−7429

御殿場市印野812

E-mail：――

ホームページ：あり

ブログ：あり

facebook：あり

活動目的

より多くの方に乗馬の楽しさ、馬のやさしさを知ってもらうため活動しています。

活動内容

乗馬体験（学校・保育園・イベント）
職業体験（中学・高校）
乗馬教室

設立時期：2005年 4 月

会員の募集：している

会員数：30人

会費：あり

NPO 法人 御殿場市体育協会
主な活動分野：スポーツ
その他の活動分野：福祉・健康、まちづくり、子育て・教育

代表者氏名：滝口 總光
公開連絡先
活動目的
活動内容
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〈代 表〉滝口 總光
氏名：
〈事務局長〉日比野 和代
住所：〒412 ︲ 0041

TEL：0550−80−5566

FAX：0550−80−5567

御殿場市茱萸沢658−4

E-mail：npo.gtk@theia.ocn.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

御殿場市民及び近隣住民の体育・スポーツの振興を図る事業を行い、競技力の向上及び市民の健
康増進並びにスポーツを合言葉としたまちづくりの推進に資する。

主な事業として①スポーツ大会、講習会等の開催②スポーツの指導・奨励・競技力の向上などの
各種支援③スポーツに関する調査・研究・広報活動④スポーツに関する功労者などの表彰⑤青少
年健全育成のためのイベントの開催などがあります。
また、御殿場市からスポーツ祭や、富士山サマースポーツフェスティバル、静岡県市町対抗駅伝
競走大会、父親ソフトボール大会、スポーツ教室、スポーツ少年団本部の運営なども受託してい
ます。

設立時期：2002年 4 月

会員の募集：している

会員数：正会員99人、会員15,000人

会費：あり（正会員3,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 7．スポーツ

NPO 富士山ごてんばサイクリングプロジェクト
代表者氏名：永井 誠一
公開連絡先

氏名：永井 誠一
住所：〒412 ︲ 0045

主な活動分野：スポーツ
その他の活動分野：福祉・健康、まちづくり、趣味・同好会
TEL：090−3305−3538

FAX：0550−82−0004

御殿場市川島田658

E-mail：fgcpcycling@yahoo.co.jp

ホームページ：あり

ブログ：あり

facebook：あり

活動目的

・自転車イベントを通して地域の活性化
・自転車の安全走行の啓蒙活動
・自転車環境整備の働きかけ
・サイクリングを通して健康維持の提案と実施

活動内容

・毎月、月 1 回、サイクリングや自転車教室、ごみ拾いなど実施しています。
・ 3 月 富士山お花見ファンサイクリング
・ 5 月 親子自転車教室
・ 8 月 富士山一周サイクリング「フジイチ」
・10月 富士山グルメライド

設立時期：2016年 4 月

会員の募集：している

会員数：20人

会費：なし
ごう りゅう かん

沖縄空手道拳法会静岡県支部 剛琉館
代表者氏名：佐藤 哲治
公開連絡先

氏名：佐藤 哲治
住所：〒412 ︲ 0035

主な活動分野：スポーツ
TEL：――

FAX：――

御殿場市中山

E-mail：――

ホームページ：あり

ブログ：あり

facebook：なし

活動目的

空手発祥の地沖縄の伝統空手である剛柔流空手拳法及び棒・サイ等沖縄の古武道の保存と振興を
図るとともに、これらの鍛錬により心身の錬磨と健康増進を図る。

活動内容

毎週木曜日
毎週土曜日

18時30分〜19時30分：市民交流センター（上級者及び大人）
19時00分〜20時00分：富士岡小学校体育館（初心者及び子供）

設立時期：2001年 6 月

会員の募集：している

会員数：30人

会費：あり（1,500円）
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御殿場市グラウンド・ゴルフ協会
代表者氏名：杉﨑 利郎

主な活動分野：スポーツ

公開連絡先

甫

氏名：高野

TEL：0550−84−0266

住所：〒412 ︲ 0042

FAX：0550−84−0266

御殿場市萩原1238−6

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

グラウンド・ゴルフを通じ、会員相互の融和、親睦と技術の習得・向上を図り、もって生涯スポー
ツの振興により健康の維持・増進に寄与する。

活動内容

グラウンド・ゴルフ競技会の開催と対外交流試合への参加
会員の技術の向上及び指導者育成に資する資格取得等のための研修
会員相互の親睦とグラウンド・ゴルフの普及振興に資する講習会等の開催

設立時期：2005年 4 月

会員の募集：している

会員数：421人

会費：あり（700円／年）

スキー協会
代表者氏名：上田 暉朗

主な活動分野：スポーツ

公開連絡先

氏名：上田 暉朗

TEL：

住所：〒412 ︲ 0007

FAX：0550−89−1189

御殿場市永塚299−14

E-mail：temp62679430@ny.thn.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

スキーを通じて、体力・精神力の高揚を図りスポーツ愛好者との友好を図る。

活動内容

基礎スキーの普及及び技術の向上

設立時期：1967年 4 月
会員数：指導員21人
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0550−89−1189
090−7678−9136

現在 4 個クラブ

会員の募集：――
会費：あり（分担会 1 クラブ20,000円）

市民活動団体ガイドブック ―― 7．スポーツ

特定非営利活動法人 御殿場トレーニングセンター
主な活動分野：スポーツ
その他の活動分野：まちづくり、子育て・教育

代表者氏名：芹澤 雅司
公開連絡先

氏名：芹澤 雅司
住所：〒412 ︲ 0027

TEL：0550−88−0670

FAX：0550−88−0670

御殿場市西田中72−1

E-mail：gfanpo@mail.wbs.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

スポーツの振興及び普及を通じて、地域の発展、振興、青少年健全育成に関する事業を行い、もっ
て住民福祉の増進に寄与すること。

活動内容

・サッカースクール及びレディースフットサルスクールの開催及び運営支援
・御殿場市及び小山町内の中学生のサッカー選抜選手の育成、指導
・保育園等への指導者派遣及びキッズサッカー大会の開催、フットサルの普及

設立時期：2000年 4 月

会員の募集：している

会員数：正会員19人、一般会員66人

会費：正会員

マ

オ

ヒ

なし、一般会員

あり

ナ

Maohina
代表者氏名：田内 香織
公開連絡先

氏名：田内 香織

主な活動分野：スポーツ
その他の活動分野：福祉・健康、文化・芸術
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：maohinakt47@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

フラダンスの普及

活動内容

イベント出演、ボランティア

設立時期：2017年 4 月

会員の募集：している

会員数： 8 人

会費：あり（諸経費）
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メケアロハプメハナ フラスタジオ
代表者氏名：牛島 一江
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：湯山 佳余
住所：〒412 ︲ 0026

主な活動分野：スポーツ
TEL：090−4119−9543

FAX：――

御殿場市東田中687−9

E-mail：piihonua0818@yahoo.co.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

フラダンス

地域のイベントへの参加や、ボランティア・慰問活動。

設立時期：1994年

会員の募集：している

会員数：48人

会費：――

市民活動団体ガイドブック ―― 8．国際協力・人権

国際ソロプチミスト御殿場
代表者氏名：福川 佳子（任期 1 年）
公開連絡先

氏名：――

主な活動分野：国際協力・人権
その他の活動分野：福祉・健康、環境保全・動植物保護、子育て・教育、文化・芸術
TEL：――

FAX：――

住所：――
E-mail：――

ホームページ：――

ブログ：――

facebook：――

活動目的

国際親善と理解活動及び友情を通じて
・女性の地位向上
・高い倫理基準
・万人の人権
・平等、開発、平和
を求めて努力することを目的としています。

活動内容

・各団体への支援
・女子学生への教育と支援
・ふれあい広場への参加
・チャリティーコンサート

設立時期：1986年 6 月

会員の募集：――

会員数：22人

会費：――

御殿場市国際交流協会
代表者氏名：土屋 俊光

主な活動分野：国際協力

公開連絡先

氏名：土屋 俊光
住所：〒412 ︲ 8601

TEL：0550−82−4426
御殿場市萩原483

FAX：0550−81−6439

御殿場市役所内

E-mail：gia@mail.wbs.ne.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

市民レベルの国際交流を推進し、地域の国際化を図るとともに、在住外国人との多文化共生を行
う。
諸外国の人々と交流を進め、相互理解と友好親善に努める。
世界平和に貢献する。

活動内容

在住外国人との多文化共生交流活動の推進、国際理解のための講座や研修会の開催、姉妹都市等
交流活動の促進、国際交流に関する情報収集及び提供、国際交流団体との連絡調整等を行ってお
ります。

設立時期：1991年 6 月

会員の募集：している

会員数：184人

会費：あり

（個人・賛助会員 1 口3,000円／学生 1 口1,000円
賛助団体 1 口10,000円）
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ハーモニー 21
代表者氏名：加藤 千恵子
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：加藤 千恵子
住所：〒412 ︲ 0024

主な活動分野：男女共同参画
TEL：0550−83−5056

FAX：0550−83−5056

御殿場市東山1055

E-mail：kchieko@l:lac.ocn.ne.jp

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

男女共同参画によるまちづくり。

定例会のほか講演会や交流会の開催、外部での会議や研修会等に参加。
NL発行（現在休止中）

設立時期：――

会員の募集：している

会員数：10人

会費：あり（2,000円／年）

市民活動団体ガイドブック ―― 10．趣味・同好会
うた おどり

歌踊同好会
代表者氏名：濱口 博之
公開連絡先

氏名：日野原

繁

住所：〒412 ︲ 0045

主な活動分野：趣味・同好会
TEL：0550−83−0773

FAX：――

御殿場市川島田480

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

趣味の向上とボケ防止

活動内容

毎月 1 回集まり、個人が練習している歌や踊りの披露と、会話によるボケ防止に努めている。

設立時期：1976年 4 月

会員の募集：している

会員数：23人

会費：あり（機材使用料200円）
き っ か

御殿場菊花会
代表者氏名：谷口 利一
公開連絡先

氏名：谷口 利一
住所：〒412 ︲ 0033

主な活動分野：趣味・同好会
その他の活動分野：環境保全・動植物保護、子育て・教育、文化・芸術
TEL：0550−87−2795

FAX：――

御殿場市神山1913−218

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

菊栽培の勉強会を通して、会員相互の親睦を図り一人一人の栽培技術の向上を目指し、秋の御殿
場菊花大会に出品する。

活動内容

菊の栽培技術全般を勉強する
会員の指導員による月 1 回の勉強会を開催
大菊の三本立て・だるま・福助・小菊・ドーム菊等
10月末に秩父宮記念公園にて展示会を開催

設立時期：1957年 4 月

会員の募集：している

会員数：25人

会費：あり（3,000円／年）
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つばき

御殿場椿の会「見なおそう御殿場のツバキ」
代表者氏名：松岡 陽子
公開連絡先

氏名：松岡 陽子
住所：〒412 ︲ 0024

主な活動分野：趣味・同好会
その他の活動分野：まちづくり、環境保全・動植物保護
TEL：

090−9133−1224
0550−83−6783

FAX：0550−83−6905

御殿場市東山1082−107

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

椿は御殿場地域に適し、古くは江戸時代より密着した花木として育てられてきました。その歴史
と文化が時代の変化と共になくなっていくのは惜しいことです。御殿場の昔からある懐かしい郷
土の花として、市民の皆様と共に椿を見直し、育てていけることを願って発足しました。

活動内容

・椿展開催 椿の挿し木、鉢替え（植替え）
、剪定等の講習会
・椿の実の採取と油搾り
・椿サミット御殿場大会の準備活動
・市内古木（椿）巡り
・元気わくわくごてんばフェスタ参加
・情報交換会
・研修会 など

設立時期：2012年

会員の募集：している

会員数：45人

会費：あり（入会金1,000円、2,000円／年）

御殿場謡曲会
代表者氏名：――
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：――
住所：〒412 ︲ 0035

主な活動分野：趣味・同好会
TEL：0550−87−0589

FAX：――

御殿場市中山406−8

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

観世流の能の「謡」
「仕舞」をおけいこし、楽しみながら頭の体操、健康維持を目的にしています。

年 1 回は能楽堂で能鑑賞、その他能講演に参加。市の「邦楽の集い」
「富士岡」
「小山」の文化祭
等に参加し、日頃の成果を発表し楽しんでいます。

設立時期：――

会員の募集：している

会員数：10人

会費：あり（3,000円／月）

市民活動団体ガイドブック ―― 10．趣味・同好会
フ ォ ー カ ル

写真クラブ Focal
代表者氏名：――

主な活動分野：趣味・同好会

公開連絡先

氏名：――

TEL：0550−82−1115

FAX：――

住所：――
E-mail：photograph.club.focal@gmail.com

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

モータースポーツの振興と、写真を通じての社会貢献。

活動内容

モータースポーツを中心とした写真撮影。
年に 1 〜 2 回の展示会。

設立時期：――

会員の募集：している

会員数： 5 人

会費：なし

将棋同好会
主な活動分野：趣味・同好会

氏名：中川 鐡一

TEL：090−1864−0456

公開連絡先

代表者氏名：中川 鐡一

住所：〒412 ︲ 0042

FAX：――

御殿場市萩原29−9

E-mail：n123123@nifty.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

将棋ゲーム

活動内容

毎週日曜日

午後〜夜間に「ふじざくら」で対局（出退時間自由）

設立時期：2000年 5 月

会員の募集：している

会員数：12人

会費：あり（1,000円／年）
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市老連ダンス同好会
代表者氏名：岡本 謙治

主な活動分野：趣味・同好会

公開連絡先

氏名：岡本 謙治
住所：〒412 ︲ 0044

TEL：0550−89−8424

FAX：0550−89−8424

御殿場市杉名沢53

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

ダンスを通じて健康維持と親睦を図る

活動内容

ダンスの練習とダンスパーティー

設立時期：1992年 4 月

会員の募集：している

会員数：24人

会費：あり（500円／年）

花のちりめん教室
代表者氏名：田山 和子
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：田山 和子
住所：〒412 ︲ 0023

主な活動分野：趣味・同好会
その他の活動分野：文化・芸術
TEL：0550−84−5233

FAX：0550−84−5233

御殿場市深沢1617−18

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

同じ趣味を持つ人達が一人では出来にくい作業を共有し、脳の活性化を図り、人生楽しく縫い物
をし、長生き出来ますように！

日本古来の和布、ちりめんの布により、小物や袋、つるし飾り等に生まれかわる楽しさを実感す
ることが出来る。江戸時代より、女性の指先から伝わったつるし飾りを作成する。

設立時期：2009年 6 月

会員の募集：している

会員数：20人

会費：あり（2,000円／月）
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北駿写真愛好会
邦良

主な活動分野：趣味・同好会

氏名：林

邦良

TEL：0550−83−6141

公開連絡先

代表者氏名：林

住所：〒412 ︲ 0011

FAX：――

御殿場市古沢58

E-mail：――

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：なし

活動目的

写真を楽しむ

活動内容

毎月第 3 土曜日を中心に例会、写真展の開催
撮影旅行
コンテストへ参加、出品

設立時期：1972年 4 月

会員の募集：している

会員数：19人

会費：あり（13,000円／年）

ら

い

ぶ

羅威舞 ～ 2002
代表者氏名：櫻井 美佳子
公開連絡先

氏名：滝口 美保
住所：〒412 ︲ 0042

主な活動分野：趣味・同好会
その他の活動分野：福祉・健康、スポーツ
TEL：0550−89−0520

FAX：――

御殿場市萩原890−3

E-mail：mihomiwa710@gmail.com

ホームページ：なし

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

一生懸命な自分達のライブ（生きざま）
みてくれた人が感動するようなライブ（ステージ）
苦しみも喜びも分かち合えるライブ（皆 生きている）
このようなコンセプトで楽しくよさこいをしています。

活動内容

御殿場市で行われるイベント。おかみさん市・ふろしき市に出演させていただいたり、ご依頼が
あれば福祉施設などでも演舞させていただいています。
練習は金曜19時から御殿場小学校の体育館で行っています。

設立時期：2002年 4 月

会員の募集：している

会員数：15人

会費：なし
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NPO 法人 市民活動広場ふらっと御殿場
代表者氏名：勝亦 惠美子
公開連絡先

氏名：勝亦 惠美子

主な活動分野：その他
TEL：0550−70−6820

住所：〒412 ︲ 0042 御殿場市萩原988−1

FAX：0550−70−6817

市民交流センター「ふじざくら」内

E-mail：shiminkatsudo@city.gotemba.shizuoka.jp

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：あり

活動目的

市民活動団体・ボランティア団体・非営利活動団体に対して、その活動を推進・支援する事業を
行い、御殿場市や近隣市町の市民活動の活性化を図る。

活動内容

御殿場市民活動支援センターを運営している。具体的には、市民活動相談・NPO相談の応対や、
市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ」
・市民活動に関する講座の開催、助成金情報や
登録団体の事業やイベント・会員募集などの情報発信を行っています。

設立時期：2012年 2 月

会員の募集：している

会員数：23人

会費：あり（ 1 口（500円）以上／年）

日産労連セミナーハウス ゆうらいふ御殿場
代表者氏名：――
公開連絡先
活動目的
活動内容
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氏名：事務局
住所：〒412 ︲ 0001

主な活動分野：その他
その他の活動分野：福祉・健康、まちづくり、環境保全・動植物保護、子育て・教育、文化・芸術
TEL：0550−89−3711

FAX：0550−89−2442

御殿場市水土野259

E-mail：――

ホームページ：あり

ブログ：なし

facebook：なし

会議、研修、宿泊施設

「森づくり自然学校・御殿場」開催協力

設立時期：――

会員の募集：していない

会員数：約18万人

会費：なし

【発行】

御殿場市民活動支援センター

（運営団体）特定非営利活動法人
〒412-0042

市民活動広場ふらっと御殿場

静岡県御殿場市萩原 988-1

市民交流センター（ふじざくら） 市民活動室内

TEL : 0550-70-6820 ／ FAX : 0550-70-6817

E-mail : shiminkatsudo@city.gotemba.shizuoka.jp

コーディネーター配置時間 : 火曜〜日曜 9:00 〜 17:00（月曜不在）

