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ＮＰＯ法人データベース ＮＰＯヒロバ「高齢社会」検索 

２７０件のうちｅ－ｍａｉｌのあるもの                     20140103 

 

北海道 

特定非営利活動法人 日本介護福祉支援協会 

理事長  澤田 原 （さわだ げん） 

〒060-0063 

北海道札幌市中央区南３条西８丁目６番２号 

メディアベース３８内 

この法人は、高齢化社会から高齢社会へと移行している現状において、介護福祉の担い手であるホームヘルパー及びホームケア

ーの人材を育成するなど、介護福祉活動に貢献する事を目的とする。 

jimukyoku@kaigoshien.or.jp  

 

特定非営利活動法人 なずな 

深田 由美子（ふかだ ゆみこ） 

〒056-0018 

北海道日高郡新ひだか町静内吉野町１丁目１番３３号 

この法人は、地域・行政・関係機関と連携をとりながら、介護を必要とする高齢者等が住み慣れた地域で自分らしく安心して生

活することが出来るよう、一人一人の個性を生かした心の触れ合うケアを行い、地域福祉の発展に寄与することを目的とする。 

asami_amakawa@yahoo.co.jp  

 

 

青森県 

特定非営利活動法人 ごしょがわら恵鈴会 

理事長  芦田 ふみゑ （あしだ ふみゑ） 

〒037-0044 

青森県五所川原市字元町１１番地の６ 

この法人は、地域の高齢者・障害者に対する家事・介護・食事援助及び仕事と家庭の両立を図るための子育て支援等の社会貢献

活動を住民参加型で行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。 

gokeirei@h3.dion.ne.jp  

 

 

宮城県 

特定非営利活動法人 ハッピィート大崎 

理事長  千島 優子 （ちしま ゆうこ） 

〒989-6162 

mailto:jimukyoku@kaigoshien.or.jp
mailto:asami_amakawa@yahoo.co.jp
mailto:gokeirei@h3.dion.ne.jp
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宮城県大崎市古川駅前大通り一丁目５番１８号 ふるさとプラザ内 

この法人は、生命の根幹に関わる「食」を中心に地域住民に対して、健康増進と栄養状態の維持・改善に関する事業を行い、住

民の健康維持と栄養改善に寄与する。特に食行動は、?身体をつくる?心をつくる?社会性をつくる?生命を大切にする心をつくる

といわれている。「食」の社会性をつくる部門は、人と人とのネットワークを広げるものであり、子供から高齢者各年代をつな

げる役割を担うため、コミュニケーションづくりも含めた活動を行っていく。元気な満足した生活ができる人をつくる役割を担

うことにより地域社会の発展に寄与する。 

yukochi7@yahoo.co.jp  

 

 

茨城県 

特定非営利活動法人 福祉の会 ねこのて 

理事長  濱崎 良史 （はまさき よしふみ） 

〒302-0119 

茨城県守谷市御所ヶ丘５丁目７番地８  

この法人は、茨城県下の高齢者、障害者及び社会的支援を要する住民に対して、介護活動を含む日常生活上の支援、子育て支援、

移送サービス、社会参加への支援、及びこれらの社会活動を担う人材の育成等の活動を行い、少子・高齢社会に適合した安心・

安全・快適な地域社会づくりに貢献する事を目的とする。 

nekonote21@gmail.com  

 

 

群馬県 

特定非営利活動法人 たかさき女性懇話会 

代表理事  山崎 晴世（紫生） （やまざき はるよ） 

〒370-0812 

群馬県高崎市成田町１番地 

たかさき女性フォーラム１階  

この法人は、男女共同参画社会の促進、共生の理念に基づく人権擁護・福祉・まちづくりの推進、環境の保全に関する啓発や事

業を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。 

twkonwa@fancy.ocn.ne.jp 

 

特定非営利活動法人 凌心 

理事長  鈴木 凌太 （すずき りょうた） 

〒371-0056  

群馬県前橋市青柳町 94番地 6 

この法人は、地域住民に対して、高齢者福祉及び児童福祉、障がい福祉に関する事業を行い、超高齢社会問題及び少子化問題、

障がい福祉の改善・解決に寄与することを目的とする。 

mailto:yukochi7@yahoo.co.jp
mailto:nekonote21@gmail.com
mailto:twkonwa@fancy.ocn.ne.jp
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〒371-0056 

ryoushin@voice.ocn.ne.jp  

 

 

埼玉県 

特定非営利活動法人 ひばりの里ネットワーク 

理事長  近藤 るみ子 （こんどう るみこ） 

〒349-1212 

埼玉県北埼玉郡北川辺町大字麦倉２１１６番地２ 

この法人は、『いのち』を大切にする社会づくりをめざし、高齢者福祉を主とした福祉全般に関する事業や食と環境を守る事業

等に取り組み、地域社会全体の福祉の増進を目的とする。 

rkjy_21@d1.dion.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 食生活カウンセラーの会 

代表理事  堀 啓 （ほり けい） 

〒336-0031 

埼玉県さいたま市鹿手袋４－３１－１７ 

クラブハウス遊・友・悠２Ｆ 

この法人は、地域の人々に対し、生活習慣病の予防と健康を維持するための啓発と支援を行い、少子・高齢社会の中で日々の暮

らしをより豊かにするために、男女が家事・育児・介護などに対等に参加する男女共同参画社会の形成を促進し、国際化の進む

地域社会にあって外国人と食文化等の交流・親善を通じて、互いに住みやすく明るいまちづくりを実現することにより、健康で

豊かな市民社会の形成に寄与することを目的とする。 

eiyousi@syokuseikatu.com  

 

特定非営利活動法人 メイあさかセンター 

代表理事  尾池 富美子 （おいけ ふみこ） 

〒351-0011 

埼玉県朝霞市本町２丁目７番１７号 

この法人は、児童から高齢者まで、年齢や立場を越えて連携し、生涯学習社会、高齢社会、国際化社会、情報化社会について学

習と活動を基に、調査・研究を推進しより良い生活ができる地域づくりに寄与することを目ざします。 

mayasaka@mayasaka.net  

 

特定非営利活動法人 埼玉成年後見支援センター 

代表理事  藤原 欽彌 （ふじわら きんや） 

〒338-0006 

埼玉県さいたま市中央区八王子５丁目３番１４号  

mailto:ryoushin@voice.ocn.ne.jp
mailto:rkjy_21@d1.dion.ne.jp
mailto:eiyousi@syokuseikatu.com
mailto:mayasaka@mayasaka.net
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この法人は、成年後見制度の任意後見、法定後見等の後見事務及びこれらに関する支援、相談を行うことにより、地域の高齢者

や障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

k-fjwr@msb.biglobe.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ライフ・アンド・エンディングセンター 

理事長  須齋 美智子 （すさい みちこ） 

〒336-0001 

埼玉県さいたま市上落合一丁目９番１－４０３号 

この法人は、市民福祉の向上を目指し、介護予防、終末ケアの支援、援助を行うと共に、個々の市民の自己決定に必要な生前の

事務処理、葬送支援、死後の事務処理の受託、遺言の執行、判断能力が不十分になったときの生活、後見、後見監督業務の受託

等の事業を行い、自然で人間らしい死の在り方を求め、人と人との融和を図り、健康な生活と住環境の実現、社会的弱者の人権

擁護を目指すと共に文化的で快適な市民生活の増進に寄与することを目的とする。 

office@npolec.org  

 

 

千葉県 

特定非営利活動法人 ナイスワーク千葉 

代表理事  神崎 輝雄 （かんざき てるお） 

〒286-0201 

千葉県富里市日吉台４丁目６番地１４ 

この法人は、少子高齢社会における社会福祉の充実、向上に資するため、助け合いの精神に基づいて、受け手と担い手が対等な

関係を保てる福祉サービス活動を行うとともに、より広範囲の人々を対象とした普遍的な支援活動を通じて健康で安心して暮ら

していくことのできる心豊かな地域社会を創設することによって、福祉の増進に寄与することを目的とする。 

nicework@leaf.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 松戸福祉サービス振興会 

理事長  椎名 憲一 （しいな けんいち） 

〒271-0091 

千葉県松戸市本町２０番地１０ル・シーナビル７階 

この法人は、高齢者・障害者及びその家族（以下「高齢者等」という。）に対し、心身の健康保持及び日常生活の自立支援がで

きるよう、必要な情報提供等を行うとともに、民間企業・市民団体・ボランティアの連絡体制を確立し、福祉サービスの信頼性

の確保と質の向上及び充実を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。 

npo@ai-town.co.jp 

 

特定非営利活動法人 シニアシステム協議会 

理事長  西川 則雄 （にしかわ のりお） 

mailto:k-fjwr@msb.biglobe.ne.jp
mailto:office@npolec.org
mailto:nicework@leaf.ocn.ne.jp
mailto:npo@ai-town.co.jp
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〒274-0816 

千葉県船橋市芝山 6丁目 25番地 7号 

この法人は、高齢者に対して、高齢者の生活向上を目的とした情報誌の発行、高齢者の活動の場づくり、情報交換等に関する事

業を行い、高齢社会における長寿人生が喜びと、生き甲斐と安心があるといえる体制づくりを通し、高齢者福祉の増進に寄与す

ることを目的とする。 

n-norio@dq.dion.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 市原エヌ・ピー・オーサポートセンター 

理事長  井本 義孝 （いもと よしたか） 

〒290-0006 

千葉県市原市若宮７丁目１番地７ 井本義孝様方 

この法人は、新世紀を迎えるにあたり、少子高齢社会における市民相互の助け合いを目指し、市原市の市民団体や市民に対して、

高齢者及び障害者等の支援、まちづくり等福祉と文化の創造活動及び人権擁護と福祉増進に関する啓蒙活動等を行い、もって公

益に寄与することとする。 

imoto@fb3.so-net.ne.jp 

 

特定非営利活動法人 生きがいと助けあい SSU市川 

会長  石坂 英夫 （いしざか ひでお） 

〒272-0114 

千葉県市川市塩焼２丁目１１-１４ １Ｆ 

この法人は、高齢社会の到来など社会環境が変化するなかで、 高齢者が健康保持に留意しながら生きがいのもてる社会的活動

に参加できるよう、 ボランティア精神を基本とした在宅福祉サービスや地域福祉サービス等を提供し、 高齢者や障害者が社

会・家庭生活をより安全にするための活動を進め、 地域社会とのジョイントを深めることにより、社会福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

ssuichikawa@ceres.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 老いじたくあんしんねっと 

理事長  伊藤 弘之 （いとう ひろゆき） 

〒277-0008 

千葉県柏市戸張９８０番地４ 

この法人は、高齢社会に鑑み、今後増大する相続・遺言問題並びに成年後見制度の重要性を広く普及する活動に関する事業を行

うとともに、その役割を担う専門家を養成し、もって広く社会公益に貢献することを目的とする。 

anshin-net2005@zpost.plala.or.jp 

 

東京都 

特定非営利活動法人 関東シニアライフアドバイザー協会 

mailto:n-norio@dq.dion.ne.jp
mailto:imoto@fb3.so-net.ne.jp
mailto:ssuichikawa@ceres.ocn.ne.jp
mailto:anshin-net2005@zpost.plala.or.jp
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理事長  佐藤  昌子 （さとう あきこ）  

〒153-0063 

東京都目黒区目黒二丁目１０番５号 

ライオンズマンション１０１ 

この法人は、広く一般市民を対象に、中高齢者の生活の拠り所となる「健康」「生きがい」「経済的基盤の安定」等に関する助言・

支援・啓蒙活動を行い、これからの少子高齢社会において中高齢者が情報弱者として取り残されることなく、心豊かに安心して

生活できる社会創りの実現に寄与することを目的とする。 

info@kanto-sla.com  

 

特定非営利活動法人 未病リサーチスクエア協会 

理事長  福生 吉裕 （ふくお よしひろ） 

〒101-0061 

東京都千代田区三崎町２－６－７ 

田中衡機ビル４階 

この法人は、高齢社会に向う現状を鑑み、国民の自主的な健康管理を促し、未病の概念を広く国内及び世界に普及啓発するため、

広報、情報提供及び調査研究等を行い、将来の医療制度の充実及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。 

info@mibyou-square.jp 

 

特定非営利活動法人 生きがいの会 

理事長  高岡 隆一 （たかおか りゅういち） 

〒167-0051 

東京都杉並区荻窪２－３－１  

松渓中学校内 

この法人は、杉並区に居住する高齢者及びその家族に対して、住民参加とたすけあいの基本理念のもとに、「高齢者デイサービ

スセンターの運営」および「少子高齢社会においても、区民がいきがいをもって毎日の生活を支えあう福祉ネットワークづくり」

に関する事業を行い、すべての人々が健やかに暮らせる地域社会と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

npo-ikigai@bronze.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 高齢社会をよくする女性の会 

樋口 惠子（ひぐち けいこ） 

〒160-0022 

東京都新宿区新宿２丁目９番１号 

第３１宮庭マンション８０２号 

この法人は、高齢社会における問題を総合的に調査研究するとともに、共通の目標をもつ国内外の個人・団体に対して情報提供・

交換等の協力活動をとおして、すべての人に、高齢社会を考える福祉と社会教育の推進並びにより望ましい高齢社会を男女共同

参画社会の視点からこれの実現形成に資することを目的とする。 

mailto:info@kanto-sla.com
mailto:info@mibyou-square.jp
mailto:npo-ikigai@bronze.ocn.ne.jp
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wabas@eagle.ocn.ne.jp 

 

特定非営利活動法人 ミニケアホーム きみさんち 

理事長  林田 俊弘 （はやしだ としひろ） 

〒177-0051 

東京都練馬区関町北三丁目３６番１２号 

この法人は、主に介護を必要とする痴呆性高齢者に対して、介護を伴う居住空間を提供することにより、全ての人間に保障され

ている人間らしい当たり前の生活を、介護が必要となった高齢期においても実現させることを目的とする。同時に、来るべき高

齢社会に向けて情報の発信、地域における福祉のネットワーク化を図ることにより、高齢者福祉全体の発展に寄与することを目

的とする。 

kimisan@mine.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 日本ウェルネット 

理事長  福田 稔 （ふくだ みのる） 

〒193-0826 

東京都八王子市元八王子町３―２７５０―１００６ 

この法人は、各都市において、市民の健康増進・疾病予防・介護支援等の活動を通じ市民の福祉の向上を図るとともに、環境保

全をはじめとする地域社会の快適な生活環境づくりに取り組み、もって広く社会に貢献することを目的とする。 

j-welnet@kenko.dp.u-netsurt.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 地域ケアネットワークゆいまぁる 

理事長  八幡 茂子 （やはた しげこ） 

〒203-0023 

東京都東久留米市南沢四丁目１番３６号 

本会は、少子高齢社会における地域福祉の課題に取り組み、市民自らが必要な在宅支援活動を担うことにより、多世代・多様な

人と支え合っていける、誰もが住みよい地域づくりに寄与することを目的とする。 

yuimarlu@mint.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 麻の葉 

理事長  伊藤 玲子 （いとう れいこ） 

〒206-0033 

東京都多摩市鶴牧５-２-２ 

この法人は、高齢者や障がい者（児）等に対して、市民による在宅福祉を充実させる事業を行ない、誰もが住みなれた街に住み

つづけられるよう、介助・介護などの支援、調査研究、政策提案などの活動を行ない、街づくりの推進と地域福祉の増進に寄与

することを目的とする。 

ebato@asanoha.jp  

mailto:wabas@eagle.ocn.ne.jp
mailto:kimisan@mine.ne.jp
mailto:j-welnet@kenko.dp.u-netsurt.ne.jp
mailto:yuimarlu@mint.ocn.ne.jp
mailto:ebato@asanoha.jp
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特定非営利活動法人 高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会 

理事長  紀平 容子 （きひら ようこ） 

〒190-0001 

東京都立川市若葉町一丁目１０番地の 1 

この法人は、地域の高齢者・障害者にたいして食事と生活についての情報・サービスの提供に関する事業を行い、福祉やまちづ

くりに寄与することを目的とする。 

npo-sarah@jcom.home.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 日本ケアフィットサービス協会 

理事長  畑中 稔 

〒162-0846 

東京都新宿区市谷左内町５番地 

この法人は、介護保険の実施に伴い、介護福祉が「措置の時代」から「サービスの時代」となる。言い換えれば介護を必要とす

る人々は、より充実したサービスを受けることになり、また、サービスの選択の幅が増え、より高品質な介助サービスを求める

人々が多くなる。こうした状況を鑑み、社会的介助技術の普及と共に、一人ひとりにフィットさせた、パーソナルケアサービス

を提供することによって、高齢者・障害者・子どもたちが安心できる社会的心理的環境づくりを目的とする。 

ncsa@livedoor.com  

 

特定非営利活動法人 パーソナルケアサービス みもざ 

会長  杉村 靖子 （すぎむら やすこ） 

〒183-0021 

東京都府中市片町一丁目１番地の１ 

第２滝島荘１０２号室 

この法人は、高齢化、少子化、核家族化が急速に進行している私たちの生活社会において、そこに住む人たちが、お互いに助け

合い、共生し、必要に応じて行政の支援を受けながら、住み慣れた地域で自立し、安心していきいきと生活できる地域社会を築

くことに寄与することを目的とする。 

ttn3hre25z@mx10.ttcn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ユニバーサルイベント協会 

代表理事  内山 早苗 （うちやま さなえ） 

〒140-0015 

東京都品川区西大井六丁目１２番２１号 

福寿第２ビル３階 

本会は、ユニバーサルイベント事業を通じ、少子高齢社会に対応した新たなコミュニケーション機会の構築を目指し、地域社会

のまちづくりや、少子高齢社会における新たな文化、芸術またはスポーツの振興に寄与することを目的とする。 

mailto:npo-sarah@jcom.home.ne.jp
mailto:ncsa@livedoor.com
mailto:ttn3hre25z@mx10.ttcn.ne.jp
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uea@ud-japan.com  

 

特定非営利活動法人 コミュニケーション・スクエア 21 

理事長  叶内 美智子 （かなうち みちこ） 

〒160-0008 

東京都新宿区三栄町１７番地 

斎藤第二ビル１階 

この法人は、パートナーシップをキーワードに、高齢者及び障害者を対象とした福祉サービス活動を通じて情報収集、発信も行

い、ノーマライゼーション（国民誰もが健康で安心して生きがいを持って暮らせることができる）の社会を築き、福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

staff@npocs21.com  

 

特定非営利活動法人 てこネット 

理事長  中村 陽子 （なかむら ようこ） 

〒166-0004 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１６番９号 

平野ビル５階 

teconet@globetown.net  

 

特定非営利活動法人 バリアフリー協会 

理事長  井関 利明 （いせき としあき） 

〒108-0014 

東京都港区芝五丁目２０番７号 

この法人は、高齢社会に対応したバリアフリー社会及びユニバーサルデザイン社会（誰もが生活しやすい社会）の達成を目指し、

広くバリアフリー及びユニバーサルデザイン製品、サービス、システムの開発・普及活動を支援し、国民生活の質の向上に寄与

することを目的とする。 

fm2t-swd@asahi-net.or.jp  

 

特定非営利活動法人 ホールファミリーケア協会 

理事長  鈴木 絹英 （すずき きぬえ） 

〒101-0063 

東京都千代田区神田淡路町一丁目１９番地 

千代田ビル２Ｆ 

当協会は、高齢社会において、高齢者ひとりひとりが生き生きと、かつ、元気に生きられる社会を実現するために、高齢者に対

する教育事業や、高齢者同士の交流促進事業や、高齢者の持つあらゆる知識・技能を次の世代に伝える事業、あるいは高齢社会

の変革に関する提言や啓発に関する事業等を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 

mailto:uea@ud-japan.com
mailto:staff@npocs21.com
mailto:teconet@globetown.net
mailto:fm2t-swd@asahi-net.or.jp
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agingymd@mve.biglobe.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 高齢社会をよくする会 

〒105-0012 

東京都港区芝大門二丁目１２番９号 

浜松町Ｓ・Ｓビル８階 （株）ヤマシタコーポレーション内 

 

特定非営利活動法人 いきいきフォーラム 2010 

理事長  川橋 幸子 （かわはし ゆきこ） 

〒100-0014 

東京都千代田区永田町二丁目１７番１０号 

サンハイム５０２号室 

この法人は、元気なシニア世代が豊富な経験と知識を活かし、ボランティア精神を基盤として、環境・ジェンダー・人権の地球

規模の諸課題を調査・研究・学習し、その成果を提言するとともに、これら諸課題に自ら取り組み、支援することをもって、い

きいきとした社会づくりに寄与することを目的とする。 

iki2010@jeans.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ナイスエージング・スキーヤーズ協会 

会長  大木 俊一 （おおき しゅんいち） 

〒171-0033 

東京都豊島区高田３丁目６番１０－６０８号 

この法人は、加齢に伴い充実し、かつ素晴らしくなるスキーやスノーライフを通じて健康増進を図り、高齢社会における加齢に

対応した積極的なライフスタイルを創出、提案し、広く健康福祉の向上に寄与することを目的とする。 

niceageing-sa@mtj.biglobe.ne.jp 

 

特定非営利活動法人 ライフ・ベンチャー・クラブ 

東滝 邦次 

〒103-0028 

東京都中央区八重洲１丁目７番２０号 

この法人は、生涯現役を旗印に社会貢献に向けた自己実現を目指す人々に、各人の持つ知識・経験・潜在的な脳力を活かした活

動ができるよう、起業・就業・ボランティア活動の支援事業を行い、高齢社会における健全な市民社会の実現にシニア層が寄与

することを目的とする。 

 

 

特定非営利活動法人 生活・福祉環境づくり 21 

会長  浅地 正一 （あさじ しょういち） 

mailto:agingymd@mve.biglobe.ne.jp
mailto:iki2010@jeans.ocn.ne.jp
mailto:niceageing-sa@mtj.biglobe.ne.jp


11 

 

〒100-0005 

東京都千代田区丸の内三丁目２番２号 

東京商工会議所ビル３階 

本会は、高齢社会に対応し、高齢者を中心とした生活者が安心して自立した生活を送れる環境整備事業等を行い、経済社会の発

展に寄与することを目的とする。 

tuchida@sfk21.gr.jp  

 

特定非営利活動法人 日本ウェルフェアフィットネス協会 

理事長  赤松 卓哉 （あかまつ たくや）  

〒107-0062 

東京都港区南青山１丁目２番６－５０２号 

この法人は、広く市民に対して、「ウェルフェアフィットネス」（介護予防のための健康づくり運動）の普及のため、指導者養成、

調査研究等の各種事業を行い、要介護状態の予防及び防止を図り、高齢者社会の国民健康福祉に寄与することを目的とする。 

honda@f-nt.com  

 

特定非営利活動法人 団塊のノーブレス・オブリージュ 

理事長  櫻井 一郎 （さくらい いちろう） 

〒162-0051 

東京都新宿区西早稲田二丁目１番２３－５１１号 

この法人は、人生の新たなステージでの社会参加に意欲を持つ団塊世代を対象に、社会貢献へ向けての啓蒙・普及啓発活動や講

習会・研修会などの社会教育事業、政策研究事業などを行い、こうした活動や事業を通じて団塊世代の活力を導き出し、少子高

齢時代の中で明るい展望の持てる日本社会構築に寄与することを目的とする。 

dno-info@dankai.jp  

 

特定非営利活動法人 アビリティクラブたすけあい 

理事長  池口 葉子 （いけぐち ようこ） 

〒160-0021 

東京都新宿区歌舞伎町２－１９－１３ 

ＡＳＫビル７Ｆ 

本会は、市民によるたすけあいの理念に基づき、高齢者その他生活の支援を必要とする人々に対し、介護その他の生活支援、こ

れに関する事業ならびに調査研究、および公共政策の提案を行うことにより、少子高齢社会において市民が相互に自立し、福祉

の増進に寄与することを目的とする。 

tokyoact@maple.ocn.ne.jp 

 

特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団 

理事長  福島 達也 （ふくしま たつや） 

mailto:tuchida@sfk21.gr.jp
mailto:honda@f-nt.com
mailto:dno-info@dankai.jp
mailto:tokyoact@maple.ocn.ne.jp
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〒105-0004 

東京都港区新橋 6-7-9 

新橋アイランドビル 2階 

第３条 この法人は、世界各国の人々に対して、災害救援活動、環境保全活動、語学教育活動、医療福祉活動、技術支援活動、

芸術文化活動など、様々なボランティア活動に自主的に参加できるように、また、すでにボランティア活動に参加している個人

及び団体が継続的に活動できるように、育成と支援に関する事業を行うとともに、少子高齢社会で問題となる高齢者や障がい者

等に対する身元保証、生活支援、死後事務支援及び成年後見制度についての助言相談等を行い、広く公益の増進に貢献すること

を目的とする。 

npo@d1.dion.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 くらしの助け合いの会大田しあわせ 

理事長  神田 礼子 （かんだ れいこ） 

〒144-0051 

東京都大田区西蒲田７－９－１１ 

ラ・ヴィール西蒲田３０２ 

この法人は、少子高齢社会の中で、大田区及びその近隣の住民に対し、在宅福祉生活支援活動を行い、安心して暮らせる、人間

の尊厳を大切にする地域社会、福祉のまちづくりに寄与することを目的とする。 

shiawase@fancy.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー 

理事  新津 ふみ子 （にいつ ふみこ） 

〒141-0031 

東京都品川区西五反田２－３１－９－４０１ 

この法人は、介護サービスの評価の方法とシステム及び実施に関する事業を行い、その成果を利用者・住民に情報開示をし、研

修などを通し「利用者の選択」を支援すると共に、サービス事業者に対する研修とコンサルティングを行い、「良質なサービス

の提供」を支援し、高齢社会の福祉の向上に寄与することを基本方針とする。 

meiai@smile.ocn.ne.jp  

 

サポーターズ・クラブ 

理事長  田添 幸久 （たぞえ ゆきひさ） 

〒183-0021 

東京都府中市片町二丁目２１番地の１ 

加藤ビル３階 

この法人は、高齢者、介護従事者及び家族介護者等の一般市民に対して、介護者支援事業及び居宅サービス事業等を通して、高

齢者、介護者及び家族が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

info@nposc.jp  

mailto:npo@d1.dion.ne.jp
mailto:shiawase@fancy.ocn.ne.jp
mailto:meiai@smile.ocn.ne.jp
mailto:info@nposc.jp
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神奈川県 

特定非営利活動法人 かながわ福祉 NPO事業センター 

理事長  長谷場 和代 （はせば かずよ） 

〒231-0006 

神奈川県横浜市中区南仲通４丁目３９番地 

石橋ビル５階 

この法人は、日本社会が直面している少子高齢社会にともなう福祉政策課題への取り組みを「税金セクター」や「営利セクター」

に偏よらず、市民の参加と選択肢を拡げるために、非営利・協同の理念にもとづきＮＰＯ福祉事業の創出及び運営を支援し、も

って「市民セクター」を拡大・強化して社会福祉の健全な発展に寄与することを目的とする。 

fukusinpo@nifty.com  

 

特定非営利活動法人 杏の会 

代表理事  新井 信子 （あらい のぶこ） 

〒238-0052 

神奈川県横須賀市佐野町３丁目１８番地 

この法人は、一人一人が文化的に明るく楽しく生き生きと過ごせる地域社会になるように、共に考え合い、行動し、相互扶助を

目指し、介護及び福祉に関する事業を行い、社会全体の利益の増進を図り、誰もが安心して暮らせる社会創りに寄与することを

目的とする。 

anzunokai@mt.biglobe.ne.jp 

 

特定非営利活動法人 あおぞらの会 

理事  長島 高穂（ながしま たかほ） 

〒238-0023 

神奈川県横須賀市森崎４丁目３３番７号 

この法人は、神奈川県及びその周辺の人々に対して介護及び福祉に関する事業を行い、保健・福祉の増進を図る活動を通じて地

域の人々が住み慣れた町で安心して心豊かに暮らし続けていくために、少子高齢社会の中でお互いに助け合い、支え合うことの

できる街づくりの推進に寄与することを目的とする。 

jj9@mtj.biglobe.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 神奈川福祉活動ネット 

理事長  唐澤 毅 （からさわ たけし） 

〒240-0003 

神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町２丁目３６番６号 

この法人は、中高齢者で住居を借りることが困難な人々のための宿泊施設に関する事業及び高齢者や障害者など介護や看護が必

mailto:fukusinpo@nifty.com
mailto:anzunokai@mt.biglobe.ne.jp
mailto:jj9@mtj.biglobe.ne.jp
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要な方へのサービスを提供するとともに、特別養護老人ホーム等の介護施設並びに訪問介護事業所等への介護スタッフを派遣す

るなど、国籍を問わず国内で就業できる権利を有する者の雇用を斡旋し、高齢社会に寄与することを目的とする。 

yscsc2@xqj.biglobe.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 鎌倉ホームヘルプ協会ベルの会 

理事長  桑田 純代 （くわた すみよ） 

〒248-0012 

神奈川県鎌倉市御成町２０－６－１０２ 

この法人は、地域において高齢者及び障害者が人間らしく生き続けられるように、暮らしを支える活動をすることによって、自

立と連帯のまち作りを目指すことを目的とする。 

mamabell@fsinet.or.jp  

 

 

石川県 

特定非営利活動法人 バリアフリー総合研究所 

理事長  山田 文代 （やまだ ふみよ） 

〒920-0016 

石川県金沢市諸江町中丁３０３番地 

この法人は、石川県民に対して、バリアフリー社会の推進のために住宅整備、バリアフリー機器、まちづくり等の調査、研究、

アドバイス等の事業を行い、地域社会に寄与することを目的とする。 

b.f@swan.ne.jp  

 

 

静岡県 

特定非営利活動法人 福祉のまちづくり市民ネットワーク 

理事長  酒井 英司 （さかい ひでじ） 

〒432-8052 

静岡県浜松市東若林町１２２０番地の５ 

ユニバーサルデザインの理念を基本に、障害の有無や年齢・性別、文化や国籍等を超えて、すべての人々が安全に安心して暮ら

すことのできる快適で潤いのある都市づくりを推進し、もって地域社会の発展と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

-map@mail.wbs.ne.jp  

 

 

愛知県 

特定非営利活動法人 白働塾 

理事  岡部 哲子 （おかべ てつこ） 

mailto:yscsc2@xqj.biglobe.ne.jp
mailto:mamabell@fsinet.or.jp
mailto:b.f@swan.ne.jp
mailto:f-map@mail.wbs.ne.jp
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〒451-0042 

愛知県名古屋市西区那古野２丁目１１番２２号 

丸井ビル 

この法人は、名古屋市及びその周辺の高齢者及び心身障害者に対して、福祉サービスに関する事業を行い、高齢者が地域社会の

中で生き生きと生活できる社会を実現するための活動、情報提供などをし、もって社会全体の利益に寄与することを目的とする。 

hakudou@starcat.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 さわやかファミリーサポートサンター 

理事長  丹下 多榮美 （たんげ たえみ） 

〒493-0001 

愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田字北宿五の切１４３番地 

この法人は、家族のような気持ちで、家族丸ごとの助け合いをスローガンに、少子・高齢社会の中ですべての年齢層の市民を対

象に、助け合いの精神に基づいたふれあい社会づくりの目標のもとに、ともに協力・参加し合って福祉サービスを提供すること

によって、誰もが安心して暮らせる地域福祉社会を実現することをもって、社会全体の利益に寄与することを目的とする。 

sfsc@dream.ocn.ne.jo  

 

特定非営利活動法人 ふれあいサロン さん・さんガーデン 

代表理事・理事長  井浪 典子 （いなみ のりこ） 

〒493-8002 

愛知県一宮市北方町曽根字虫祭９３番地の１ 

この法人は、家族のような気持ちで、家族丸ごとの助け合いをスローガンに、少子・高齢社会の中ですべての年齢層の市民を対

象に、助け合いの精神に基づいたふれあい社会づくりの目標をもとに、ともに協力・参加し合って福祉サービスを提供すること

によって、誰もが安心して暮らせる地域福祉社会を実現することをもって、社会全体の利益に寄与することを目的とする。 

norinori173@isis.ocn.ne.jp  

 

 

滋賀県 

特定非営利活動法人 ホームママ 

かわだ ひさこ 

520-0803 

滋賀県大津市竜が丘１５番１８号 

この法人は、子供・障害がある人・高齢者に「いつでも、だれにでも、安心で質の高い医療・福祉サービス」を提供することに

より少子高齢社会の生活の質の向上に寄与することを目的とする。 

homemama@guitar.ocn.ne.jp  

 

 

mailto:hakudou@starcat.ne.jp
mailto:sfsc@dream.ocn.ne.jo
mailto:norinori173@isis.ocn.ne.jp
mailto:homemama@guitar.ocn.ne.jp
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京都府 

特定非営利活動法人 シーズネット京都 

代表理事  岩見 太市 （いわみ たいち） 

〒606-0817 

京都府京都市左京区下鴨西林町６番地 

上文堂ビル 

この法人は、豊かな高齢者づくり不可欠な高齢者自身の主体的な生き方を目指すための活動として、「仲間づくり」と「役割づ

くり」をキーワードにしたグループ作りネットワークづくり、拠点づくりを中心とした事業を行い、安心した老後人生の新たな

価値観を自らのパワーで作り出すことができるよう、豊かな高齢社会の推進に寄与することを目的とする。 

seeds-n@rapid.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ユニバーサル・ケア 

代表理事  内藤 健三郎 （ないとう けんざぶろう） 

〒600-8813 

京都府京都市下京区中堂寺南町１３４番地 

京都高度技術研究所内 

この法人は、少子高齢社会において各世代が、高齢者の権利擁護のための活動、身体と心の健康を維持する活動、ならびに伝統

文化を守りこれを継承する活動等に積極的に参画することを支援し、それらの活動を通じて、社会および世代間相互の問題につ

いての理解を深め、互いに助け合いながら、安全、かつ健やかで豊かな社会の実現を推進することを目的とする。 

knaito@kyoto-koken.net  

 

特定非営利活動法人 あい・ライフサポートシステムズ 

理事長  奥村 雅彦 （おくむら まさひこ） 

〒604-8874 

京都府京都市中京区壬生天池町１番地 

ファミールガーデン二条駅前５３０号 

この法人は、一般の個人及び団体に対して、介護サービスに関する普及・啓蒙を行い、高齢者住宅及び介護福祉施設の設置に関

する助言・相談、身体・精神障害者に対する介護支援、精神障害者に対する成年後見支援など高齢者福祉及び精神障害者福祉に

関する事業を実施することによって、福祉の増進に寄与することをを目的とする。 

info@ai-life.org  

 

 

大阪府 

特定非営利活動法人 エイト 

代表理事  梅垣 宏 （うめがき ひろし） 

〒567-0825 

mailto:seeds-n@rapid.ocn.ne.jp
mailto:knaito@kyoto-koken.net
mailto:info@ai-life.org
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大阪府茨木市園田町２０番２０号 

この法人は、高齢社会に向けて地域社会での福祉、保健、医療、の連携を行い、より充実した福祉環境を作りそれを運営するこ

とを目的とする。 

cikazu@hera.eonet.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ふれあいぽっぽ 

理事長  國司 晴相 （くにし はるみ） 

〒567-0036 

大阪府茨木市上穂積２丁目１－１０ 

この法人は、高齢者の介護というテーマに関して、高齢者が住み慣れた街で、地域の人々と共に安心して人間らしい生活を維持

できるように支援すること、また何らかの介護を必要とする高齢者を在宅或いは施設での介助をすることを通じて、高齢者の自

立の支援とノーマライゼーションの実現を目指し、もって、人間性あふれ、魅力ある高齢社会の創造に寄与することを目的とす

る。 

po-ppo@col.hi-ho.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 長寿社会システム研究機構 

理事長  佐藤 正 （さとう ただし） 

〒540-0025 

大阪府大阪市中央区徳井町２丁目４番１５号 

この法人は、高齢化社会にふさわしい保健・医療・福祉計画の実施に必要な調査研究を行うとともに指定介護老人福祉施設、在

宅福祉サービスなどの質の向上及び運営評価に必要な事項について研究開発することを目的とする。 

ngo.npo@abeam.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 高槻の高齢社会をよくする会 

代表理事  山本 洋子 （やまもと ひろこ） 

〒569-1147 

大阪府高槻市土室町３６番５号 

つどいの家はむろ 

この法人は、地域住民の参加により、高齢者や障害を持った人達等が在宅で安心して暮らせるために、必要な保健、医療、福祉

の支援に関する事業を行い、人として尊厳を持って生きられる豊かな人間関係を創ることで地域社会に貢献することを目的とす

る。 

hamuro@alpha.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 安心して老いるための会 

管理者  松岡 美代子 （まつおか みよこ） 

〒597-0001 

mailto:cikazu@hera.eonet.ne.jp
mailto:po-ppo@col.hi-ho.ne.jp
mailto:ngo.npo@abeam.ocn.ne.jp
mailto:hamuro@alpha.ocn.ne.jp
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大阪府貝塚市近木１０４４番地 

この法人は、豊かな高齢社会の実現に向けて介護、街づくり等、各種事業の展開をはかり、地域の福祉の推進に寄与することを

目的とする。 

oirukai@minos.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 高齢社会をよくする会 

代表理事  児玉 節 （こだま せつ） 

〒564-0032 

大阪府吹田市内本町１丁目２２番２９号 

この法人は、高齢者が尊厳ある「生」をまっとうするのに必要な高齢者問題解決のため、高齢社会の男女平等を実現し、自立し

た個人が共生できる介護等に関する事業を含めた住居の建設・運営を行い、新しい地域コミュニティーづくりに貢献し、高齢者

への積極的な支援を行うことを目的とする。 

forum-e@mx11.freecom.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ふくてっく 

代表者 小川 忠雄 （おがわ ただを） 

〒559-0034 

大阪府大阪市住之江区南港北２丁目１番１０号 

ＡＴＣ ＩＴＭ棟１１階 エイジレスＬ 

この法人は、高齢者・障害者の自立またはその介助を支援するための住環境整備に関わる直接的・間接的事業の遂行を通じて、

市民による自発的な社会参加と心身のバリアフリーを実現し、もって社会全体の利益の増進に寄与する事を目的とする。 

mail@fukutech.sakura.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ 

会長  高畑 敬一 （たかはた けいいち） 

〒540-0028 

大阪府大阪市中央区常磐町２－１－８ 

親和ビル４Ｆ 

この法人は、自立、奉仕、助け合いをモットーに、社会参加と市民相互扶助の精神に基づき、高齢社会に相応し、地域社会作り

の推進に関する事業を行い、社会全体の利益と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

info@nalc.jp  

 

特定非営利活動法人 エルダーホステル協会 

代表理事  大原 美和子 （おおはら みわこ） 

〒552-0021 

大阪府大阪市港区築港二丁目８番２４号３０４ 

mailto:oirukai@minos.ocn.ne.jp
mailto:forum-e@mx11.freecom.ne.jp
mailto:mail@fukutech.sakura.ne.jp
mailto:info@nalc.jp
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本法人は、日本および外国の高齢者を対象に、「旅、学習、出会い、交流」を織り込んだ生涯学習講座の提供を通じて、積極的

な社会参加を目指す高齢者のエンパワーメントを支援し、意欲ある高齢者の増加を図り、活力ある明るい高齢社会の実現に寄与

すると共に、広く国際相互理解の推進を目的とする。本法人の提供するエルダーホステル方式と呼ばれる創造的で革新的な生涯

学習講座の参加者が、現地集合、現地解散型の旅により自立自助の精神を養い、多様な講座内容により国際的視野を広げ、教養

を深め、異文化、異世代との出会いにより他者との共生、寛容の精神を育み、参加型学習により主体的な学習と積極的な社会参

加への意識を高め、宿泊に伴う非日常的な環境のなかで、学歴、国籍を問わず、さまざまな同世代人と共に学ぶ連帯意識を向上

することを目指している。 

info@jpelder.org  

 

特定非営利活動法人 訪問介護サービス 優 

代表理事  辻岡 尚武 （つじおか ひさたけ） 

〒573-0022 

大阪府枚方市宮之阪四丁目２３番１２号 

この法人は、社会への参加に関して高齢者・障害者の生きがいを援助し、介護を行う人材を育成することで、真のノーマライゼ

ーションを達成し、もって社会の創造に寄与することを目的とする。 

kaigo-yu@kcat.zaq.ne.jp  

 

NPO法人ふれあいサポート 

理事長・代表理事  舩本 幸二 （ふなもと こうじ） 

567-0048 

大阪府茨木市北春日丘４丁目４－４１ 

この法人は、高齢者の活用や生きがいづくりに関する事業を実施するとともに、それらに関する他の団体への支援活動を行うこ

とによって、豊かな稔りある高齢社会の建設に寄与する。また、地域社会における通学見守りや、パトロールなど子供たちの安

全を確保するとともに、世代間交流を深めることにより、次代を担う子供たちの健全育成を促進することを目的とする。 

cades900@hcn.zaq.ne.jp  

 

 

兵庫県 

特定非営利活動法人 ピア・しんぐう 

理事長  牛建 文彦 （うしたて ふみひこ） 

〒679-4315 

兵庫県揖保郡新宮町井野原字中泓４８１番地１ 

この法人は、高齢者及び子どもとその家族等に対して、少子高齢社会に伴う介護並びに育児をはじめとする地域課題を地域住民

と協働して支援する事業を行うことによって、まちづくりの推進と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

piasinguu@kjd.biglobe.ne.jp  

 

mailto:info@jpelder.org
mailto:kaigo-yu@kcat.zaq.ne.jp
mailto:cades900@hcn.zaq.ne.jp
mailto:piasinguu@kjd.biglobe.ne.jp
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特定非営利活動法人 西播磨福祉支援協会 

理事長  木村 雅博 （きむら まさひろ） 

〒678-1232 

兵庫県赤穂郡上郡町竹万３８１番５ 

この法人は、進みゆく超高齢社会及び障害のある方の社会参加のための各種多様なニーズに応えるべく、高齢者や障害者への福

祉サービスの提供や介護者への支援並びに各種関係機関と調整を図り、福祉サービスをコーディネイト出来る機能を併せ持ち、

地域社会に溶け込み、地域社会の福祉発信基地となり先駆的なサービスを以って文化的で快適な生活と福祉の増進及び、地域の

活性化、美術・芸術の振興、環境保全活動、被災地での救助活動・支援活動、海外の国との異文化交流を通して公益の増進に寄

与することを目的とする。 

ako.no.1-nagomi@woody.ocn.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ひょうごWAC 

理事長  中辻 直行 （なかつじ なおゆき） 

〒652-0803 

兵庫県神戸市兵庫区大開通７丁目６番２号８０５ 

この法人は、教科書のない高齢社会の中で生活援助を必要とする人々に対して、健やかに暮らせる地域社会づくりと福祉文化の

増進を図るため、市民参加による事業を行い、地域の活性化に寄与することを目的とする。 

npohyogowac@aol.com  

 

 

和歌山県 

特定非営利活動法人 WAC わかやま 

理事長  中村 富子 （なかむら とみこ） 

〒640-8145 

和歌山県和歌山市岡山丁２３番地 

この法人は、長寿社会に関する効果的な活動を推進するとともに、これらに関する調査、啓発活動、高齢者の健康と生きがいづ

くり、少子高齢社会への支援活動とその人材育成、ならびに地域の総合扶助の活性化促進活動を行い、もって豊かで活力と思い

やりのある社会の構築、発展に寄与することを目的とする。 

cfare601@jtw.zaq.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 ほんまち平安の家 

理事長  平川 幾代 （ひらかわ いくよ） 

〒720-0061 

広島県福山市丸之内２－５－６ 

この法人は、高齢者に対して、グループケアに関する諸事業を行い、地域福祉発展に寄与することを目的とする。 

heian@f7.dion.ne.jp  

mailto:ako.no.1-nagomi@woody.ocn.ne.jp
mailto:npohyogowac@aol.com
mailto:cfare601@jtw.zaq.ne.jp
mailto:heian@f7.dion.ne.jp
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徳島県 

特定非営利活動法人 咲風会 

代表理事  正木 恵吾 （まさき けいご） 

〒778-0012 

徳島県三好郡池田町字イケミナミ１９０１番地の６ 

咲風会は、高齢社会にあって、安心して老後を迎えることができる充実した福祉制度及び地域社会実現のために、年齢、性別、

職業を越えた幅広い層の人々がともに考え、学び、行動する会です。私たちの会は、住民が求める福祉について調査、研究、提

言するとともに、三好郡内を中心に高齢者・障害者等、住民の生活自立を支援するサービスを提供することを通じて、よりよい

地域社会を目指します。 

colon@cn02.awaikeda.net  

 

 

香川県 

特定非営利活動法人 すばる 

理事長  長谷川 勇 （はせがわ いさむ） 

〒769-2702 

香川県大川郡白鳥町松原１０１１番地２ 

この法人は、高齢者に対して、福祉の増進並びに能力の維持発展に関する事業を行い、暮らしやすい高齢社会の創造に寄与する

ことを目的とする。 

sammys@anet.ne.jp  

 

 

愛媛県 

特定非営利活動法人 皐月 

理事長  青野 勇 （あおの いさむ） 

〒794-0041 

愛媛県今治市松本町４丁目６－４ 

この法人は、高齢者に対して、介護サービスに関する事業を行うとともに、痴呆症・介護に関する情報を提供し、文化活動・介

護教育活動等を通じて地域社会と交流を図る事で、互いに助け合い、個人が尊厳を持ちつつ心豊かにすごせる社会の醸成に寄与

することを目的とする。 

klily@d5.dion.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 アクティブボランティア 21 

理事長  楠野 義計 （くすの よしかず 

mailto:colon@cn02.awaikeda.net
mailto:sammys@anet.ne.jp
mailto:klily@d5.dion.ne.jp
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〒790-0951 

愛媛県松山市天山２丁目４番１７号 

この法人は、不特定かつ多数の者に対して、保健・福祉の増進、社会教育・まちづくりの推進、スポーツの振興、国際協力及び

子どもの健全育成に関する事業を行い、公益の増進に寄与することを目的とする。 

active21@atomgroup.net  

 

 

福岡県 

特定非営利活動法人 久留米たすけあいの会 

代表理事  佐藤 須美子 （さとう すみこ） 

〒839-0803 

福岡県久留米市宮の陣町大杜４２９番地の７ 

本会は、地域住民が、困った時にお互いに助け合う事によって、高齢社会を健康で生き甲斐をもち、安心して生涯を過ごし、明

るい活力ある長寿・福祉社会を目指し、自主、自立、自由の精神をもって、在宅福祉サービスに関する事業等を行い、福祉の増

進を図ることを目的とする。 

BHD40AAK@wamnet.wam.go.jp  

 

特定非営利活動法人 高齢者グッドケアサポートセンター 

理事長  久芳 惠子 （くば けいこ） 

〒836-0836 

福岡県大牟田市左古町１－２ 

この法人は、高齢者等の健康と自立した生活の支援を図るとともに、地域の相互扶助機能の活性化の促進を目指して、高齢者等

に対して、介護保険に関する事業等を行い、豊かで活力のある社会の構築、発展に寄与することを目的とする。 

mirapro@d9.dion.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 寺子屋晴耕雨読 

理事長  城下 邦芳 （しろした くによし） 

〒810-0004 

福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１番１号の２６ 

この法人は、生活を営む上で問題を抱える高齢者を中心とした、他者の支えが必要と思われる人や、それらの人を支える援助者

に対して、男女共同参画や世代間交流を通じて、地域に住む良き隣人として関わりながら、ソーシャルサポートネットワークを

形成しつつ、介護支援や社会教育に関する事業などを行い、地域の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

seikouudoku@m8.dion.ne.jp  

 

特定非営利活動法人 福岡高齢者排泄改善委員会 

理事長  宮  良春 （みやざき よしはる） 

mailto:active21@atomgroup.net
mailto:BHD40AAK@wamnet.wam.go.jp
mailto:mirapro@d9.dion.ne.jp
mailto:seikouudoku@m8.dion.ne.jp
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〒812-0033 

福岡県福岡市博多区大博町１番８号 

この法人は、高齢者排泄機能障害者の排泄機能改善のための必要な実地調査と改善の検証及び、排泄ケアの知識・技術の普及・

啓発を行うことで、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。 

info@fukuokahaisetsu-net.org  

 

 

大分県 

特定非営利活動法人 グリーンライフ倶楽部 

理事長  小野 小夜子 （おの さよこ） 

〒874-0919 

大分県別府市石垣東１－２－８の３０２ 

この法人は、自己の人生を自立的に全うするために必要な、死後事務処理の受託、遺言執行、事理弁識能力が不充分となった際

の生活支援、後見、後見監督業務の受託等の事業等を行い、社会的弱者の人権保護を図り、又それと共にスポーツ大会、音楽鑑

賞会、陶芸教室等の開催を通じて芸術、文化、スポーツの振興を図り、文化的で快適な生活の増進寄与することを目的とする。 

glc_gotou@yahoo.co.jp  

 

 

mailto:info@fukuokahaisetsu-net.org
mailto:glc_gotou@yahoo.co.jp

