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持続可能な開発目標（S
エスディージーズ
DGs）は、貧困や不平等・格差、気候変動などの

さまざまな問題を根本的に解決することを目指す、世界共通の17の目標です。

SDGs
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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、市民協働型まちづくりの
拠点として、また市民活動団体に情報提供やNPO法人設立・
運営のサポート等を通して、皆様と持続可能なまちづくりを
行ってまいりました。おかげ様で、本年10月で開設15周年
目を迎えました。

令和２年より御殿場SDGsクラブにも参加し、これからは
企業とコラボレーションすることによって市民活動団体の活
動がより一層活発になることを願いつつ、当センターも積極
的に支援させていただきます。

この「市民活動団体ガイドブック」は御殿場市民活動支援
センター登録団体のうち、掲載可能な団体の活動内容を各分
野にまとめてあります。

この「市民活動団体ガイドブック」をご活用いただき、御
殿場市内の市民活動団体間の情報交換や連携、新規会員を増
やすことにお役立ていただければ幸いです。
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応援します！ あなたの市民活動 �  1

保険・医療・福祉
NPO法人 古民家デイホームたまほ村 �  4�
御殿場市子ども会世話人連合会
御殿場市手話サークル「わらじ友の会」 �  5�
社会福祉法人�武蔵野会 さくら学園
手話サークル�あじさい �  6�
特定非営利活動法人 ヤベツの家
Mallow ～お空の天使を想う会～ �  7�
ボランティア連絡協議会手芸クラブ
認定NPO法人 オレンジティ �  8�
要約筆記サークル�さくらんぼ

社会教育
NPO法人 防衛技術博物館を創る会 �  9�
家庭倫理の会�御殿場市
御殿場菊花会 �  10�
御殿場市図書館ボランティアの会
生涯学習ボランティアセンター �  11�
公益財団法人日本YMCA同盟 東山荘

まちづくり
アークラ大サーカス �  12�
MOA美術館御殿場小山児童作品展実行委員会
音舞 ―おんぶ― �  13�
竈まちづくり推進協議会
御殿場椿の会 �  14�
「見なおそう御殿場のツバキ」�
ブックシェアリングごてんば

観光
NPO 富士山・御殿場ガイド御厨の風 �  15

農山間漁村地域の振興
御殿場の茅文化を守る会 �  16

学術・文化・芸術・スポーツ
NPO法人 御殿場トレーニングセンター �  17�
沖縄空手道拳法会�剛琉館
ケ・カイ・マル�フラ�レフアサークル �  18�
好琴会
古文書を読む会 �  19�
御殿場市五十雀山歩会
御殿場相撲甚句会 �  20�
NPO 御殿場フィルムネットワーク
御殿場霊峰富嶽会 �  21�
茶道表千家�宗沁会
写真クラブFocal �  22�
書道研究�清明社

目 次 �
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スキー協会 �  23�
旅カラオケ歌謡教室
富士賛会議 �  24�
ふじざくらカローリングクラブ
フラハラウ�オ�ウアラニ �  25�
ブールスポーツ御殿場
北駿写真愛好会 �  26�
Maohina（マオヒナ）
みくりやステップの会 �  27�
昔ばなしの会「はなかつみ」
やさしい脳のトレーニング教室 �  28�
わか草俳句会

環境保全・動植物保護
NPO法人 エコハウス御殿場 �  29�
NPO法人 地域活力創造センター
NPO法人 土に還る木森づくりの会 �  30�
NPO法人 富士山ホシガラスの会
地域ねこ活動の会�にゃんくるわんくる �  31�
特定非営利活動法人 ピース＆セーフティ
富士山トンボ池の会 �  32�
富士山自然誌研究会
有機資源リサイクル研究会 �  33

災害救助活動
御殿場小山レスキューサポート �  34�
バイクネットワーク�
災害ボランティアコーディネーター御殿場

地域安全活動
御殿場ラン&ウォークパトロール隊 �  35

国際協力
御殿場市国際交流協会 �  36

子供の健全育成
明るい社会づくり運動御殿場地区協議会 �  37�
市民団体「あそびの広場」
NPO法人まごころ �  38�
まごころ放課後等デイサービス�
ガールスカウト静岡県第33団
ガールスカウト静岡県第34団 �  39�
御殿場HSC親子の会
ボーイスカウト御殿場第6団 �  40�
ボーイスカウト御殿場第8団
Motherese（マザリーズ） �  41

情報化社会の発展
ごてママ（御殿場ママ活情報局） �  42

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は�
活動に関する連絡、助言、援助の活動
特定非営利活動法人 �  43�
市民活動広場ふらっと御殿場

ご案内 �  44
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代表者：北條 竜士
連絡先：御殿場市子ども会世話人連合会 事務局 

TEL 0550−89−5380 FAX 0550−89−5380
住　所：〒412−0042 御殿場市萩原988−1 御殿場市子ども家庭センター内
E-mail：gotenbasikoren@mint.ocn.ne.jp
Web：http://www.gotenba-shikoren.org
設　立：1962年6月　会員の募集：している
会員数：約4,200人（令和4年7月23日現在の児童会員数4,147人）
会　費：120円／児童1名

御殿場市子ども会世話人連合会 �

代表者：芹澤 桂子
連絡先：TEL 0550−88−2537 

FAX 0550−88−2537
住　所：〒412−0041 御殿場市茱萸沢911番地
E-mail：dayhome.tamaho-mura@r8.dion.ne.jp
設　立：2005年12月
会員の募集：していない
会員数：10人
会　費：1,000円／年
SDGs取組目標：③

活動目的
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努めております。

活動内容
地域密着型通所介護事業及びサービス付き高齢者向け住宅を運営。高齢者の生活相談事業を行った
り、サービス付き高齢者向け住宅においては、高齢者の方々の生活支援を行っております。

NPO法人 古民家デイホームたまほ村 �

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しています。

活動内容
10校区67支部相互間の情報交換と連絡調整をしながら、子ども会活
動並びに児童文化発展のための運動と事業を実施しています。また子
ども会運営のために子ども会役員等を対象として研修会を開催し、中・
高校生を対象としたジュニア・リーダーの育成並びに指導も実施して
います。
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活動目的
施設の役割は、利用している障害者・児の方々の安
全、安心、快適な生活を保障することです。同時に
地域にある施設として社会的責任を果たす為に広く
地域貢献活動を行います。

活動内容
月１回施設近隣のゴミ拾い活動を実施。社協で行っ
ている福祉施設協働事業において、備品貸与、講師
派遣等を行っています。また新たに、地元の区へ公
用車（車両）貸し出しを開始し、地域のニーズにお
応えする活動を行っています。

代表者：施設長 小林 俊夫
連絡先：鈴木　浩 

TEL 0550−89−0789 FAX 0550−89−8984
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田1976 さくら学園
E-mail：fc.suzuki@sakura1970.jp
設　立：1968年4月
SDGs取組目標：①③④

社会福祉法人�武蔵野会 さくら学園 �

活動目的
手話学習を通し、聞こえない人、聞こえる人との親睦をはかる。

活動内容
手話学習、及び研修会を開催し、聴覚障害者問題の理解を深める広報活動

代表者：杉山　清
連絡先：FAX 0550−83−6964
設　立：1977年
会員の募集：している
会員数：23人
会　費：1,000円／年
SDGs取組目標：③

御殿場市手話サークル「わらじ友の会」 �
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活動目的　〈私たちの願い〉
障害を持つ人も持たない人も、自分らしい幸福な生活を送るために必要な人間としての権利が与え
られています。障害というその人の存在価値とは関係のないものでその権利を奪われたり、損ねら
れたりしてはならないと思います。私たちの願いは、誰でもその権利が守られ自分の願う場所で、
自分らしい幸福な生活を送ることが保障されている社会です。

活動内容
NPO法人ヤベツの家は、共同生活援助事業所「プレイズホーム」を中心として地域での生活支援
を必要とする知的障害を持つ人等に、その人にとって必要な支援を行い、その能力に応じ、自立し

た日常生活が送れるよう支援します。
その支援活動として共同生活援助事業、障害を持つ人と地域の人との交流
事業、地域福祉に関する社会啓蒙活動事業、生活相談事業、ショートステ
イ事業等を行っています。

代表者・連絡先：篠川 栄一 TEL 0550−89−9179 FAX 0550−89−9179
住　所：〒412−0021 御殿場市二枚橋349−10
E-mail：yabetu@office.tnc.ne.jp
Web：https://fields.canpan.info/organization/detail/1234807798
設　立：2006年10月　会員の募集：している　会員数：18人
会　費：3,000円／年　SDGs取組目標：③

特定非営利活動法人 ヤベツの家 �

活動目的
耳の聞こえない人（ろう者）と聞こえる人が“共に歩む”
サークルを目指しています。
聞こえないことへの理解が深まり、ろう者が暮らしやすい
社会ができることを願いつつ活動を続けています。

活動内容
手話学習はもちろん、ゲームや手芸・工作、お花見、ブルー
ベリー狩り……など楽しく交流しています。過去には、救
命救急講習や国立駿河療養所見学、防災・詐欺講座など、
社会勉強にもなる硬派な行事も。ご興味のある方、ぜひ見
学にいらしてください。
◦活動日：毎週月曜日（第１週・祝日を除く）�

午前10：30～12：00�
ボランティアビューローにて

代表者・連絡先：佐藤 ふさ江 FAX 0550−82−7766
設　立：1994年6月　会員の募集：している　会員数：30人
会　費：100円／年（2022年度）　SDGs取組目標：③

ブルーベリー狩り

秩父宮記念公園

手話サークル�あじさい �
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活動目的
流産・人工流産（中絶）・死産・新生児死などで我が子を失ってしまった方々が集まれる、繋がる
きっかけづくりとなる機会と場所の提供。「辛い思いをしている人を一人にしないで、周囲の人たち
で支え合える」そんな活動を次世代に繋いでいき、社会全体で変革していけたらと思っています。
また、このようなグループを閉鎖的なイメージではなく、多
くの人にも活動を知ってもらい、人々が繋がることで支え合
いの輪を広げる目的。

活動内容
◦定期的なお話会の開催（２か月に１度、ハイブリット形式）　◦個別相談（公式LINE、Instagram、
メール）　◦広報活動（Mallowカードの設置と配布、岳麓新聞、広報ごてんば、御殿場市市民活動
支援センター）　◦死産届とのリンク（市民課）　◦保健師さん対象のグリーフケア勉強会の開催
◦静岡県東部の行政との連携、医療機関との連携、グリーフケアサポーター育成

活動目的
ボランティアを始めるきっかけ作りにしてほしい。「昼間
一人でいることが多いので、気が付いたら最近おしゃべ
りとかしてないな、社会から孤立しているかな。」「何か
あった時に気軽に相談できる人がいると安心なのだけど。」
など日頃から感じている方に参加してほしいです。

活動内容
毎月第2金曜日10時から14時の間で自由。ボランティ
アビューローで活動。手芸小物を作りながらおしゃべり
しています。作品はふれあい広場の時に販売し、売り上
げの一部を寄付します。得意なものを自由に作ったり、
教えてもらうこともできます。

代表者：小宮山 なほみ
連絡先：社会福祉協議会 

TEL 0550−70−6801 FAX 0550−89−5501
E-mail：csw-gotem@po2.across.or.jp
設　立：2010年　会員の募集：している　会員数：9人
SDGs取組目標：③

ボランティア連絡協議会手芸クラブ �

Mallow ～お空の天使を想う会～ �
Web Facebook

代表者・連絡先：永井　綾 TEL 080−5030−6078
E-mail：mallow.griefcare@gmail.com
Web：https://mallow2021.amebaownd.com
Facebook：ID検索 @016vehui
設　立：2021年2月　会員の募集：している　会員数：6人
会　費：1,000円／1口 　SDGs取組目標：③
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活動目的
聞こえに不自由を感じていませんか。中途失聴・難聴者、
聞こえの不自由な方に、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。

活動内容
毎月第２土曜日午後、ボランティアビューローにて例会・
交流会を行っています。また、年に２～３回、ボランティ
アビューローで「聞こえの相談室」を開催しています。
補聴器の事、きこえで困っていることなど、話しにきて
ください。

代表者：井上 晶子
連絡先：TEL 0550−87−3834 FAX 0550−87−3834
住　所：〒412−0035 御殿場市中山44−7
E-mail：akko3834@gmail.com
設　立：1997年3月　会員の募集：している　会員数：12人
会　費：1,000円／年　SDGs取組目標：③④

きこえの相談室

要約筆記を利用した講演会

要約筆記サークル�さくらんぼ �

認定NPO法人 オレンジティ �
活動目的
私たちは女性でがんを経験した方や家族、支援者のための自助グルー
プです。女性ががんになった後もその人らしく暮らしていけるよう
にサポートすることが目的です。治療のことだけでなく、生活のこ
と、仕事のこと、家族のこと、未来のことなどをお互いの経験を話
し合うことで、サポートし合っています。～オレンジティはあなた
の描くライフデザインを応援します～

活動内容
経験者等が自身の経験を語り合う「わかちあいのミーティング」が
主な活動です。現在はオンライン（ZOOMミーティング）を活用し
て全国どこからでも、入院中でもご参加できるようプログラムを作っ
ています。年４回の勉強会（リンパ浮腫、里親養子縁組支援、ヨガ
等）や、会報誌の発行も行っています。お気軽にご参加ください。

代表者：河村 裕美　連絡先：矢後 綾子 TEL 090−7434−2002 FAX 0550−76−5491
住　所：〒413−8799 熱海郵便局私書箱32号　E-mail：ot@--tea.org
Web：http://o-tea.org　Facebook：https://www.facebook.com/orangetea2002/
設　立：2002年1月　会員の募集：している　会員数：450人
SDGs取組目標：③⑤⑧⑰

Web Facebook
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活動目的
実行によって直ちに正しさが証明できる生活法則である純粋倫
理を基底に、和やかな家庭づくりを推進し共尊共生の精神に則っ
た生き方を目指す人々の輪を拡げて地域社会の発展と、美しく
平和な世界作りに貢献することを目的とした団体です。

活動内容
朝型の生活習慣を身につけ日常生活をより良くするヒントを学
ぶおはよう倫理塾。安心な子育てができるように子育てセミ
ナー。学・遊び・しつけを三本柱に、さまざまなレクリエーショ
ンを通して、子供の情操教育に取り組む子供倫理塾。地域の行
事の参加や清掃活動。

代表者：中澤 ひろ子
連絡先：TEL 0550−83−3916 FAX 0550−83−3916
住　所：〒412−0004 御殿場市北久原506の3
Blog：https://rinri-gotemba.hatenablog.com/
Twitter：家庭倫理の会御殿場市 @Rinri_Gotemba
設　立：1978年頃　会員の募集：している　会員数：753人
会　費：500円／月、6,000円／年　SDGs取組目標：②③⑬

家庭倫理の会�御殿場市 �

活動目的
戦車は昔も今も自動車以上にその国の工業レベルを映す鏡といっ
てよい先端技術の塊です。我が国では今から約90年前の昭和２
年に国産初の試製一号戦車が御殿場駅から現在の板妻駐屯地まで
を初走行しました。しかし自衛隊の使用済み戦車は全て溶鉱炉に
送られてしまいます。私たちは貴重な技術遺産である戦車を御殿
場に保存する為の博物館を創るための活動を行っています。

活動内容
東富士演習場で開催される富士総合火力演習に合わせたイベント
や、海外に流出してしまった旧日本軍の戦車の里帰り事業など、
博物館に展示するための資料や装備品の収集を行っています。

NPO法人 防衛技術博物館を創る会 �

くろがね四起

社長の小部屋

純粋倫理基礎講座

子育てセミナー

おはよう倫理塾

建設候補地イベント集合写真
代表者・連絡先：小林 雅彦 TEL 0550−82−2854 FAX 0550−84−0917
住　所：〒412−0039 御殿場市かまど717−6
E-mail：tank@k-m-d.co.jp　Web：http://www.tank-museum-japan.com
Facebook：検索ワード NPO法人防衛技術博物館を創る会
Twitter：https://twitter.com/tankmuseum_jp
設　立：2011年12月　会員の募集：している　会員数：約700人
会　費：3,000円／年、入会金2,000円　SDGs取組目標：④

Web

Blog

Facebook

Twitter

Twitter
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活動目的
私たちは子どもの読書にかかわるボランティアの
活動をしております。子どもたちが本と出会いそ
の楽しさを知る場としての読み聞かせやおはなし
の会を開催しております。

活動内容
毎週土曜日には図書館のおはなし広場にておはな
しの会を開催しています。
ブックスタートでの絵本の手渡しのお手伝いや、
市内の小学校・保育園・幼稚園、さらに、高齢者
施設・特別支援学校に訪問し、読み聞かせを行っ
ております。

代表者：鈴木 治子
連絡先：御殿場市立図書館 TEL 0550−82−0391
住　所：〒412−0042 御殿場市萩原580の2
設　立：1996年7月　会員の募集：している　会員数：55人
会　費：500円／年　SDGs取組目標：④

御殿場市図書館ボランティアの会 �

活動目的
御殿場菊花会会員が栽培した菊の花を、秩父宮公園
にて展示会を行います。御殿場市民をはじめ多くの
方に鑑賞していただき、菊の花の素晴らしさや菊栽
培の楽しさに気付いてもらう。また、会員各自の今
後の栽培の参考とします。

活動内容
４月の挿し芽から始まり苗の生長に沿って、毎月１
回の間隔で菊栽培の勉強会を開催。開花前10月ま
でに７回行います。大菊ばかりではなく、小菊・ス
プレー菊・ドーム菊などいろいろな種類の菊の栽培
に挑戦しています。菊花会会員が指導員となり初心
者ばかりでなく会員全員で勉強会に参加し、栽培技
能の向上を目指しています。

代表者・連絡先：鈴木 重利 TEL 0550−76−2790
住　所：〒410−1313 駿東郡小山町竹之下234
設　立：1957年　会員の募集：している　会員数：14人
会　費：3,000円／年　SDGs取組目標：④⑫

御殿場菊花会 �
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活動目的
YMCAは世界120の国と地域で活動しているNGO団体です。日本
国内では「みつかる、つながる、よくなっていく」をスローガンに
地域の人々のニーズに合わせたプログラムを提供しており、どなた
でも利用できる宿泊施設です。

活動内容
豊かな自然とふれあう拠点として、観光や合宿、会議などにご利用
いただいております。会議室や体育館は日帰りでもご利用いただけ
ます。地元産の食材を使用した豊富なメニューもありますので子育
てサークルや子ども会、地域のイベントにもご活用いただいており
ます。

代表者・連絡先：森田 義彦 TEL 0550−83−1133 FAX 0550−83−1138
住　所：〒412−0024 静岡県御殿場市東山1052
E-mail：tozanso@japanymca.org
Web：https://www.ymcajapan.org/tozanso/
Facebook：https://www.facebook.com/ymcatozanso/
設　立：1915年7月　会員の募集：していない
SDGs取組目標：①③④⑤⑦⑩⑫⑬⑮

公益財団法人日本YMCA同盟 東山荘 �

活動目的
子供から大人まで何歳になっても、自分で学びみんな
と学びみんなから学びあえる生涯学習のまちづくりを
目指しています。また自主的な学習リーダーとなる人
材の養成にも努めています。

活動内容
しずおか県民カレッジの連携講座として
「ひろがり学習塾」を開講しています。ス
ポーツ、芸術、学習、手芸、邦楽、歌謡、
華道、着付け等気軽な受講料でどなたで
も参加できる生涯学習の場です。

代表者：会長 瀬戸 正子
連絡先：TEL 0550−82−0339 FAX 0550−81−0370
住　所：〒412−8601 御殿場市教育委員会 社会教育課内 

「生涯学習ボランティアセンター事務局」
Facebook：検索名 ひろがり学習塾in御殿場
設　立：1993年4月　会員の募集：している　会員数：18人
SDGs取組目標：②⑥

生涯学習ボランティアセンター �

Web Facebook
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活動目的
子どもたちが自然・環境、社会、他者との関わりを通して、興味や関心をもったことを、感性を働
かせながら絵画や書写によって表現することで、情操を養い、自己肯定感を高めること。また優れ
た美術品、芸術を鑑賞することで、豊かな心が育っていくことを目的に開催しています。

活動内容
御殿場市、小山町及び、同教育委員会のご後援をいただき、市内、
町内の全小学校の児童を対象に、夏休み期間の課題としてテーマ
は自由に、絵画、書写の作品を募集します。集まった作品の審査、
展示会（樹空の森）と、ご理解ある医療施設、老人ホームなどの
移動展示を開催しております。毎年実行委員会が組織され、ご協
力いただける個人、団体のボランティアと共に、美育のコミュニ
ケーションの輪が広がっております。

代表者：長房　浩　連絡先：藤井　彰 TEL 080−3657−5616
住　所：〒412−0035 御殿場市中山631−104
E-mail：a-fujii@yahoo.ne.jp
Web：https://acegn.moaart.or.jp
設　立：1993年6月　会員の募集：している　会員数：10人
SDGs取組目標：④

MOA美術館御殿場小山児童作品展実行委員会 �

活動目的
「全国のアーティスト、作家さんを応援したい」「御殿
場にアート、文化を根付かせたい」そして、「自分たち
も御殿場ライフを楽しみたい」という思いで活動して
います。

活動内容
年に１回（２日間）青少年交流の家にて、
全国から公募したアーティスト、作家さん
に来ていただきクラフトフェアを企画、運
営、開催しています。

代表者：長尾 隆行
連絡先：TEL 0550−70−6660
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田1706−6
E-mail：info@haptichouse.com
Web：www.アークラ大サーカス.com
Instagram：https://www.instagram.com/artcraftcircus/
設　立：2009年8月　会員の募集：していない　会員数：17人
SDGs取組目標：④⑪⑫

アークラ大サーカス �
Web Instagram
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活動目的
①竈区にある豊かな自然環境の中で、生きている希少動植物を知ってもら
い、保全活動を通じて「もちやまの里」を区民の憩いの場所とする。
②竈の由来となった鎌倉時代・その後、竈の開祖、奥住さま・二宮尊徳と
小林平兵衛さん等の歴史を検証し、わかり易い形で次の世代に繋げる。

活動内容
◦もちやまの里ウォーキングルートの定期的な草刈り、休耕地の落葉樹へ
の転換や休耕田の活用を通じ里山を維持していく。ホタル復活適地を探
し、現在三か所で再生を果たした。
◦昨年から研究会を発足させ、関連資料を集め、数回にわたり勉強会をし
ている。

代表者：榑林　博
連絡先：勝又 長

なが

生
み

 TEL 0550−82−6754 FAX 0550−82−6754
住　所：〒412−0039 御殿場市竈1190−1 竈区公民館内 

（TEL 0550−83−6822　E-mail kamado0152@yahoo.co.jp）
E-mail：nagami@ka.tnc.ne.jp　YouTube：チャンネル名「もちやまチャンネル」
設　立：2018年2月　会員の募集：している　会員数：47人
SDGs取組目標：②⑬⑭⑮

竈まちづくり推進協議会 �

活動目的
地域活性化

活動内容
御殿場市のPR活動をダンスで盛り上げる

代表者：矢巻 清一
連絡先：TEL 080−4795−2194
E-mail：Zoom.652@gmail.com
会員の募集：している
会員数：3人

音舞 ―おんぶ― �

新しいもちやまに現れたやまユリ

遊び足りないと帰る幼稚園児たち

休耕田の草刈り
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活動目的
まだきれいで読める絵本が、資源ゴミとしてリサイクルさ
せてしまうのがもったいなくて、絵本のリサイクルボック
スを作りました。その本をきれいにして、市内のあちこち
に子ども達が気軽に手に取れる絵本コーナーを作り、再活
用できる場を増やすことが目的です。

活動内容
市立図書館、富士岡分館、子ども家庭センター、エコハウ
スにリサイクルボックスを置き、幼児・児童向け絵本・童
話の回収をしています。様々な事業所、銀行、喫茶店、美
容院、薬局、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、
老人福祉施設等に絵本を無償で配布しています。イベント
では、読み聞かせや、ブックカバーを使ったバッグや、ジ
グソーパズル作りなどのワークショップもしています。

代表者・連絡先：芹沢 則子 TEL 090−8951−4314
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田1585
会員の募集：していない　会員数：4人プラスα
SDGs取組目標：③④⑤⑫⑬

ブックシェアリングごてんば �

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

代表者：松岡 陽子
連絡先：TEL 090−9133−1224 0550−83−6783 FAX 0550−83−6905
住　所：〒412−0024 御殿場市東山1082−107
設　立：2012年　会員の募集：している　会員数：45人
会　費：2,000円／年、入会金1,000円　SDGs取組目標：⑮

御殿場椿の会「見なおそう御殿場のツバキ」 �
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活動目的
富士山、御殿場の自然、歴史、名所を案内し、その魅力を
知っていただきます。

活動内容
富士山幻の滝、御殿場五合目ハイキング、西臼塚
の紅ハイキングなどを計画しご案内しています。
御殿場市内の名所、史跡、旧街道を歩いてご案内
しています。市民講座を開催し、その歴史、自然
を知っていただいています。富士山や市内での活
動の時は、清掃活動を行なっています。

代表者：御宿 和実
連絡先：TEL 0550−87−5476 FAX 0550−87−5476
住　所：〒412−0033 御殿場市神山1660−78
E-mail：misyuku24@rx.tnc.ne.jp
Blog：https://mikuriya2022.livedoor.blog/
設　立：2008年5月　会員の募集：している　会員数：26人
会　費：正会員2,000円、サポート会員1,000円／年
SDGs取組目標：④⑭⑮

NPO 富士山・御殿場ガイド御厨の風 �



農山間漁村地域の振興
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活動目的
茅葺き屋根の材料となるススキやヨシ。現在、その材料がまとまって収穫出
来る場所は限られており『東の富士』『西の阿蘇』と言われ全国でも貴重な�
茅場となっています。全国の茅葺き職人の間では有名な御殿場の茅ですが、
御殿場の市民はと言うと……。まだ大半の人に知られていない為、広報活動
を通じて広めたい。

活動内容
イベント等へ参加し、茅葺きのティピテントを作り、
茅の魅力を伝えたいと思う。

代表者：峯　正也
連絡先：TEL 090−5784−1084
住　所：〒412−0004 御殿場市北久原37−9
E-mail：Leeharuharu20000@gmail.com
設　立：2022年4月
会員の募集：している
会員数：3人
SDGs取組目標：③④

御殿場の茅文化を守る会 �
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活動目的
空手発祥の地沖縄の剛柔流空手拳法・古武道の
技術継承。

活動内容
空手発祥の地沖縄の剛柔流空手拳法・古武道を
稽古しています。
毎週土曜日19：00～富士岡小学校体育館で稽
古しています。

代表者：佐藤 哲治
設　立：1992年6月
会員の募集：している
会員数：15人
SDGs取組目標：⑰

沖縄空手道拳法会�剛琉館 �

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を目的としています。

活動内容
サッカーやフットサルを通して、スポーツの導入や体力向上及び健
康増進を図り、市民交流の場の提供及び選手育成活動を行っていま
す。事業は、小学生のサッカースクール及びレディースフットサル
スクール、保育園への指導者派遣、キッズサッカー大会の開催を行
い、また、御殿場市及び小山町内の中学生のサッカー技術や能力の
向上を図り、中学校部活動を支援し当地域のレベルアップに繋げ、
青少年の心身の健全な育成を図っています。あらゆる年代への運動
機会提供の場として会場提供も行っています。

代表者・連絡先：芹澤 雅司 TEL 0550−88−0670 FAX 0550−88−0670
住　所：〒412−0027 御殿場市西田中72−1
E-mail：gfanpo@mail.wbs.ne.jp　Web：http://gfagtc.com
設　立：2000年4月　会員の募集：している
会員数：正会員18人、一般会員54人　会　費：正会員なし、一般会員あり
SDGs取組目標：③④⑤⑬⑰

NPO法人 御殿場トレーニングセンター �

キッズサッカー大会

小学生サッカースクール
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活動目的
邦楽を楽しんでいる団体です。
より多く邦楽を解って頂き、身近に感じて頂き
たいと思っております。

活動内容
学校（音楽の時間）に訪問して琴などをさわっ
て頂いたり、聴いて頂いたりしています。
◦老人ホームに訪問
◦市の文化祭（邦楽のつどい）
◦市のカルチャー教室開講

代表者：清水 道子
連絡先：事務局 渡辺 悦子 TEL 0550−83−8341 

FAX 0550−83−8341
住　所：〒412−0021 御殿場市二枚橋258
設　立：1960年4月
会員の募集：している　会員数：50人
会　費：一般500円、名取2,000円／年
SDGs取組目標：③④

好琴会 �

活動目的
心地よいハワイアンミュージックに乗せて体を動か
し、日頃の運動不足解消やストレス解消、そして踊
りを覚えることで脳に少しの刺激を与えながら、サー
クル仲間との交流を図ることを目的としています。

活動内容
毎回のレッスンでは、簡単なストレッチ体操の後、
ベーシックと呼ばれるフラダンスの基本ステップを
繰り返し練習し、曲の振付を覚えていきます。習っ
た曲を市民芸術祭や市内で行われる行事やボラン
ティアに参加し、披露しています。

代表者：佐藤 麻紀
連絡先：TEL 0550−82−6659 FAX 0550−82−6659
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田236−51
E-mail：ii_ttoo_makimaki@icloud.com
設　立：2009年4月　会員の募集：している
会員数：14人　会　費：3,000円／月
SDGs取組目標：③④⑤

ケ・カイ・マル�フラ�レフアサークル �
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活動目的
生涯学習の一環として、毎月２回の県内外の山々や名所・旧跡・ウォーキン
グコースなどを歩きます。会の憲章は「人生は五十から、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）会員の皆さまは、其々に見
合ったコースに元気で参加し、友好と屋外での活動を楽しんでいます。

活動内容
会誌の発行、富士山緑化運動、会員・役員への研修
毎月２回、年間20回程度の日帰り山行（さんこう）と、年１回１泊山行が
あります。おおむね50歳以上の男女が入会できます。
現在は年間を通じて新規会員を募集しています。
尚、山行はバス・電車を利用して行くコース、或いは徒歩で行くコースがあ
ります。又コースは、Ａ・Ｂ・Ｃコースに分けて参加をしていただいており
ます。

御殿場市五十雀山歩会 �

活動目的
古文書に興味のある市民とともに学びながら古文書の解読お
よび研究能力の向上を図り、併せて、郷土史に対する理解を
深めるとともに図書館活動に寄与することを目的としていま
す。

活動内容
毎月２回、第２、４水曜日、午後１時30分から、市立図書
館２階会議室で月例会を開いています。現在は、地元に残る
江戸後期の文献、『御殿場旧古記』をテキスト
にして、当時の「御厨」の様子を勉強してい
ます。また、毎秋、市内に残る石碑や句碑な
ど、視察研修をしています。

代表者・連絡先：杉山 敏雄 TEL 0550−70−9730
住　所：〒412−0041 御殿場市茱萸沢24−1−202
設　立：1985年　会員の募集：している
会員数：12人　会　費：5,000円／年
SDGs取組目標：④

古文書を読む会 �

御殿場旧古記 表紙

月例会

御殿場旧古記 本文

代表者：会長 植村 隼夫
連絡先：事務局長 長田 邦久 TEL・FAX 0550−84−0299 携帯 090−7604−6075
住　所：〒412−0043 御殿場市新橋1289−622
設　立：1991年1月　会員の募集：している　会員数：201人
会　費：4,000円／年＋新規会員のみ1,000円　SDGs取組目標：③⑮
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活動目的
御殿場市は映画やTVドラマがたくさん撮影されている日本有
数のロケ地です。撮影に参加していただくエキストラの募集や、
ロケ地探しなどの支援活動をおこなっている団体です。

活動内容
映画やTVドラマの撮影に参加していただくエキストラを募集
しています→ホームページからメールマガジンに登録してくだ
さい（無料登録メルマガ会員＝御殿場フィルムサポーターです）。
制作会社から依頼があれば、エキストラ募集のメールマガジン
を配信してお知らせしますので、参加可能な方はそのつど申し
込んでください。団体運営など踏み込んだ活動をしていただく
方は、年会費をお支払いいただく有料会員として募集していま
すので、お問合せください。

代表者：横山 眞澄美　連絡先：勝間田 太郎 TEL 080−4180−6151
住　所：〒412−0036 御殿場市萩蕪62−1
E-mail：mail@gotembafilm.net　Web：http://gotembafilm.net/
設　立：2017年4月　会員の募集：している
会員数：1,700人（メルマガ会員）　会　費：10,000円／年（有料会員のみ）

NPO 御殿場フィルムネットワーク �

活動目的
伝統芸能である相撲甚句を多くの人達に継承するため、
御殿場芸能のつどい、民謡連盟発表会、その他福祉施
設などへの訪問公演を実施する。

活動内容
各イベントに参加するために、月２回（毎第２、第４
土曜日）午後７時より市民交流センターふじざくらで
楽しく稽古をしています。

代表者：中澤 久治
連絡先：栗原 富夫 

TEL 080−5152−5667 FAX 0550−83−5667
住　所：〒412−0043 御殿場市新橋259−1
E-mail：tomio.1030@gmail.com
設　立：2006年4月
会員の募集：している
会員数：9人
会　費：3,000円／月

御殿場相撲甚句会 �
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活動目的
一服のお茶と共に一期一会やおもてなしという言葉を生んだ茶道の精神が、携
わる全ての人の心に染み込むことを目標に活動しています。

活動内容
2004年宗沁会として初の茶会を開催。以後、各種施設や地域の文化祭等でボ
ランティアを中心に活動しています。2007年から子供茶道教室によるチャリ

ティ茶会を開始。チャリティ茶会はおもてなし
を実践する事で茶道の心を体感し、その収益を
ラオスの学生への修学支援とすることで、SDGs
などの社会的課題を身近に感じ世界へ視野を広
げる切っ掛けになって欲しいと思い開催してい
ます。お茶を楽しむ仲間は常に募集中です。

茶道表千家�宗沁会 �

活動目的
御殿場市及び小山町も含め活動している詩吟の会です。伝統文化としての古今の詩歌を幅広く研鑽
し、吟道の普及向上を大切に継承しながら、特に昨今は会員の高齢化を背景に「健康寿命」と「活
動寿命」の充実に役立てることを目的に活動しています。

活動内容
現在60名余の会員が、市内各地区及び交流センターふじざくらで、
レッスンを週ごとに開き、交流を深めています。年間を通じて、各種
の吟詠講習会・昇格審査・地区、全国吟道大会への参加、親睦吟行会
等を開催し参加できます。特に、市文化協会「芸能のつどい」は毎年
参加し、各地区のイベントへの出演・出前講座の受付など、積極的に
参加しています。詩吟は古今の名詩を幅広く研鑽し、正しい姿勢・力
強く深い腹式呼吸、発声に精進し、生涯教育の一環として自ら調和の
とれた人格形成と健康維持・増進に役だてるべく日頃励んでいます。ぜひ大きな声で楽しく詠って
みませんか。“吟じ終わりて清風起こる・一吟天地の心”会員募集―青少年の方も大歓迎です。

御殿場霊峰富嶽会 �

代表者・連絡先：小川 導男（岳愉） TEL 0550−89−1685 FAX 0550−89−1685
住　所：〒412−0042 御殿場市萩原9881−1 市民交流センター「ふじざくら」内
E-mail：ukag09od@guitar.ocn.ne.jp　Web：http://www.gakufukai.or.jp（日本詩吟学院）
設　立：1972年2月　会員の募集：している　会員数：65人　会　費：3,000円／年、月謝2,800円
SDGs取組目標：④

代表者・連絡先：野木 美津子 TEL 0550−89−6955 FAX 0550−89−6955
住　所：〒412−0006 御殿場市中畑1622−5
E-mail：sadou.sousinkai@gmail.com
Facebook：@sadou.sousinkai（検索ワード 茶道教室宗沁会）
設　立：2004年1月　会員の募集：している　会員数：11人
SDGs取組目標：④
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活動目的
書道の勉強

活動内容
書道を通じて日本の文化を学び、書道技
術の向上を目指しています。お稽古は月
に１回で、小さい作品から大きい作品ま
で様々な作品を書いています。書道を一
緒に勉強しましょう。

代表者：髙野 清玄
連絡先：TEL 090−2156−6000 FAX 0471−29−9455
住　所：〒412−0042 御殿場市萩原1549−48
E-mail：se1gen2ki3sho@docomo.ne.jp
設　立：2020年4月　会員の募集：している 会員数：13人
会　費：6,000円／月　SDGs取組目標：④

書道研究�清明社 �

活動目的
写真を通してモータースポーツの魅力を伝え、モータースポーツ撮影の楽しさを伝えたい。

活動内容
メンバーによる作品展開催、プロカメラマンの指導による
メディアカメラマン体験（参加条件あり）、メンバー同士に
よる知識や技術の教えあいなど、和気あいあいと活動して
います。

代表者：長田 邦宏
連絡先：TEL 090−4265−9723
住　所：〒412−0042 御殿場市萩原159
E-mail：5150kuni@rock.email.ne.jp
Web：https://focal.photo/
Facebook：https://www.facebook.com/PhotographClubFocal
設　立：2007年
会員の募集：している
会員数：10人
会　費：なし（ただし、活動費は各自実費）
SDGs取組目標：④

写真クラブFocal �
Web Facebook
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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
効果追求享受しつつ、健康寿命の延伸（当県当市ではお達者度
向上）への寄与と、病院・介護施設・サロン等への慰問訪問や
公共・公的機関の事業・催事への協力・支援に応える。
例：ごてんば市民芸術祭「歌謡のつどい」実行・運営。マック
スバリュ㈱の社会貢献認証団体他

活動内容
門下生への指導は未知の歌を、正しく・易しく・楽しく習得。ゆっくり上達（習熟）を目標に「歌
詞・音響・譜面」（詞・音・譜）を基本（ビデオカラオケは詞・メロ・記号が流れ去り、解釈・吟味
不能な過ホゴオケであり絶対に使用しない）、腹式呼吸法・発声法等、認知症・体幹強化・ストレス
解消・口腔ケアを実践。厚労省健康寿命延伸アワードノミネート団体、駿河療養所将来構想委員

代表者：巢瀬 武士
連絡先：TEL 0550−89−3942 FAX 0550−89−3942
住　所：〒412−0006 御殿場市中畑1590−14
設　立：1980年11月　会員の募集：していない　会員数：40人
会　費：なし（ただし、教材費・会場費・機材費など単位教室負担あり）　SDGs取組目標：③④

旅カラオケ歌謡教室 �

活動目的
スキーを楽しみながら、体力および精神面の高揚も図り友好を深めます。

活動内容
１、基礎スキー教室　２、年末年始スキーツアー　３、春
スキーツアー　４、市民スポーツ祭（冬季市民大会スキー・
スノーボード）　５、選手権大会（スキー・スノーボード）

代表者：上田 暉朗
連絡先：TEL 090−7678−9136 

 0550−89−1189 
FAX 0550−89−1189

住　所：〒412−0007 御殿場市永塚299−14
E-mail：temp62679430@ny.thn.ne.jp
設　立：1967年4月
会員の募集：している
会員数：3個クラブ
会　費：1クラブ20,000円／年

スキー協会 �
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活動目的
年齢や体力、障害の有無に関係なく、誰でも気軽に出
来るカローリングを「楽しく元気に」を合言葉に、一
緒に競技することで健康寿命を延ばし、生きがい作り、
仲間作りに貢献することを目的に活動しています。

活動内容
月２回程度、市民交流センター「ふじざくら」や市民
体育館で練習しています。またサークルの親睦大会と
して「富士山カップ」大会を開催する他、年２回、腕
試しに県大会に出場し、他市町の皆さんと交流し、親
睦を深めています。

代表者：岡田 行一
連絡先：TEL 0550−87−3052 FAX 0550−87−3052
住　所：〒412−0033 御殿場市神山1925−1823
E-mail：okada5151@ab.thn.ne.jp
設　立：2019年9月　会員の募集：している
会員数：35人　会　費：1回100円・200円
SDGs取組目標：③

ふじざくらカローリングクラブ �

活動目的
◦富士山および御殿場とその周辺の歴史・文化・民俗・生活の
復興や発展に貢献した先人の業績や意義などの発掘
◦富士山の資料収集およ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【実績】
◦賀川豊彦の高根地方における農業復興に関する業績顕彰
◦野中到・千代子夫妻顕彰碑建立と業績資料展
◦雲の博士阿部正直資料展
◦二宮尊徳の生涯と業績顕彰
◦富士山噴火と伊奈半左衛門に関する伝承と業績顕彰
◦夷屋・藤方藤吉の御厨災害復興に関する業績顕彰
◦二岡神社の歴史勉強　など。

代表者・連絡先：池谷 博文 TEL 0550−82−1322 FAX 0550−82−1322
住　所：〒412−0026 御殿場市東田中553−1
E-mail：yyukawa1003@jcom.zaq.ne.jp　Web：http://www.fujisankaigi.jp/
設　立：2000年　会員の募集：している　会員数：45人
会　費：3,000円／年　SDGs取組目標：①②③④⑧⑩⑫

富士賛会議 �

野中到・千代子顕彰碑清掃活動（2019年）野中到・千代子顕彰碑清掃活動（2019年）

二岡神社を訪ねる（2018年）二岡神社を訪ねる（2018年）

伊奈神社を訪ねる（2015年）伊奈神社を訪ねる（2015年）
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活動目的
御殿場市から世界へを合言葉に、世界最古の球技スポール
ブールの普及、強化活動を目的にしております。フランス
発・世界最古の球技スポールブール日本代表を目指しませ
んか？
もちろん生涯スポーツとして楽しめます。

活動内容
当クラブは日本国内におけるスポールブールの普及、そし
て競技のさらなる価値向上を目的として2020年に設立さ
れました。また日本代表、さらにはオリンピック選手を目
指すためのクラブとして、あるいは日頃のちょっとしたエ
クササイズ、生涯スポーツとしてスポールブールを楽しみ
たい方々のための環境を整えたクラブとなっています。

代表者・連絡先：林　想
住　所：御殿場市内
E-mail：boulesjapon@gmail.com
設　立：2020年4月　会員の募集：している　会員数：10人
会　費：1,000円／月　SDGs取組目標：③

ブールスポーツ御殿場 �

活動目的
アロハ‼ハワイが大好きな老若男女全ての垣根を超えた仲間が集
い、ハワイの先生から直接習った曲を指導者のウクレレやCDで
歌って踊り楽しみ元気になる。ハワイの文化を知る。人生の生き
がい作りを目的としています。あなたも仲間になりませんか？

活動内容
月３回、または２回各場所で生演奏を取り入れハワイ
を感じられるような踊りや演奏ができるように日々楽
しくレッスンしています。（男性も頑張っています）
ハワイアンバンドマハナ・ウアラニウクレレサークル
併設。共に色々な場所でイベント・まつり・舞台でフ
ラ、演奏活動しています。

代表者・連絡先：芹澤 一乃 TEL 090−1785−5602
Web：https://ualani-hula.jimdofree.com
Blog：https://ualani.i-ra.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/ualani_serizawa
設　立：2012年　会員の募集：している
SDGs取組目標：③④⑤

フラハラウ�オ�ウアラニ �
Web Blog Instagram
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活動目的
フラの楽しさを知って欲しいです。ハワイアンミュージック
にあわせて、かわいい衣装で踊ります。
子どもも大人も関係なく、体を動かすことができます。実は
男性の習い事としても人気です。

活動内容
夏を中心にお祭りやイベントなどに出演しています。
御殿場だけでなく、湘南や山梨などのイベントにも参加して
います。

代表者：田内 香織
連絡先：TEL 090−3580−0064
E-mail：maohinakt47@gmail.com
設　立：2017年4月
会員の募集：している
会員数：20人
会　費：あり（諸経費）
SDGs取組目標：③④⑤

Maohina（マオヒナ） �

活動目的
自分で写した写真を先生に月に一度みてもらい又会員の
皆様の講評を楽しみにしています。

活動内容
◦毎月第３土曜日を中心に例会、写真展を開催します
◦会員の皆様で各地に撮影に行きます
◦各コンテストへ参加・出品

代表者：勝又 悦朗
連絡先：TEL 0550−89−3477 

携帯 080−5130−2323
住　所：〒412−0006 

御殿場市中畑432番地
設　立：1972年4月
会員の募集：している
会員数：14人
会　費：12,000円／年
SDGs取組目標：④⑥　

北駿写真愛好会 �
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活動目的
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。

活動内容
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」
で語りました。

代表者・連絡先：栗原 真貴子 TEL 0550−83−5667 FAX 0550−83−5667
住　所：〒412−0043 御殿場市新橋259−1
E-mail：kuriharamakiko@nifty.com
設　立：2006年5月　会員の募集：していない　会員数：5人
SDGs取組目標：③④

昔ばなしの会「はなかつみ」 �

活動目的
スクエアダンスやラウンドダンスを通じて会員相互
の親睦を深め、踊る楽しみを分かち合うとともに、
ダンスの普及と発展に寄与することを目的としてい
ます。

活動内容
月２回、第２・４水曜日の午後に市の体育館で例会
を開催し、スクエアダンスを中心に踊っています。
また、スクエアダンスは歩くことが基本、ウォーキ
ングのつもりで全国各地の他のクラブの創立パーティ
などに参加して、名所・旧跡を訪れたり、食事した
りしています。

代表者・連絡先：田子 博史 TEL 0550−89−0931
住　所：〒412−0006 御殿場市中畑2094−77
E-mail：tago@forest.ocn.ne.jp
設　立：1976年10月　会員の募集：している
会員数：10人　会　費：1,000円／月
SDGs取組目標：③④

みくりやステップの会 �
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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と心身の健
康の維持増進を図ります。なお、出前講座などの
俳句普及活動を実施、俳句人口の拡大を目指しま
す。

活動内容
定例句会は基本的に毎月20日の午後１時から市
民会館で実施しています。有名な俳句結社の主宰
にご指導いただいています。その他、新年句会は
新年会を兼ねて毎年１月中旬、吟行会を市内、市
外で年に数回開催しています。また、市民会館カ
ルチャー初心者俳句教室を開催しています。

代表者・連絡先：青山 典仁 TEL 0550−83−1715 FAX 0550−83−1715
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田600−17
E-mail：PXX06444@nifty.com
設　立：1953年4月　会員の募集：している　会員数：20人
会　費：14,000円／年、集金月6月・12月　SDGs取組目標：③④

わか草俳句会 �

活動目的
生涯現役で。80代でも遅くないです。小さなお子様
でも。
何事も挑戦してみましょう。

活動内容
幼児さんなら脳のトレーニング。生きている限りは、
せめて頭の中だけでもすっきりと、認知症予防に。
人生、目標を持って生きて行きましょう。やさしい
漢字検定に！英語検定に！あるいは数学検定に！

代表者：栗原 真貴子
連絡先：TEL 090−1824−6300 FAX 0550−83−5667
住　所：〒412−0043 御殿場市新橋259−1
E-mail：makiko.k36@gmail.com
設　立：2016年4月
会員の募集：している
会員数：23人
会　費：8,000円／年
SDGs取組目標：③④

やさしい脳のトレーニング教室 �
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活動目的
森林整備を通じて、森林と木材に新しい価値を与え、後世
に誇れる山づくりとまちづくりを行うこと

活動内容
◦森林整備（間伐や主伐をお
こない、森林サイクル循環を
保ちます。）
◦木材の活用（木材の販売・
生産、燃料用木質チップの加
工・販売で、環境や地域に貢
献します。）

NPO法人 地域活力創造センター �

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
社会の実現を目指し、環境に配慮したライフスタイルの提
案や次世代を担う子供たちをはじめとする各世代への環境
教育を通して、市民一人一人の主体的なごみ減量・リサイ
クル・環境保全活動を推進し、よって地球や命を大切にす
る社会の構築に寄与することを目的とする。

活動内容
年間を通して、古着古布、廃食用油、アルミ製品、古紙などの回収・再
資源化や、グリーン商品の販売、環境教育や視察研修、広報啓発など様々
な活動を行い、市民活動による住みよいまちづくりを目指しています。

代表者：勝又 さつき
連絡先：NPO法人エコハウス御殿場 TEL 0550−88−3337 FAX 0550−88−3337
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田1446−10
E-mail：ecogoten@isis.ocn.ne.jp　Web：https://ecogotenba.jimdofree.com
Facebook：https://www.facebook.com/ecogoten
設　立：2001年4月（NPO法人設立）　会員の募集：している
会員数：正会員82人、賛助会員18人　会　費：あり　SDGs取組目標：①⑪⑫⑬⑰

NPO法人 エコハウス御殿場 �

再資源化啓発施設の看板

Web Facebook

毎年開催しているリサイクル手芸作品展

代表者：髙橋 宏二
連絡先：杉山 嘉浩 TEL 0550−78−7885 FAX 0550−88−5773
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田1446−24
E-mail：cks@g-sougou.co.jp　Web：npo-cks.jimdofree.com
設　立：2013年4月　会員の募集：していない　会員数：10人
SDGs取組目標：⑬⑮
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活動目的
富士山の自然環境の保全と復元、富士山から自然を学ぶ環境教
育に取り組んでいます。

活動内容
人工林の混交林化実験と、増えすぎたニホンジ
カによる森の貧相化対策として植生保護柵の設
置、樹皮保護ネットの設置を行っています。
御殿場口に侵入した外来植物などの駆除活動を
行っています。
植物と野鳥を中心に御殿場市全域の自然環境調
査を行っています。

代表者：勝亦 惠美子
連絡先：勝又 幸宣 TEL 0550−89−6905 FAX 0550−73−0434
住　所：〒412−0006 御殿場市中畑1691−14
E-mail：info@hosigarasu.org　Web：https://hosigarasu.org
Facebook：https://www.facebook.com/fujisanhosigarasunokai
設　立：2013年9月　会員の募集：している　会員数：75人
会　費：個人1口3,000円、団体1口10,000円　SDGs取組目標：④⑮

NPO法人 富士山ホシガラスの会 �

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し、
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を
推進します。

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製
作、木工教室、自然環境教室の開催。

代表者：勝俣　昇
連絡先：畑　淳三 TEL 0550−87−6750 FAX 0550−87−6750
住　所：〒412−0035 御殿場市中山580−9
E-mail：jazy8163ht@gmail.com　Web：http://tsutinikaeruki.org
設　立：2000年8月　会員の募集：している　会員数：32人
会　費：6,000円／年　SDGs取組目標：④⑮⑰

NPO法人 土に還る木森づくりの会 �

不二聖心女子学院植樹体験

はるぞら自然体験フェスタ

Web Facebook

環境教育

鳥が丘小学校木工教室

植生調査

植生保護柵の設置
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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
設立以降、陸上自衛隊富士学校から業務委託された収益事業と、御殿場市か
らの環境美化事業を受託実施して来たが、現在は収益事業は実施していない。
ここ数年来、地方公共団体補助金を基にした非収益活動として、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
の半日程度、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。
また、高齢者雇用情報の収集を継続するとともに、隊友会御殿場・小山支部
の行う環境美化事業への協力態勢を維持している。

代表者：前田　宏　連絡先：中迫 博美 TEL 0550−84−4486 FAX 0550−84−4486
住　所：〒412−0026 御殿場市東田中3−10−21
E-mail：hnaka35@vc.tnc.ne.jp
設　立：2005年11月（任意団体発足は1993年4月）　会員の募集：している
会員数：21人　会　費：1,000円／年　SDGs取組目標：④

特定非営利活動法人 ピース＆セーフティ �

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。

代表者：小笠原 恵子
連絡先：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
Web：https://nyancle-wancle.amebaownd.com
Instagram：https://instagram.com/nyanclewancle/
LINE：https://page.line.me/?accountId=626wbktp（@626wbktp）
設　立：2013年10月　会員の募集：している　会員数：20人
会　費：6,000円／年　SDGs取組目標：⑮

地域ねこ活動の会�にゃんくるわんくる �
Web Instagram LINE

不法投棄物回収の状況
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活動目的
富士山の自然を、各分野にわたって調査・研究し、富士山の自然を
科学的に研究する機関です。自然の現状調査や基礎研究は、私たち
が未来の富士山の自然にどう関わるべきなのかの指針を与えてくれ
るものです。「富士山の自然から学ぶこ」とをモットーとして活動し
ています。各分野の専門委員の研究者の他、広く富士山の自然に関
心のある一般の方々の会員によって構成されています。

活動内容
各専門分野の研究の他、「富士山自然誌リレーセミナー」、「富士山�
自然観察会」の開催（広く一般に開講）：各専門分野による調査会�
など。

代表者：菅原 久夫　連絡先：滝　道雄 TEL 055−992−3710
住　所：〒412−0042 裾野市麦塚167
E-mail：kawasemi.k@na.commufa.jp
Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064605656953
設　立：1996年11月　会員の募集：している　会員数：64人
会　費：個人会員2,000円、家族会員3,000円、学生会員1,000円
SDGs取組目標：③④⑤⑦⑩⑬⑮

富士山自然誌研究会 �

活動目的
誰も気づかないうちに激減し、いなくなっている水生
昆虫等の保護に取り組んでいます。

活動内容
休耕田や廃田等にビオトープやトンボ池を造成し、管
理して、多様な生物の生息環境を保全して、絶滅危惧
種の保護活動をしています。

代表者：矢地 信行
連絡先：TEL 090−1782−8138
住　所：〒412−0021 御殿場市二枚橋255−18
E-mail：namu8216@gmail.com
Blog：http://blog.livedoor.jp/tonbo82-namu8216/
Facebook：https://www.facebook.com/groups/1639132322951364
設　立：1999年10月
会員の募集：している
会員数：10人
SDGs取組目標：⑮

富士山トンボ池の会 �
Web Facebook
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活動目的
生ごみなど生物系有機廃棄物の資源化利用について調
査研究し、循環型地域社会づくりを目指して、フード
ロス削減、ごみの減量、3R、資源やエネルギーの有効
利用を広報することを目的としています。

活動内容
生ごみたい肥化施設「ゆめかまど」の回収地域内での
参加呼びかけ、フードロス削減や市民が参加しやすい
有機資源循環の仕組みづくりを調査研究し、広報して
います。

代表者：小林 裕幸
連絡先：NPO法人エコハウス御殿場 

TEL 0550−88−3337 FAX 0550−88−3337
住　所：〒412−0045 御殿場市川島田1446−10
設　立：2016年4月
会員の募集：している
会員数：17人
SDGs取組目標：②⑪⑫⑰

有機資源リサイクル研究会 �

生ごみたい肥を使ったプランター野菜作り講座

回収した生ごみをたい肥化施設「ゆめかまど」で
堆肥化しています
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活動目的
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。

活動内容
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。

災害ボランティアコーディネーター御殿場 �

活動目的
災害時の救援活動

活動内容
「自分の町は　自分で守ろう」
万一の災害時には、道路は寸断され、交通機関、
情報機関は麻痺状態となるかもしれません。
そんな時、高い走破性を持つオートバイが災害時
の情報伝達、小物搬送に大きな威力を発揮します。
毎年、市指定地域防災訓練に参加し、災害時弱者
救援システム立ち上げ訓練、災害時の安否確認、
救援物資・医薬品等の搬送訓練をしています。

代表者：勝又 正秀
連絡先：勝俣 三郎 TEL 0550−83−2326 090−2265−9992 

FAX 0550－83－2326
住　所：〒412−0024 御殿場市東山662−2
E-mail：sabuchan.z360@docomo.ne.jp
設　立：1997年6月　会員の募集：している　会員数：13人
SDGs取組目標：⑦⑫

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・連絡先：渡辺 章夫 TEL 090−1982−5986
住　所：〒412−0008 御殿場市印野1642−1
設　立：2007年4月　会員の募集：している　会員数：15人
会　費：1,000円／年　SDGs取組目標：⑦⑫
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活動目的
普段のランニング・ウォーキングが地域のチカラに！
御殿場市でランニングやウォーキングを通して地域の
見守り活動や反射材・ライト携行の普及を目的として
います。

活動内容
第２・４水曜日の午後７時30分～
８時30分の１時間、ゆっくり走っ
たり歩いたりしながら「防犯見守り
パトロール」を行います。不審者情
報がある時はその地域を重点的に
回っています。

代表者：池田 瑠美
Facebook：https://www.facebook.com/gotembapatotai
Instagram：https://www.instagram.com/gotembapatotai
設　立：2016年7月　会員の募集：している　会員数：10人
SDGs取組目標：③⑪

御殿場ラン&ウォークパトロール隊 �
Facebook Instagram
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活動目的
市民の国際交流や市内在住外国人の方々の生活
支援などを通していろいろな異なる文化を理解
し合うなど地域の国際化や多文化共生を目指し
ます。

活動内容
語学講座の開講（日本語・英語・中国語・韓国
語）、姉妹都市との交流、海外料理講座、中学生
英語スピーチコンテストなどの開催等行ってい
ます。

代表者：勝又 孝文
連絡先：土屋 正門 TEL 0550−82−4426 FAX 0550−81−6439
住　所：〒412−8601 御殿場市萩原483 御殿場市役所 本庁舎内1階
E-mail：gia@mail.wbs.ne.jp　Web：https://www.gia-gotemba.com
LINE：https://page.line.me/?accountId=163ldimz（@163ldimz）
設　立：1991年6月　会員の募集：している　会員数：184人
会　費：個人3,000円、団体10,000円／年　SDGs取組目標：④⑩⑪

御殿場市国際交流協会 �
Web LINE

英語スピーチコンテスト

ふじ山教室クリスマス会
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活動目的
地元に常設の体験型木育施設を創設することを目的としま
す。

活動内容
「おもちゃの広場」や自然・木育体験の機会、各種養成講座
の誘致、保育者・介護者向け講座の開催や運営をしていま
す。（その他、目的に添ったイベントの開催・運営もしてい
ます。）
間伐材の有効活用を考察・提案・実践する活動をしていま
す。

代表者：鎌野 みどり
連絡先：TEL 090−4252−4922　FAX 0550−83−2252
住　所：〒412−0028 御殿場市御殿場21−1
E-mail：mrs.green.1961@gmail.com
Instagram：https://instagram.com/asobinohiroba_gotenba
LINE：https://page.line.me/?accountId=010qifzc（@010qifzc）
設　立：2021年7月　会員の募集：している　会員数：70人
SDGs取組目標：③④⑫⑮

市民団体「あそびの広場」 �

活動目的
私たちは笑顔と心をつなぐネットワーク～あなたと
つくる笑顔の輪～を目標に活動しています！

活動内容
新小学１年生の安全を守る為、黄色い帽子を
贈呈しています。
様々な分野の講師の先生をお招きし、家庭教
育講演会を実施しています。

代表者：勝又 立雄
連絡先：渡邊 安代 TEL 0550−87−0902 FAX 0550−87−0902
住　所：〒412−0032 御殿場市二子517−1
E-mail：temp261201@ny.thn.ne.jp
設　立：1969年　会員の募集：している　会員数：188人
会　費：1,000円／年　SDGs取組目標：④⑥

明るい社会づくり運動御殿場地区協議会 �

交通安全標語（明社の塔）

講演会

Instagram LINE

講演会講師の先生を囲んで
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活動目的
ガールスカウトは、考える力・行動する勇気・そして、支えてくれる仲間を得て、少女と女性が成
長することを目的としています。モットーは「そなえよつねに」と３つのポイント「自己開発」「自
然と共に」「人とのまじわり」に基づき、就学前１年の少女から成人まで幅広い年齢の少女と女性が

活動しています。
あなたができることを増やし、自信をつけ、新しい自分を発見し、もっと素敵な
未来の自分・より良い世界をつくるチャンスが、ガールスカウトにはあります。

活動内容
少女たちが、自分を成長させるために様々なことに取り組んでいます。
SDGsに関する活動（特にジェンダー平等、環境問題、平和活動）、野外活動（キャ
ンプや野外炊事）、募金活動、防災や減災についての学び、国際協力等、成長ス
テージ（年齢）に合わせたテーマで取り組みます。

代表者：団委員長 鈴木 光子　E-mail：girlscout33dan@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/gsjGotemba33
LINE：https://lin.ee./6fjKHcd
設　立：1964年3月　会員の募集：している　会員数：50人
会　費：日本連盟・静岡県連盟会費7,000円、団活動費10,550円、保険料450円
SDGs取組目標：①②③④⑤⑥⑫⑬⑭⑮⑯⑰

ガールスカウト静岡県第33団 �

活動目的
御殿場市及びその周辺地域の障害のある子供たち
にゆったりのんびり過ごしてもらいその子の個性
に合った療育支援をやっています。

活動内容
市民活動をされている方と、協力・相互支援・連
携連帯を心がけてやっています。
具体的には、苦労を重ねている親御さんへの支援
で親御さんの安心を担保しようとしています。

代表者：小澤 勝彦
連絡先：TEL 0550−88−8307 FAX 0550−88−8307
住　所：〒412−0039 御殿場市竈1299−5
E-mail：magokoro.g@atbb.ne.jp
設　立：2021年4月
会員の募集：していない
会員数：15人
会　費：1,200円／年
SDGs取組目標：③④

NPO法人まごころ まごころ放課後等デイサービス �

Facebook LINE

クリスマス会でSDGs

デイキャンプで
火おこし
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活動目的
不登校の原因の一つとされているHSC（Highly�Sensitive�
Child）について理解を広め、理由なき不登校や行き渋り
に悩む親子をサポートすることが目的です。誰一人取り残
さない社会の実現を目指します。

活動内容
保護者向けの「HSC講座」や、教職員向け「HSC研修」
を実施したり、不登校親の会を毎月開催しています。また、
不登校予防の一環として、市内全小中学校に「校内フリー
スクール」の設置を推奨していきます。
平日昼間の子どもの居場所づくりを通し、不登校児童生徒
の自己肯定感を高め、社会参画を応援していきます。

代表者・連絡先：櫻井 あゆみ TEL 080−6679−4018
住　所：〒412−0006 御殿場市中畑589−6
E-mail：5108hsc@gmail.com
Instagram：https://www.instagram.com/hsc.5108/
LINE：https://lin.ee/l7Jzsd0
設　立：2022年2月　会員の募集：している　会員数：3人

御殿場HSC親子の会 �

活動目的
少女と女性の可能性を伸ばし、自ら考え、行動する力を
育むことを目的としている。
「自己開発」「人とのまじわり」「自然と共に」の３つのポ
イントを大切にしてさまざまな活動に取り組む

活動内容
野外活動、季節の行事体験、募金活動、防災・減災につ
いて学ぶ、SDGsへの取り組み、ふれあい広場等各団体
の行事への参加、東日本大震災後宮城県岩沼市東児童館
と交流

代表者：芹澤 育乃
連絡先：長田 トミ子 

TEL 0550−89−7187 FAX 0550−89−7187
住　所：〒412−0047 御殿場市神場158−2
Facebook：検索ワード ガールスカウト静岡県34団
設　立：1964年3月　会員の募集：している　会員数：27人
会　費：10,000円／年　SDGs取組目標：①②⑤⑭⑮⑯

ガールスカウト静岡県第34団 �

Instagram LINE
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活動目的
組織を通じ、青少年がその自発活動により、自らの健康
を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体
得し、かつ誠実、勇気、自信及び国際愛と人道主義を把
握し、実践できるよう教育すること。

活動内容
野外で、子どもたちの自発性を大切に、グループでの活
動を通じて、それぞれの自主性、協調性、社会性、たく

ましさやリーダーシップなどを育んでいきます。
ハイキング、クッキング、キャンプ、各種工作、
クリスマス会、社会奉仕活動等

代表者・連絡先：勝又　勇 TEL 090−1787−0000
住　所：〒412−0042 御殿場市萩原988−1 

市民交流センター「ふじざくら」内
Facebook：検索ワード ボーイスカウト御殿場第8団
設　立：1972年7月　会員の募集：している
会員数：6人　会　費：約6,000円／年
SDGs取組目標：②③⑤⑧⑫⑭⑮⑯

ボーイスカウト御殿場第8団 �

活動目的
ボーイスカウトは子どもたちの自発的な活動を大切にしてい
ます。野外活動を中心としたさまざまな取り組みを通して「前
に踏み出すこと」「考え抜く力」「諦めない心」「チームワーク」
などの社会で求められる力を育むことを目的としています。

活動内容
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ます。
〈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

代表者：青山 修二
連絡先：TEL 0550−82−2215 FAX 0550−82−2215
住　所：〒412−0027 御殿場市西田中231−6
設　立：1970年6月　会員の募集：している　会員数：40人
会　費：育成会費ほか15,000円程度／年
SDGs取組目標：①②③④⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰

ボーイスカウト御殿場第6団 �



子供の健全育成

41

活動目的
「三つ子の魂百まで」「すべての子ども達に愛あるタッチ
を」をモットーに、妊娠中から産後、子育て中の親子の
五感を通した家族の幸せ創りを目的としています。

活動内容
妊娠中から産後、子育て中のご家族の
居場所づくりや、「癒し」「学び」「つな
がり」の場の企画・運営をしています。

代表者：筒井 佳代子
連絡先：TEL 090−6369−6485
E-mail：motheresetouch@gmail.com
Facebook：https://www.facebook.com/motheresegotenba
Instagram：https://instagram.com/motherese_touch
設　立：2014年4月　会員の募集：していない
SDGs取組目標：①③④⑤

Motherese（マザリーズ） �
Facebook Instagram
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活動目的
『ママ達の自己実現と仲間づくりを応援する！ 地元での毎日が楽しくなる双方向型情報サイト』子
育てに役立つ情報や地元の生活情報などをSNSで毎日発信し、仲間づくりにつながる様々なイベン
トを開催しています。ママ達、子ども達の毎日がイキイキと輝けるようなサポートをあらゆる角度
から行っています。老若男女どなたでも参加でき、市民レベルのまちづくりを盛り上げています。
活動内容
ごてママ情報局（Facebook）……子育てや地元情報などの双方向発信。
ごてママリサイクル（Facebook）……不用品や必要なもののやりとり。
ごてママ中学制服リサイクル（Facebook）……使い終わった制服を集め、必要な人に譲る。
ごてママサロン……月１回開催。ママと子どもの居場所事業。仲間づくりと起業支援。
家族を守るママ防災……市危機管理課との協働事業。防災に関する情報発信や講座開催など。
他にもハロウィンやこどもフリマなど、ママやこども向けのイベントを開催。圧倒的な人数と情報
発信力をもとに行政や地元企業、団体と連携し、活動は多岐にわたっています。

代表者：高村 典子
連絡先：TEL 090−8189−2004
住　所：御殿場市　E-mail：u-noripi@ezweb.ne.jp
Facebook：https://www.facebook.com/groups/gotenbamamakatu
設　立：2013年11月　会員の募集：している　会員数：2,600人
SDGs取組目標：①②③④⑤⑧⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑰

ごてママ（御殿場ママ活情報局） �
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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、相談
業務を行っています。活動を推進・支援する事業を実施し、御殿場
市や近隣市町の市民活動の活性化を図る為の支援をしています。

活動内容
御殿場市民活動支援センターを運営しています。
具体的には、市民活動相談・NPO相談の対応
や、市民活動見本市「元気わくわく生活フェア」
のイベント開催・市民活動に関する講座の実施、
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。

代表者：勝亦 惠美子
連絡先：TEL 0550−70−6820 FAX 0550−70−6817
住　所：〒412−0042 御殿場市萩原988−1 

市民交流センター「ふじざくら」内
E-mail：info@gotemba-npo.net　Web：https://gotemba-npo.net
設　立：2012年2月　会員の募集：している　会員数：30人
会　費：1口（500円）以上／年　SDGs取組目標：⑤⑨⑩⑪⑯⑰

特定非営利活動法人 市民活動広場ふらっと御殿場 �
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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

相談・コーディネート
コーディネーターが常駐し、市民活動に
関する相談を受け付けています。

（例）⃝これから何かを始めてみたい方
⃝登録団体の紹介
⃝団体同士や企業CSR活動とのマッチング
⃝御殿場市まちづくり事業補助金の相談　等

市民活動・ＮＰＯ相談：常時
ＮＰＯ設立相談：事前予約制

講座・イベントの開催
市民活動に役立つ各種講座や、団
体同士のつながりを深める市民活
動団体連絡会、活動の場となるイ
ベント等を開催しています。

情報の提供
市民活動団体やサークル等の各種講座・
イベント、助成金情報等を随時お知らせ
しているほか、年４回の情報紙の発行、
月１回のメールマガジンの配信、ホーム
ページとfacebookによるタイムリーな
情報発信も行っています。

貸し出し備品
⃝ビデオカメラ　⃝三脚
⃝バッテリー（大小）
⃝充電器　⃝マイク　⃝プロジェクター
⃝ワイドスクリーン　⃝ワイヤレスマイク
⃝レーザーポインター　⃝展示パネル

⃝アルミテント（６坪）
⃝非接触型体温計　等

コーディネート配置時間
火曜日～日曜日（月曜不在）
9:00～17:00
TEL：0550－70－6820
FAX：0550－70－6817
Mail：info@gotemba-npo.net

Facebookホームページ メールマガジン申込
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市民活動室 利用案内 �

登録団体募集 �

市民活動の拠点としてご利用ください
自主的で営利を目的としない活動をしている団体や個人が、活動場所や交流の場として予約
なしでご利用いただけます。
市民交流センター「総合案内」で受付を済ませてからご利用ください。
※政治活動や営利を目的とした利用はご遠慮ください。

御殿場市民活動支援センターでは、現在御殿場市内で活動する156団体が登録しております。
【登録のメリット】
⃝当センターより市民活動に関わる情報をお届けします。
⃝当センターの情報紙・HP・Facebook・メールマガジンで貴団体の情報の発信ができます。
⃝メールボックス（無料）
⃝貸しロッカー（有料）
⃝団体ファイルの設置（無料）　等

【問い合わせ・申し込み】
御殿場市民活動支援センター　TEL：0550－70－6820

火曜日〜日曜日　9:00〜17:00（月曜定休日）

団体用ロッカー

印刷コーナー

団体ファイル

インターネット閲覧コーナー
市民活動支援センター

入口

事務・相談コーナー

柱
情報コーナー

情報コーナー メールボックス打ち合わせコーナー

市民活動室 設備案内



【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 市民活動広場ふらっと御殿場
〒412‒0042　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）

御殿場市民活動支援センター

2022年度版 御殿場市

市民活動団体
ガイドブック

2022年度版 御殿場市

市民活動団体
ガイドブック


