平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

設立目的・活動内容

1

多くの皆さまに音楽を通して心豊かな時を過ごしていただきたい。
音楽活動を通じて地域社会に貢献するＮＰＯ法人トリトン・アーツ・ネット
ワーク。
特定非営利活動法人
中央区晴海のトリトンスクエアの第一生命ホールを拠点に、2001年よりホー
トリトン・アーツ・ネットワーク ルでの自主企画コンサート活動とホール周辺地域への学校施設や福祉施設等
へ音楽をお届けするコミュニティ活動を二本柱に、会員（個人・法人）とサ
ポーター（ボランティア）に支えられて活動を行っています。

2

特定非営利活動法人
東京中央ネット

日本国内、日本国外の人々に対し、東京都中央区に関する諸情報を提供し、地域
のデジタルネットワーク化の推進、新たなコミュニティーの確立、地域の活性化に関
する事業を行い、中央区の発展に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人
ＮＰＯサポートセンター

NPOサポートセンターは、1993年に日本最初の民設民営のNPO支援組織として誕
生して以来、アドボカシーと人材育成を活動の柱として、NPOによる新しい社会シス
テムの構築を目指し、NPO・企業・行政の連携を促進する展開を行っている。中央区
内では、地域の社会貢献活動団体の各種相談から、事業化のサポートを実施して
いる。
・「協働ステーション中央」の事業委託（2010年4月～）
・都心型協働社会システム協議会（企業の社会貢献の活動支援）の事務局（2012年
～）

4

○中央区環境保全ネット
ワーク

中央区の環境保全に取り組み、より良い地球環境を次世代に残すことを目的
にして２００２年１月に設立しました。本年で１１周年を迎えます。年間活
動は、「子どもとためす環境まつり」をはじめ築地市場ゴミゼロキャンペー
ン・浜離宮クリーンエイド・エコまつり・ブーケまつり・桜川打ち水大作戦
とイナッ子教室・檜原村で中央区のふるさと大発見ツアーなどがあります。

5

○中央区点字友の会

6

○シニアとハンディのため
のおしゃれを楽しむ会シン
デレラ

3

7

特定非営利活動法人
東京都中小企業経営支援
センター

8

特定非営利活動法人
手話技能検定協会

9

特定非営利活動法人
日本伝統芸能振興会

10

特定非営利活動法人
証券学習協会

11

特定非営利活動法人
アクアバ・ガーナ

視覚障害者の福祉の向上と障害者との共生を考える
身体に障害のある方や高齢者の方などの衣服の解決、発表などを行っていま
す。（着脱しやすい、楽しく出かけられるような服の発表）（着物のリ
フォームではタンスにねむっている着物をスーツ、スカート、ジャケット、
パーティードレスなどに作り替えています。）
私たちは、中小企業診断士を中心に組織されたNPO法人です。中央区の中小企業
の皆さまへの経営支援等の事業を行うことにより、経済活動の活性化、まちづくりの
推進、情報化社会の発展、雇用機会の拡充の支援、社会教育の推進などの活動を
通じて、中央区の発展のためにお役に立ちたいと考えています。
そのような理念のもとに、私たちは①各種経営相談、②中央区出張相談、③中央区
E-mail商工相談等のさまざまな活動を行っています。
2001年2月1日、政府の正式な認定を受け発足しました。発足以来、手話の普及活
動および手話教育を行う人材の養成に関する事業を行っています。活動の中核をな
す「手話技能検定試験」は2001年からスタートし、年3回、全国各地で実施していま
す。年間約1万人の方々に受験していただいており、日本で最初の手話検定試験と
して定着してきました。また、今日では数多くの企業や学校などにも、団体用の試験
制度を利用し受験していただいております。
世界遺産である歌舞伎の次世代への継承、創造・発展を目的として設立しました。
主に、日本が誇る歌舞伎の普及、歌舞伎を次代に継承、歌舞伎を支えるスタッフの
育成、歌舞伎のインフラ整備の４つを軸に精力的に活動を行っています。
平成3年～ 家柄以外の歌舞伎俳優による歌舞伎公演（全国各地で開催）
平成17年～ 後継者育成の為のこども・若草歌舞伎設立（毎年発表会を開催）
証券関連の会社などで働いていた人々が「国民生活のニーズに応じ、中立公正な
立場に立って証券知識の普及活動をする」ために1999年に立ち上げたもの。株式投
資や投資信託の基礎講座の開催、講師の派遣、講座受講の卒業生有志の勉強会
などの活動を行っている。基礎講座では「株式投資のリスクの把握」「投資家の立場
に立つ」「あらゆる情報を客観的にみる」「誰もがりかいするために質問の機会を多く
する」ことを基本としている。
この法人はガーナ共和国への国際協力事業として、青少年の教育振興、社会生活
基盤の整備、自然環境保全、保健・医療・福祉の充実及び農業・水産振興等の支援
活動を図り、ガーナ共和国の人々の健康で文化的な生活の実現に寄与し、もって日
本国とガーナ共和国の友好親善と両国の社会経済の発展に資することを目的とす
る。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

設立目的・活動内容

この法人は、社会問題化している違法駐輪、駐車対策に賛同する個人、企業、団体
等と協働し、主として自転車、自動車の違法駐車解消、駐輪・駐車場の整備のあり
特定非営利活動法人
方、交通安全対策に関する幅広い情報の提供と支援・協力を行い、環境保全活動
12
駐輪・駐車場情報センター 等地域全ての人達の住み良い、働き易い、安全なまちづくりの実現に寄与すること
を目的とする。
この法人は、環境にやさしい車社会実現のために、これからの駐車場づくりを踏ま
えたコインパーキングをはじめとする駐車場対策や違法駐車対策に賛同する個人、
特定非営利活動法人
13 日本パーキングビジネス協 企業、団体等と協働し、主として駐車場の整備のあり方、交通安全対策、違法駐車
対策に関する幅広い情報の提供と支援・協力を行い、環境保全活動等地域全ての
会
人達の住み良い、働き易い、安全なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

14

公益財団法人
パブリックリソース財団

「意志ある寄付」で社会変革をめざし、①資金等を募り、管理・活用する事業（基金
やオンライン寄付サイト運営）、②企業の社会貢献活動の支援（社会貢献活動の設
計・実施支援、社員による募金制度の構築、ＣＲＭ（商品の販売に連動した寄付）コ
ンサル）、③社会的活動を行うＮＰＯ 等に対する研修事業、④調査研究、情報発
信、政策提言に関する事業（社会問題の調査研究、ＮＰＯ等の組織評価・事業評価）
を行っている。
引きこもりを抱えた家族の支援活動

15 ○萌の会

16

特定非営利活動法人
九曜クラブ

17

特定非営利活動法人
日本経営士協会

18

特定非営利活動法人
自治創造コンソーシアム

特定非営利活動法人
19 アジア・チャイルドケ

ア・リーグ

20

特定非営利活動法人
はな街道

特定非営利活動法人
21 日本自費出版ネットワー

ク

この法人は、スポーツを楽しむ老若男女に対して、サッカーを中心としたクラブチー
ムの運営や各種スクールなどを開催することで、地域スポーツの振興を図り、もって
豊かなスポーツライフの実現とそれを通じた地域コミュニティーの活性化に寄与する
ことを目的とする。
日本経営士協会は、日本最初の経営コンサルタント団体です。永年伝統と格式を持
ち、経営コンサルタントの育成という地道な活動をしてきました。創立50周年契機
に、さらなる発展と社会へ貢献を目指し、平成15年9月にＮＰＯ法人として再スタート
を切りました。
当協会には、質の高い会員が「共育」と言って相互研鑽し、「共業」と言って相互に強
みを発揮できる共同業務を行っています。定期的に研究・研修・講演習会を開催す
るだけでなく、メーリングリストを通じても共育共業をしています。また、企業のコンサ
ルタントや講師依頼などがあると、それを会員に紹介し、これらを通じて質の高い業
務遂行を行っています。
この法人は、実践的な自治のシンクタンクとして、自治体学会等のネットワークを活
用して、新たな政策・制度、プロジェクト、システム等構築のアドボカシー（提案）、イ
ンフォメーション（発信）、アシスタント（支援）、インキュベーション（創生）を行うととも
に、市民自治を担う"Next Generation"（人材）を創出し、もって市民社会における地
域ガバナンスの創造及び市民自治の実現をめざすことを、目的とする。
NPO法人アジア・チャイルドケア・リーグは、小児がんのキュアとケアを目指
し活動する団体です。現在、東京を拠点に、日本・アジアでの活動を行って
います。
小児がんの子どもたち・ご家族、医療従事者のニーズに沿い、医療面ならび
に社会福祉面から小児がん治療支援、患児・家族へのケアに取り組んでいま
す。社会に向けた小児がんについての正しい理解や支援のための啓発活動、
アジア諸国を含めた海外の関連団体との協働事業も積極的に展開していま
す。
この法人は、一般市民に対して、東京を花と緑あふれる世界有数の魅力ある景観を
持つ都市にすることを目標として、その実現のために行政とともに周辺住民・町会・
企業・団体の協力を得、道路環境美化・緑化・清掃事業を行い地域の環境美化およ
び都市観光の促進をはかり都市の活性化に寄与することを目的とする。

日本では毎年多くの自費出版物が刊行されており、重要な情報・文化・自己
表現メディアになっています。
NPO法人日本自費出版ネットワークは、こうした広範に普及している自費出版
を、新しい民衆文化、新しいメディアとして積極的にとらえ、その普及を通
じて地域に根ざした学術、文化、歴史、芸術の振興と豊かな市民文化の創造
を目指して1996年に設立、2004年からはＮＰＯ法人として、毎年日本自費出
版文化賞（社団法人日本グラフィックサービス工業会主催）の主管団体とし
てその実施と運営のすべてを責任もって担当しています。
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特定非営利活動法人
22 子どもと大人の学びやこ

のはな学舎

23

特定非営利活動法人
日本朗読人協会

24 アイサーチ・ジャパン

特定非営利活動法人
25 シニアボランティア経験

を活かす会

特定非営利活動法人
26 芸能サポートネットワー

ク

27

28

29

30

善の快

特定非営利活動法人
リバーシティ２１

特定非営利活動法人
東京断酒新生会

特定非営利活動法人
からだとこころの発見塾

特定非営利活動法人
場の研究所

設立目的・活動内容
この法人は全ての子どもと、子どもを取り巻く大人が生き生きと生きられる
よう援助するために、子どもが自分らしく居られて創造的人格を形成してい
くことのできる学びの場の提供と、親や子どもに関わる大人のための学びの
場の提供を行い、さらに心理教育相談等を行うことにより、子どもの健全育
成と社会教育の推進を図り、もって地域と社会の利益に寄与することを目的
とする。
朗読に関心のある人々に広く参加を求め、高齢者や視覚障害者への朗読ボラ
ンティア活動を通じて社会福祉に貢献すると共に、朗読教室開催や朗読講演
活動を通じてコミュニケーション能力の向上と朗読文化の普及に寄与する。
また、日本の文化、芸術や地域固有の文化の振興及び国語教育に寄与するこ
とを目的とします。
イルカ・クジラを大切にし、彼らが生きていく環境を守るためには、彼らの
生態について正しく知るということが、何よりも大切だと考えています。
「イルカ・クジラが好き。だから、彼らの暮らす海の自然を大切にした
い。」アイサーチ・ジャパンは、そんな人たちをつなぐネットワーク。イル
カ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組んでいます。
JICAシニア海外ボランティアや日系社会シニアボランティアの経験者を中心
に、国際協力や国際理解の活動を目的に2004年に設立された。小学校、中学
校、高等学校、大学などの各種教育機関や企業、団体、公民館、市民セン
ターなどの研修や講演会への講師派遣、国際フェスタ等への出展、国際ボラ
ンティアとして活躍を目指している方々に現地での経験に基づいた情報提供
などを行っている。
会員数145名、会員が活動した国は世界の約50カ国。
2005年9月設立。明治座アカデミー（東京・浜町にある「明治座」が主宰する
俳優養成所、シニア世代にも門戸を開いたことが特徴）での１年半に及ぶ演
劇指導を受けてきたメンバーを中心に芸事やボランティアに興味があるシニ
ア層が中心の団体。
・年一回の有料劇場公演（本格的な時代劇）
・随時の施設でのボランティア公演（演芸）
・年に複数回の九州支部による「愛と平和のコンサート」
（クラッシック音楽のボランティア公演）
スポーツ文化の普及・定着を願い平成18年4月12日に中央区サッカースポーツ
少年団のボランティア指導者有志により設立したNPOです。
スポーツで地域をつくるNPOです。スポーツは多くの人とコミュニケーション
がとり易い、そんな機会「場」をつくります。そして、スポーツを「する」
「観る」楽しみがある、そんなまちづくりを目指します。
昭和２８年に結成された当会は、酒害相談、酒害啓蒙活動の展開によりアル
コール依存症の救済日夜努力を傾注している。都内２４地域断酒会を有して
いるが、中央区は未設置地区である。当会の設立目的である酒害啓蒙活動の
全都的推進のためネットワーク強化を図りたい。
「医療を動かす」をテーマに開講された「東京大学医療政策人材養成講座」
1期生有志により、2006年6月にNPO法人として活動を開始。
自分のからだとこころについて気づきを得て、生老病死に向き合い、
行動できるようになることを目標としている。
多彩なメンバーがさまざまなテーマでイベントや出前授業を実施しており、
「科学者や医師とお茶を飲みながら話すサイエンスカフェ」
「多様な人たちが集まり、みんなで医療について考える会」などを継続中。
日本独特の文化である「場の思想」を研究テーマとしている法人です。
今という時代を新しい文明が生まれるまさに大転換期にあると捉え、人と
人、そして人と自然の共存のための新しい価値を創出する社会の発展に寄与
することを目的としています。
私たち一人一人がコミュニティー的生命世界に生きる”共生の論理”つまり
「違いを認める文化」であり、これを私たちは「場の文化」と呼んでいま
す。
【主な活動】
・場の研究所定例勉強会
・・・広く一般市民を対象に「場の論理」に基づいた勉強会を開いていま
す。
・「場の論理／技術」に基づき、企業や団体への経営支援事業を行っていま
す。 など。
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名

特定非営利活動法人
オーソティックスソサエティ

設立目的・活動内容
この法人は、足の機能や靴に関する基礎とその応用研究、関連各方面との連
絡、連携および情報の提供により、足の障害予防、健康の増進に関する普及
を図り、社会へ寄与することを目的とする。

中央区初の公認まち歩きボランティアガイド団体です。江戸中心地であり、
近代東京の先進地であった中央区の歴史・文化・伝統を受け継ぎ、区内の史
○中央区文化財サポーター 跡・旧跡・名所・観光などを幅広く多くの人々に紹介するとともに、日々進
32
協会
化する区内の鼓動と魅力を伝えています。
「ひとつの世界、一つの人類」というビジョンを掲げ、その実現に向かって
行動し、「全ての人が自立し、想い通りに生き、自分の大切さに気づき、ま
○ワンワールド・ワンピープ わりの全てを大切にし、全ての人が幸せになる」輪を広げていく事。
33

ル協会

34

みんなの子育てひろば
あすなろの木

国内外の湿地の保全に取り組むNPOです。
私たちの団体は、全国の研究者や環境省とともに水域生態系のモニタリング
調査を行っています。また、全国の環境NGOと協働して湿地の保全を 推進す
るため、ラムサール条約のCEPA活動（Communication, Education,
Participation and Awareness；交流・教育・参加・普及啓発）の窓口となっ
ています。
明治座アカデミー三期生有志により結成。俳優を講師に招き、演劇の手法に
よる朗読を行っています。月2回、久松幼稚園にて読み聞かせ。他に学校等訪
問公演。２００６年より年1回「みんなで楽しもう！絵本の世界」劇場公演を
開催。満員のお客様が支えてくださっています。生演奏によるBGMも入り、子
どもはもちろんのこと、大人の皆様こそが絵本の世界を楽しんでくださって
います。1年間かけて舞台の作品を作り上げていくのが醍醐味です。
子育て中のお母さんやお子さんにとって住みやすい地域となるよう憩いの場
として、また、次世代の子ども達の育成、明るく温かい子育て環境の育みな
ど子ども及び子育てをしている親達が気軽にコミュニケーションできる子育
て支援の拠点をめざし設立。

特定非営利活動法人
ＮＰＯリブグリーン

高齢者を含むハンディーキャップを負う方及びその周辺の介護に従事してい
る方に対して心身ともに健やかに生活できる住空間の創造、構築に関する事
業を行い、ハンディーキャッパーの社会への復帰、参加及び自立支援を行い
地域社会作りと福祉の増進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人
日本国際湿地保全連合

35 ひさまつ読み聞かせの会

36

37

38

39

特定非営利活動法人
銀座ミツバチプロジェクト
特定非営利活動法人
国連支援交流協会

ミツバチの飼育並びにハチミツの生産及び活用を通して、環境に配慮した街
づくりに寄与することを目的とする。

この法人は、国連の活動を支援することを通じ、平和、福祉、安全、環境保
全、人権など、地球規模での諸問題解決を目指し、国際相互理解の促進に貢
献寄与することを目的とする。

東商関連のNPOであるJJC（自由時間倶楽部）頼れる大人の会は元気な中高年
が集い「いきがい」と「楽しみ」を感じながら社会参加や社会貢献を目指す
団体です。10年前の発足当初は良き傾聴者になる為カウンセリングを学びま
40 ＪＪＣ 頼れる大人の会
したが、現在は月例のセミナー、年２回の社会見学、隔月の会員同士の話し
合いをおこなっています。10周年を機に、今後若い人との世代間、海外の人
との国際間でのしゃべり場も実施予定です。
この法人は、一般市民を中心に医療関係者と連携し啓発事業、患者・家族支
援事業、治療開発支援事業などの小児がん治療環境改善を図る活動を通じ
特定非営利活動法人
41 小児がん治療開発サポート て、小児がんに罹患した全ての子どもとその家族が、安心して医療の提供を
受けられ、満足した結果を得られるような当たり前の社会の実現を目的とす
（ＳＵＣＣＥＳＳ）
る。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

42

体

名

特定非営利活動法人
日本スクールコーチ協会

特定非営利活動法人
43 【仕事と子育て】カウンセリ

ングセンター

特定非営利活動法人
44 地域の防災と町づくりを研

究する会

設立目的・活動内容
保護者、学校、地域と協力し、子ども・青少年が自らの将来を自分で考え選
択し、自己実現に向けて行動できるようコーチングを通してサポートしてい
くことを目標に、2008年4月に設立しました。沖縄から北海道まで全国7支部
で活動しています。
[活動内容]
・7支部でコーチング勉強会
・スクールコーチ養成講座の開催（全国支部）
・生徒・学生、先生、保護者向けのコーチング講座、講演会、セミナー、個
人コーチング
・Ｚ会様との協働事業「実践！子どもをもっと伸ばすお母さん力通信講座」
等
この法人は、働く女性が仕事と子育ての両立を実現するにあたり直面しうる
さまざまな課題に対応するために、事前に主体的に準備することを支援する
活動等を行なう。その結果、妊娠及び子育て期間中に発生する様々な負担や
ストレスを軽減し、子どもを産み育てやすいとともに、子どもをもつ女性が
いきいきと充実感をもって働くことができる、活力ある社会を実現させるこ
とを目的とする。
中央区民その他一般市民の安全と災害に伴う防災の対策等やそれに伴う町づ
くりを研究し、それに関連する情報を一般市民及び公共機関に提供する事業
や、建築等構造物の豊富な知識を活かし、安全な施設等の管理運営業務の立
ち上げ、一般市民の気持ちを大事にしたサービスの提供を心がけ、安全な社
会の実現に寄与することを目的とする。

この法人は、日本からスポーツ障害を持つ子供たちをなくすことを目的とす
る。
子供たちや子供たちの指導的立場にある者に対し、スポーツによるケガの予
特定非営利活動法人
45 青少年をスポーツ障害から 防方法や後遺症への対応方法の指導を行い、子供の健全育成とスポーツの振
興を図る。同時に、国内外の研究機関などとも協力し、スポーツ障害を予防
守る会
するための正しい知識を国民に広く提供し、保健の増進、社会教育の推進に
寄与する。
中央区から海外に研修者として派遣された女性たちで構成され女性問題に関

46

○中央区女性海外研修者 する意識を高め、地域リーダーとして活動し、活力のある地域社会の形成に
の会
寄与することを目的としている。
リバーシティ新川（旧公団住宅）の自治会の活動として、退去者が放置した

中央区再利用（リユース）の 品物を中心に戴いた物でリサイクルリサイクルバザーを開催していました
47
が、新しくボランティア団体として中央区再利用（リユース）の会を設立
会
し、リユースバザーを開催するようになりました。

かつて東京の水辺は暮らしに密着し、自然にも触れあえるワンダーランドで
した。しかしコンクリート護岸、高速道路などにより、人々は水面から遠ざ
けられてしまいました。私たちは誰もが親しめる水辺空間を取り戻したい
と、隅田川・神田川・日本橋川・小名木川などで活動していた市民団体が集
特定非営利活動法人
い、平成15年（2003）に「江戸東京の川再発見実行委員会」を結成。水辺再
48
水都東京を創る会
生にむけたシンポジウムの開催や舟遊イベントを展開してまいりました。
この流れをさらに大きな水脈にひろげるべく、平成22年（2010）、「NPO法人
水都東京を創る会」を設立。都心の川の再生復権に積極的に取り組んでいま
す。
全国の撮影支援ネットワークを強化し、国内外の映画・映像作品の製作支援
をはじめ、フィルムコミッションや映像関係者の人材育成支援、映像産業の
特定非営利活動法人
49 ジャパン・フィルムコミッショ 振興、映像文化の普及、地域資源の評価などの資する事業を行い、国や地方
公共団体、フィルムコミッション、映像関係企業や団体、職能者組織などと
ン
協力・連携し、日本の撮影環境の発展に寄与することを目的として設立。
図画工作ワークショップや街歩きを通して地域コミュニティの促進を目的に
しています。また、若手作家の展覧会を開催するギャラリーとしてアーチス
トと社会との接点になり。精神障害者グループホームの非常勤世話人とし
50 まち集め
て、病を持った人の社会復帰のお手伝いをしています。持続するコミュニ
ケーションをはかるため日常から少し離れた場面で生きる人たちを日常につ
なぎながら、固定化しがちな思考回路をやわらかにする活動をしています。
環境を守る市民活動と企業、行政、学校等の様々なセクターを繋ぎ、実際の
特定非営利活動法人
生活や、経済活動の中で大勢の市民が参加できる、具体的な活動や事業を提
51 地球と未来の環境基金（ＥＦ 案し、豊かな森林を守り、持続可能な社会を実現させることを目指すことも
Ｆ）
目的に設立。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

52

53

体

名

特定非営利活動法人
フレンドシップキャンプ

自分でできることは自分でする。できないことは助け合う社会、「自立型共
生社会の実現」を理念に、子どもたちやボランティアの育成を目的とした、
組織教育キャンプ事業を中心に展開しています。障がい児と健常児が共に過
ごし、個性や違いを認め合う、「フレンドシップキャンプ」事業や、都会の
子どもたち（東京都中央区在校）が、田んぼ体験や、ひものづくりなどを通
じて、自然や人とふれあうキャンプ、「自然とふれあおう！わんぱくKIDS」
事業などを実施しています。

特定非営利活動法人
空援隊

先の大戦における海外戦没者（未帰還１１４万人）の遺骨収容活動を行って
おります。一人でも多くの方に、一刻でも早く日本にご帰還いただくため、
海外（主に旧南方戦域、旧中部太平洋戦域）に残された戦没者遺骨所在や関
連する情報収集活動を継続して行い、厚生労働省など関係各機関に情報提供
するとともに、関係各団体と連携して、遺骨収容（年に２～５回程度）に繋
がるよう活動しております。

54

特定非営利活動法人
キッズドア

55

特定非営利活動法人
楽しいひととき出前どころ

56

設立目的・活動内容

○聖路加健康ナビスポット
るかなび

57

特定非営利活動法人
ニンジン

58

特定非営利活動法人
魚食文化の会

特定非営利活動法人
59
日本ドッグマナー協会

キッズドアは、2007年から日本の貧困家庭の子どもに対する学習支援を主
に、企業やNPO、自治体と協力しながら、教育格差是正に関する事業を展開し
ています。
①低所得者層や一人親の子ども向け無料高校受験対策講座[タダゼミ]
②児童養護施設での小・中学生向け学習支援と体験活動
③小学校や地域センターなどでの無料の子ども向け学習支援、体験活動
④外国から来た子どもたちの学習サポート
⑤東日本大震災による被災地・都内避難者の子どもへの学習支援やメンタル
ケア
高齢者施設（老人ホームやデイサービス施設等）や障害者団体、街にある企
業などに出向き、パントマイム、マジック、腹話術といった演芸を披露して
います。所属しているアーティストはプロとアマチュアの混成集団で、全員
がボランティア活動に意欲的に取り組んでいます。2013年6月には都立大学に
あるパーシモンホールにおいて、第2回目のチャリティ公演を実施します。
るかなびは、市民一人一人が主体的に健康生活を創り、自分の健康を自分で
守る市民社会を目指して、活動しています。活動には市民ボランティア、医
療専門職ボランティアが参加して、市民や地域とつながりを持った活動を
行っています。
●健康相談
●血圧・体脂肪・骨密度の測定
●健康・医療情報探し、闘病記コーナー
●イベント（CHADOお茶のサービス・ランチタイムミニ健康講座＆ミニコン
サート）
「ニンジン」は、モンゴル語で「人道的な」という意味です。障害があっても治
療・訓練を受けられずにいるモンゴルの障がい児が早期に治療・訓練・教育を受
けられるよう専門家への支援を行い、あわせて入手困難な子ども用の車いすや装
具などを日本で収集・整備し届けています。また、北タイの山岳地帯にすむ少数
民族(ラフ族)の子ども寮への支援や持続型農業で自立をはかる支援・交流をして
います。
日本の伝統的食文化の伝承、魚を「知る・楽しむ・守る」を理念・コンセプト
に、『魚食スペシャリスト検定』を実施しています。現代は漁法や、保存、輸送
技術が進歩し、いつでも好きな魚を食べられる幸せを享受しています。一方、
今、世界の水産資源は減少し、多くの魚が枯渇に近い状態です。そこで私たち
は、今こそ、先人に習い、水産資源を大切に食べ、本来日本人が続けてきた食文
化を次世代にも伝えていくために、検定や講演会、コンサルティング事業等を展
開しています。
人と犬と一般社会が和やかに共存できる社会の実現を目指し、全国の愛玩犬の飼
い主に対して、公共の場で犬と共に過ごす際のマナーの認知を促し、飼っている
人も飼ってない人も「ひとりひとりがマナーを意識すれば、人も犬もみんな
Happy」をテーマに、意識すべきドッグマナーの普及活動を行っている。

国籍・人種・性別・職業・宗教の区別無く、日本全国720の地域に約40,000人の20
歳から40歳までの青年経済人によって構成されており、『修練』『奉仕』『友
情』という三信条のもと『明るい豊かな社会』の実現を目指して活動を展開して
社団法人
60 東京青年会議所 中央区委 います。 我々、公益社団法人東京青年会議所中央区委員会では「教育事業・地域
コミュニティ事業・防災事業」を柱として、「わんぱく相撲・もらい湯キャン
員会
プ・防災訓練」など年間を通して地域に根ざした活動を行っております。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

特定非営利活動法人
61 ＮＰＯコミュニケーション支

援機構

62

特定非営利活動法人
中小事業者支援の会

特定非営利活動法人
63
ユーラシアンクラブ

64

65

66

67

特定非営利活動法人
森の学校

設立目的・活動内容
NPOの広報・コミュニケーションをサポートするNPOで、様々な業種で働く社会人
や大学生で構成されている。
これまでに延べ１００名以上のボランティアスタッフが、３０以上のNPOに対して
サポートプロジェクトを実施している。
パンフレットやウェブサイトの制作だけでなく、イベントを起点にして、団体へ
の興味層を支援者として巻き込んでいく施策の提案・実施などにも取り組んでい
る。

多くの中小事業者は、人・物・金・情報・ノウハウといった各種経営資源が
不足していることから、取り巻く環境の変化に十分な対応策を得られていな
い現実があります。
「中小事業者支援の会」は、直面している問題・課題に対して多角的な方面
からお手伝いをすることで、経営を力強いものとすることを目指します。
・経営診断、経営相談、経営支援事業
・商店街診断・支援事業
・創業予定者に対する創業支援事業
この法人は、ユーラシア諸国・諸民族及び日本国民の相互理解、親睦、協力
促進のための事業を行い、世界平和に寄与する事を目的とする。
この法人は、子どもから大人、家族、団体へと多様な人々に対して、自然体
験、食育、環境教育等を行い、自然の営みの奥深さと生命の尊さへの気付き
と人々のふれあいの中から豊かな心を育み健全な人間性の形成を行うととも
に、全ての生き物、人類が共に暮らすことができる社会、持続可能な社会の
実現に寄与することを目的とする。

一般社団法人
水辺探訪クラブ

産・官・学・野の各分野の人々が、まちづくり、地域づくり、くにづくり、
環境、情報、教育、福祉等のテーマで、情報や意見交換を行うとともに、さ
まざまな分野の人の交流と連携の機会を設け、以って、豊かな社会をつくる
ことに寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人
きぼうの国プロジェクト

日本人に限らず在日外国人の子どもたち及び子を持つ親に対して、学習指導
や運動指導、または感性教育などの発達成長を支援する活動、子育ての悩み
をもつ保護者たちの相談や支援を行う活動を行政・医療・教育機関との連携
をとりながら総合支援することにより、家庭や社会が子どもを育成する機能
の向上、すべての子どもたちの健全な心の成長および明るい幸せな未来社会
の実現に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人
日本健康事業促進協会

2004年に健康促進のサポート、充実した人生を送る生活環境を作り上げるこ
とを目的に設立しました。主に、代替医療物質の研究・開発、メンタルト
レーニング指導、「健康医療ポイント」制度の活動を行っています。
中央区の高齢者の方が、いつまでも地元に元気に暮らせるように、手作りの

○食事サービス・ボランティ お弁当をお届けしてサポートする。また、お届けした時に高齢者の方と会話
68
アグループ「かぼちゃの花」 などをしてコミュニケーションを図り、安否確認も行う。

69

特定非営利活動法人
ハートフルケアネット協会

70 NORNORSWEETS

71

認定特定非営利活動法人
芸術資源開発機構

高齢者の弱者へ心の癒しをを与える為の様々な福祉活動やボランティア活動
を通して社会に貢献する事を目的とし「22生都管法特第439号」として東京都
より認定された協会
粘土でお菓子のモチーフを制作する「スイーツデコ粘土」を主体にワーク
ショップを地域イベントや施設等で行う。
モノ創りの意義を考える人達がものづくりを通して人と人とのコミュニケー
ションの活性化を促す事で社会性に適応する「気づき」を学んでいくと言う
目的で2011年に発足。
地域活性への協力・家族団欒への協力・子育てへの協力・共通話題への協力
の4つの軸を柱としてワークショップ活動をしている。
ものづくり工程の中で注意力・思考力・集中力・自信力を感じさせる制作方
法を盛り込み「気づきの力」を養い、制作中に生まれる笑顔と対話のコミュ
ニケーション空間を提供している。
1999年の設立(NPO認証2002年)以来、アートは、人間らしく生きていくうえで
日々の生活に欠くことができないという視点に立って、高齢者施設、児童館
や保育園（港区及び中央区受託事業、杉並区等助成事業）、被災地へのアー
トの出前（アートデリバリー）や小学校での美術鑑賞教育（大和市受託事
業）、ワークショップ型のアートイベント等、芸術と社会を結ぶ様々な活動
を展開している。なお、2013年12月に認定NPOを取得した。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

72

73

体

名

公益財団法人
信頼資本財団

一般社団法人
みらいウェブ推進協会

74 いつどこ中央

75

特定非営利活動法人
ライフ・ベンチャー・クラブ

76 月島探検隊

特定非営利活動法人
77 セカンドハーベスト・ジャパ

ン

78 県民検定協会

特定非営利活動法人
79 まちなみ育成会

日本橋事業所

80

財団法人
日本環境協会

81

特定非営利活動法人
コミュニティ支援センター

82

認定特定非営利活動法人
ファミリーハウス

設立目的・活動内容
現代先進国では物質的な飢餓・貧困は解消された反面、精神的な飢餓・貧困
はむしろ深刻化している。
行きすぎた工業化と金融資本主義は格差社会を生み出し、人、社会、自然と
の良好な関係性を劣化させた。
信頼資本財団は、この断絶された絆の回復に向けて、人間同士の信頼関係を
基盤とした新しい資本制度「信頼資本制度」を提案し、その実現を目的に設
立された。
現代は高度情報化社会。インターネットで必要な情報を見つけるだけでな
く、誰でも自らが情報を発信できる環境が整いました。このICT（情報通信技
術）を組織、地域の活性化、業務、広報の効率化に利活用したいと思ってい
る、すべての方に最先端の情報を厳選し、何ができるようになるかを伝えま
す。また初心者（ITライトユーザー）の立場に立って、指導できるプロ講師
の育成、さらに講師同士のコミュニティを創造する活動を行っています。
中央区の在住・在勤・来街者のための情報の発信・整理・利用・活動・連携
を促進する情報基盤を提供し、来街者の増加と利用団体の活動促進を通じて
中央区の活性化に寄与する。中央区に関わる情報を、時期・場所・内容で整
理したWebサイトを運営し、中央区の在住・在勤・来街者のWebサイトの利用
促進と利用団体の活動促進のための活動を行う。
「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、各人のも
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
ランティア活動支援を行い、高齢社会における健全な市民社会の実現にシニ
ア層が自主寄与することを目的とする。
この法人は、老若男女を問わず、また障がいを持っている人もそうでない人
も、共に生きる存在であることを認識し、ノーマライゼーションについての
理解を促進すると共に、活力あるまちが生まれることを支援することを目的
とする。
賞味期限内であるにも関わらず、包装の不具合や賞味期限が迫っている、季
節商品で ある、などの理由から、食品企業や量販店、輸入業者、卸業者、農
家などが市場に流通できない食品を、食料を 必要としている福祉施設や貧困
者に配分するフードバンク活動を行なっています。
地域起こしのためには地域の情報を正確に知ることが必要です。そのため
に、地域検定問題を提供し、大人から子供たちまでが楽しみながら地域を知
ることを推進することを目的としています。
全国地域社会（都道府県市町村）に対してその地域社会の伝統文化、まちな
み景観、自然環境等の特徴、利点を十二分に研究して、その地域住民の方々
の指導による、精神面、景観面共にバランスのとれた--、豊かで美しい、ま
ちなみ景観の育成をトータルプロデュースして、地域社会の個性ある発展に
寄与することを目的とする。
持続可能な社会の実現を目指す人々を結ぶ架け橋となり、多くの主体が参加
し、活用できるしくみづくりと支援を行うことを目指し、環境教育・環境学
習、グリーンマーケットの実現、地球温暖化防止及び土壌環境保全対策を図
ることで、持続可能な社会づくりに積極的に貢献することを目的としていま
す。
地域の人々のため、その時々にもっとも必要とするコミュニティの連携と支
援を、当団体構成メンバーの経験と実績を基軸に行っていく。過去実績とし
ては、設立当初はベトナムやモンゴルの人たちへの教育支援、次に国内の退
職者への就労斡旋、現在まで通しての活動としては障害者への就労支援など
を行ってきた。現在新たに志向しているのは、中央区内の保育園、幼稚園、
小学校低学年の児童たちの保育・教育に従事する方々、そして適応不全の子
どもを持つ母たちへ向けて、「発達障害児」への理解を促進し、繋がりを築
いていくための勉強会・セミナーを開始していくことである。
1991年、遠方から国立がんセンター中央病院に入院する子どもたちの保護者
や、病院スタッフらが中心になって、東京都内に家族が入院期間暮らせる場
所を作ろうと設立しました。現在、都内に11施設56部屋の滞在施設を運営し
ており、重い病気で入院する子どもたちの家族が1泊1人千円で宿泊ができま
す。免疫力が落ちた子どもを感染症から守るために常に清潔さを保ち、家族
や外泊中の子どもが自宅にいるようにくつろげる環境を提供しています。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団
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体

名

特定非営利活動法人
sopa.jp

設立目的・活動内容
各々が持つ誰かを助けたいという想いを紡ぎ重ねることで、日本・世界の社会問題
解決を解決する事を使命としています。
私たちがめざしている社会、それは、想いを共にする仲間がつながりみんなで応援
しあえる社会であり、社会貢献が産業化し職業として誇りをもてる社会です。
sopa.jpは、自分達の想い、めざすべき社会の実現のために、想いと仕組みで社会
変革を加速する「社会変革プラットフォーム」でありたいと考えています。

特定非営利活動法人
ことばの道案内

主に地図や画像等を理解することが困難な視覚しょうがい者や視力の低下し
た高齢者の方々のために、言葉の説明による道案内、言わば、言葉の地図を
制作することを主な活動の目的にしております。その制作した道案内情報
を、ウォーキングナビというＷＥＢで公開しております。音声読上げ機能付
きのパソコンや携帯電話等で、誰もが無料で利用が可能です。最近は、こと
ばでわかる駅情報も制作しております。

特定非営利活動法人
日本エニアグラム学会

1989年、日本で初めて「エニアグラム」を普及する機関として発足した団体
です。人間の多様性を理解することで、より多くの方々に、よりよい人間関
係築いて貰いたいと考えています。エニアグラムは、あなた自身をより深く
知ることで、自己成長へと導く非常に優れたガイドです。様々なワーク
ショップの開催を通じて、エニアグラムの知恵を体感していただき、人生の
お役に立てていただけることを願ってやみません。

区内のマンション住民が自主的に情報交換と親睦を図る入会自由な任意団体
（事務局は中央区）区民の9割がマンション等の共同住宅に居住している中央
中央区分譲マンション管理 区に於いて、町づくりの観点からも重要となる各マンション管理組合での管
86
理レベルの向上、マンション内や地域とのコミュニケーションの在り方、防
組合交流会
災・環境・福祉面等で、区と協働して活動している。月例の役員会、年２回
の交流会、特定テーマの勉強会、等を実施。
プロジェクトを実践する社会人が会員となり活動する団体です。
「プロジェクトマネジメント（ＰＭ）」とは、組織、会社または個人の目
的・目標を達成させるためのやり方です。
我々は、この日常生活にも役に立つＰＭのスキルを多くの人に知ってもら
い、
特定非営利活動法人
87 プロジェクトマネジメント・イ 誰もがそのスキルを活用し、仕事、活動、夢を実現させる社会を目指してい
ます。
ンキュベーション協会
主な活動
・初心者向けＰＭ研修（中・高等学校、大学、ＮＰＯ等団体）
・学校教職員向けＰＭ研修
・プロジェクト実践教育の導入支援（中・高等学校）

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団
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体

名

特定非営利活動法人
脳トレ麻雀推進連合会

特定非営利活動法人
89 消費者と企業と行政のコ

ミュニティー情報局

90

特定非営利活動法人
国際朗読ことば協会

91 NPO人材育成研究所

92

93

94

設立目的・活動内容
従来の俗に言われる雀荘のイメージを払拭すべく、「飲まない、喫わない、賭けな
い」の健康麻雀を目指し、また複雑な点数計算が苦手な方々を支援する画期的な
全自動麻雀卓（あがり手の自動読み取り、点数の自動計算、持ち点の自動配分）を
普及すべく設立された法人です。平成２３年１０月に設立登記を終え、当初は５卓か
ら開始した事業が、平成２５年５月にＮＰＯ法人として東京都公安委員会より風俗営
業法を得て、１０卓設置の麻雀倶楽部にまで発展いたしました。麻雀というゲームは
「脳トレ」＝脳の活性化となることが数々のメディアに取り上げられるようなり、初心
者から上級者まで誰でもが楽しめる麻雀倶楽部として好評をいただいております。
高齢者の居場所作りともなる、このビジネスモデルを全国に普及する活動が徐々に
確立されつつあります。2014.12.13更新
消費者を対象にした行政の活動や企業のＣＳＲ活動を広報し、消費者側も企業や行
政の活動に協力をする社会を築くことを目的とした活動や環境や食の問題をテーマ
にした消費者向けの勉強会を開催している。
・地上デジタル放送移行に向けた広報活動（2009年～2011年7月）
・再生紙分別に向けた消費者勉強会（2012年5月～）
・東京都食育フェア 森林保護につながるカートカン普及活動（2012年10月）
元NHKアナウンサーを中心に「朗読・ことばの力で社会を明るく。そして読み
手も元気に」をモットーに楽しく、朗読・読み聞かせの活動をしています。
プロのアナウンサーの指導による朗読・読み聞かせの勉強を行い、スキル
アップを図っています。特に「幼稚園・小学校・高齢者施設」などでの活動
に力を入れており、今年度は、区との協働により小学生の読み合い活動も実
施します。
脳科学による「人間性の向上」、能力の向上だけでなく「脳力向上」
脳機能の向上と改善のための研究を展開し、人財育成の社会的応用を図る。
「脳育成学（Brain Nurturology)」を確立し、シンクタンクと位置づける！

一般社団法人
社会応援ネットワーク

東日本大震災後の2011年6月に設立して以来、社会的弱者の声を聞きながら具
体的な解決策を立案、提示する形で各種媒体の発行やイベントを運営。今年
度の主な取り組みとしては、全国の公立小中学校に配布する子どもの心のケ
アを特集した
『がっこう応援便り』の製作や、被災3県の小中学校に配布する文部科学省緊
急スクールカウンセラー等派遣事業『こころのサポート映像集』の製作など
を行っている。

特定非営利活動法人
環境共生都市推進協会

「地球は１つの共同体である」という理念に基づき、広く一般の人々に対し
て、地球環境に配慮した都市計画に関する事業を行うことにより、社会貢献
活動に対する意識向上及び、NPO相互のネットワーク化の促進、地域・行政・
企業・NPOとのパートナーシップづくりの構築をはかり、国内外問わず社会全
体の利益の増進と地球環境保全に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人
プラス・アーツ

この法人は、国内外の子どもたちを含めた市民の方たちに対して、教育、防
災、まちづくり、福祉、環境、国際協力等の社会の既存の各分野における
アート的な発想やアーティストの持つ既成概念にとらわれない創造力(これを
総称して“アーツ”と呼ぶ)を導入した事業を行い、それらの分野がそれぞれ
抱えているさまざまな課題や問題の解消と地域の活性化に寄与することを目
的とする。

特定非営利活動法人
95
The Tyler Foundation

小児がんの子どもたちとそのご家族のサポート

当法人は、住民自身が日常生活の中から豊かに生きる知恵や地域課題等を受
発信でき、心でつながる住民ネットワーク・メディアを運営するとともに、
一般社団法人
この住民メディアを活用する人材「住民ディレクター」を全国の地域、老若
96
八百万人（やおよろずびと） 男女に幅広く養成し、継続的な地域活性化を支援することを目的とする。

公益財団法人
97
におい・かおり環境協会

畜産、化学工場等各種産業における悪臭問題の解決、良好なかおり環境の創
造に関し、関連事業活動を積極的に推進し、快適な生活環境の保全及び産業
の健全な発展に寄与することを目的として設立された。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
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名

日本橋地域ルネッサンス
100年計画委員会

Art Autonomy
Network[AAN]

公益社団法人
危機管理協会

特定非営利活動法人
日本橋フレンド

特定非営利活動法人
ツーリズム・ネクスト

103 ○brave action

設立目的・活動内容
江戸時代から文化・商業・情報の中心地として発展してきた私たちのまち日
本橋がかつての賑わいをとりもどし、「豊かな」しかも「潤いのあるまち」
に再生することを目指して、１９９９年１０月に設立されました。まちづく
りの各種提案を行うとともに、日本橋地域のさまざまな団体と連携して、情
報発信、河川清掃、花植え、無料循環バス、舟運観光、日本橋かるたなどの
活動を実施・支援しています。
2005年に設立して以来、アートと地域を結ぶ事業を展開しながら、コミュニ
ティ活性化に寄与してきました。また、アート団体や個人といった小規模組
織や活動を埋没させることなく、それぞれがつながることで社会的に機能化
していくネットワークづくりを展開してきました。同時にこうした活動のド
キュメントを作成し、資料のアーカイヴを進めています。
２０１０年に危機管理に関する研究や対策を専門的に取り扱う組織として内
閣府に認定されました。主な活動は、災害に対する知識の普及と当協会独自
の資格試験の実施、災害や危機的事態が発生した際に必要な情報収集や支援
活動及びこれらを行うためのリーダーの資質を備えた人材の育成、各種備蓄
の推進等を行っています。また、学校や企業及び団体等に対する防災セミ
ナー等をとおして、地域に貢献できる組織作りを目指して参ります。
仕事などを通じて身につけたスキルを持った働く人同士が交流する場を作
り、日本橋について考える機会をつくる。今まで交流して来なかった働く人
同士が交流することによって、情報や知識の共有が行なわれ、新しい取り組
みが生まれることが期待される。その新しい取り組みを日本橋エリアに提供
し、新しいことの生まれる活気ある街とすることを目的としている。
広く一般市民を対象として、「旅」を通じた「交流」「安全」「ホスピタリ
ティ」の想いを共有する「旅行市民」の育成によって地球規模の平和実現に
寄与する理念に基づき、情報収集・公開及びセミナー、イベント、旅行企画
等の普及啓発に関する事業を通じて、市民の立場から、安全、快適に旅の出
来る環境を整え、旅行・観光を振興する。自然、人、文化、心に触れ、それ
らを大切にする意識を育み、一人ひとりが主体的に「旅」と向き合い、考
え、行動する「旅行市民」を増すことにより、地球規模の平和実現に寄与す
ることを目的とする。
東日本大震災の復興支援ボランティアです。現地の20名余りのリーダーと連
絡を取り合い、必要な支援につなげています。主に漁業復興の小屋建設のた
めの支援と、それにつなげる為のチャリティイベント及びチャリティレッス
ン等を随時開催し、支援金を生み出して運営しています。
社協及び企業、地域の方々、他のボランティアグループと協力し合い、復興
支援をして行きます。どうぞご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

会員の相互扶助・研鑽の精神に基づき各種の協同事業活動を行うとともに、
会員の自主的な事業活動を促進し、創業及び事業の支援に関する活動を行う
104 ＤＳＮ（Dream Support Net） ことにより、構成員である会員及び会員顧客、一般市民が興す事業の発展、
経済の活性化に貢献することを目的とする。

105 豪田ヨシオ部

106 ○シンプル生活を楽しむ会

107 日本橋パパの会

「社会貢献は大人の部活だ！」を合言葉に、①社会貢献やボランティアに関
心のある一般の方々と、②NPO・団体、③企業（特に中小企業）を結ぶサイト
「豪田ヨシオ部」を立ち上げ、地域課題・社会課題を解決するために、①②
③が協働するイベント（豪田ヨシオ部の部活）等を企画運営する。 中央区
内の中小企業勤務という設定の熱血会社員・豪田ヨシオをサイトのメイン
キャラクターに立て、WEBを媒体としてNPO・団体、企業を取材し活動を紹介
するに止まらず、WEBと部活（イベント等）との連動、相乗効果を図る。地域
課題に取り組むNPO及び企業の姿を「豪田ヨシオ部」で紹介するほかにマスコ
ミにも情報を発信。より多くの方々に社会貢献の素晴らしさやそれに真剣に
取り組む人々の姿を知らしめる。
「衣類、食品、住まい」の再利用で家庭ごみと住環境の問題を改善する。
日本橋地区の未就学児の父親のコミュニティとして、会員同士の親睦を深
め、地域の父親ネットワークづくりを図る。親子で参加できるイベント・講
座等を実施し、父親の育児・地域活動・社会貢献活動を促進・支援する。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

設立目的・活動内容

①日本橋川の水上・陸上のガイド、及びその養成を行う。
108 日本橋リバーガイド倶楽部 ②日本橋地区を中心とした旧河川、残存河川の調査。
③その他関連河川、橋梁の調査とガイドの訓練

109 美術と教育を考える会

110

日本視覚障害ヘルスキー
パー協会

111

特定非営利活動法人
きずなメール・プロジェクト

「美術と教育を考える会は銀座ギャラリーズという銀座の画廊を経営してい
る仲間が主体に、美術を普及する立場にある教師の方々や美術館の教育普及
課の学芸員の方を応援する団体です。学校教育の現場では、受験に関係のな
い美術という科目は削減される一方です。私たち美術商がボランティアで、
美術という科目が生涯学習として義務教育に必要な教科であることをシンポ
ジウムを通じて多くの方に伝える活動をしています。
会員相互の協力をもとにヘルスキーパーの資質の向上を目指し、以って産業
衛生に貢献し、会員の社会的地位の確立と親睦を深めること
誰もがかけがえのない思いで新しい命の誕生を迎え、子育てができる社会を
実現するため。
心臓が原因の突然死が年間6万件、一日に170人が亡くなってます。ところが
日本の救命率はわずか8％です。救命率は倒れて最初の5分で決まります。し
かし119番通報から救急隊の到着まで8分以上かかる今、誰かが5分間に処置を
すれば救命率は上がるのです。誰が？ 一般市民による救急救命処置が必要
なのです。消防や日赤などで、年間200万人以上が救急救命講習を受けていま
す。でも8％です。救命の知識があってもいざとなると、行動ができない。こ
れは教育システムに問題点があるのでは。この思いから、マンツーマン指導
や遭遇しそうなシナリオによる実践教育で、知っている人ではなくできる人
を育成し、「市民の手で市民を守る」ネットワークの構築を目指していま
す。

112

一般財団法人
市民救助員ネットワーク

113

聖路加看護大学 子どもと 験学習を通して伝える活動を計画し、実践するため。
いのちの体験学習研究会

学齢期小児とその保護者を対象に、いのちや健康の意義、価値について、体

緑であふれてる街は素敵です。緑の中でも私たちは芝生を広め「子どもが裸
足で元気に遊べる」環境を夢見ています。芝生を育てていると緑の香りに癒
され楽しいのみならず、地域のつながりも育ち、最後には皆の物を皆で大切
育てる芝生～イクシバ！プ にする心も育ってゆくことでしょう。私たちはそんな地域社会の創出を夢見
114
て活動しています。そのために私たちは地域のみなさんによる芝生管理の組
ロジェクト～
織づくりから、芝生の生育のレクチャー、楽しくなる芝生管理の仕組みなど
を提供し、年間を通し地域の皆さんと一緒に芝生を育てする活動を行ってい
ます。
「中央区の森環境ふれあい村構想（※）」の実施プログラムを、区と檜原村
と一緒に考えてきた区民委員が中心となり2013年4月に設立しました。私たち
が感じた「中央区の森」を含む檜原村の素晴らしさを広く区民の方に知って
いただきたく、区と協定のもと活動しています。
「中央区の森」や木製品の素晴らしさを知ってもらうためのセミナーの開
115 中央区森の応援団
催、植樹や間伐などを体験しながら檜原村の方々との交流を図るツアーの開
催のほか、間伐材の普及に向けたアイディアを区民から募集し、試作品を区
民・事業者・区の関係部局に働きかけていきます。
※：「中央区の森環境ふれあい村構想」とは、区が地球温暖化対策として実
施している「中央区の森」事業のひとつです。
家族間の悲惨な事件が急増している。このようなことの背後には、子育てが
母親一人に任されてしまったことが大きな要因である。一番身近にいて相談
にのってほしい夫、実母、近所の人、友人などでも解決の糸口にもならな
特定非営利活動法人
116 日本子育てアドバイザー協 かった。そこで、子育てに不安や悩みを抱える親の身近な相談役を養成し、
人のプライバシーを守る守秘義務を学び、子育てのワンポイントアドバイス
会
ができる人を世に多く輩出し、安心して子育てができる環境づくりに貢献す
る目的として発足した。
広く一般市民を対象として、世界共通のことばである音楽を、人から人へ伝
える生演奏で、普段の生活の中で体験できる場を創造・提供する。その活動
特定非営利活動法人
を通して、年齢・性別・国境などのボーダーを越えた人々の繋がりがある、
117
平和な社会づくりへの貢献を目的とする。またすべての活動を通して、音楽
みんなのことば
家の活躍の場の拡大に寄与することを目的とする。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

118 おんがくのたび

119

特定非営利活動法人
日本青少年音楽芸能協会

設立目的・活動内容
音楽とは「音を楽しむ」と書きますが、楽しむためには感性が必要です。
小さな子供が持っている感性が、音楽を通じて「自分で考える力」に繋がる
と考え、私たちおんがくのたびでは、トップミュージシャンによるコンサー
トや様々なリズムを体感できるリズム遊びで、子供達の感性に語りかける上
質な音楽を提供していくことを大きな目的として活動しています。
また、第２の人生を楽しんでいる耳の肥えた世代の皆様には、トップミュー
ジシャンによるJAZZ演奏を通じ、いきいきと、心の底から感動して頂きたい
と考えています。
1979年に日本青少年音楽団体協議会として発足、2000年にＮＰＯ法人格取
得。発足当時よりこどもの健全育成を願い、こどものための音楽芸能作品を
制作･上演する団体で構成してきましたが、最近では超高齢社会に対応するた
めに「スマート･シニアプロジェクト」をたちあげ、介護予防のための文化活
用も提唱をしています。現在は３０団体が加盟。ＮＰＯ法人として加盟団体
の力を結集し、以下のような事業を主催･共催しています。「子どもと舞台芸
術―出会いのフォーラム」「芸術体験ひろば」「青音協ライブ」「竹林整備
―21世紀のかぐや姫事業」「シニアプロジェクト―昭和のかほりで元気いっ
ぱい！」など。

私たち人間の言語表現はわずか7％。残る93％が非言語表現の分野です。言葉
では上手く伝えられないものを身近で簡単なカラーやアートを通して「言葉
を越えた優しい表現」で子どもから高齢者、聴者・ろう者の壁を越え、「ユ
特定非営利活動法人
ニバーサルな心のケア」の促進のため、講座、イベント、ボランティア活動
120 日本カラーアートセラピー協 や地域の担い手となるカウンセラー、ファシリテーターの育成に取り組んで
会
います。「色と絵で心の手洗い・うがい」をテーマにうつ病やストレスに対
するセルフケア講座や親と子のアートセラピー講座を、平成24年度より都内
の各自治体主催の協働事業として開催しています。

121

○中央区内の被災避難者
を支援するシニアの会

福島県などから中央区内に避難している61世帯88人を含め、東京都に暮らす
被災者が、晴れて帰還・帰郷できるその日まで、その心に寄り添い、安心・
安全に生活できるよう、ニーズに合った支援活動を行うのが目的。
具体的には、避難者とボランティアが交流する出会いの場「がんばっぺ～中
央・佃シニアサロン」を隔月で開催しています。

現在、私たちは築地にある病院の小児待合室で、病院に連れてこられても病
棟に入れないきょうだいや病気の親を持つ子どもと遊ぶ活動をしています。
病院のルールで、小学生以下のきょうだいは、病棟に入ることは出来ませ
ん。きょうだいは、病児の世話をする親を病棟の入口の待合室で、一人で
待っています。命を脅かすような病気ですから、親の注意関心も生活のリズ
ムも病児中心になるのは仕方のないことです。きょうだいは、寂しさや不
特定非営利活動法人
122
安、親に自分のことを理解して欲しいという気持ちを押さえ込んでがんばっ
こどものちから
ています。
私たちは、きょうだいや病気の親を持つ子どもが楽しく過ごせる居場所作り
をしています。また、きょうだいを中心に遊びを通した家族の交流、きょう
だいや子ども同士の交流、医療者ときょうだい家族との交流を楽しくできる
イベントを開催し、社会に現状を知ってもらうための啓発活動をしていま
す。
“映画”“ジャズ”“舞台”“落語”など大衆文化に関わる資料の保存と次
世代への継承を目的に、2003年11月に設立されました。展覧会やイベント企
画、出版、テレビ番組の企画協力や資料提供など大衆文化に関わる10万点を
超える資料を基に幅広い啓蒙活動を行っています。わが国の美術館で初めて
特定非営利活動法人
映画ポスター画家を取り上げた「野口久光展」は、2014年にはパリと京都で
123
古き良き文化を継承する会 の開催が予定されています。また大衆文化の資料が、単なる娯楽の域を超え
た高齢者の心のケア、鬱症状の緩和、介護・認知症予防に役立つ素材として
寄与するのではと考え、介護関連施設等で「文化療法（回想法）」を行って
おります。
芸術家の村は、「こんな生き方ができたらいいな」と思うような生き方がで
きる「まち創り」を目指して活動している団体です。
商店街のお祭に参加し、夜の公園をランタンでアート作品の展示スペースに
演出したり、人と人をつなぐLink Projectというイベントを開催したりして
特定非営利活動法人
います。
124
また、私たちが活動を始めた当初、打合せなどの場所に困った経験から、日
芸術家の村
本橋蛎殻町に500円/Hの社会活動のスペース、ソーシャルビジネスラボを創り
ました。
この場所を様々な方に利用してもらうこと、そして利用者同士をマッチング
することで新しい活動を生み出していきたいと思っています。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団
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体

名

特定非営利活動法人
CRファクトリー

126 アンドロイドカフェ

一般社団法人
127 コミュニティ・カウンセラー・

ネットワーク

128

129

特定非営利活動法人
タブレット利活用協会

特定非営利活動法人
エヌフィット

130 ケアサポートセンター十思

131

特定非営利活動法人
MEMORO「記憶の銀行」

設立目的・活動内容
「すべての人が自分の「居場所」と「仲間」を 持って心豊かに生きる社会」
の実現をビジョンに、ＮＰＯ・市民活動・サークル活動のマネジメント支援
をしている団体です。特に「ボランタリーな人々」で構成されるチームで
「イキイキと継続的な運営」を実現しながら、「高い成果」と「あたたかい
／熱いチーム」を創り出すことが私たちのテーマです。「コミュニティ運営
支援ツール「コミュ助」」「コミュニティマネジメントセミナー」など、Ｎ
ＰＯ・市民活動・サークルの運営者向けのサービスを多数提供しています。
http://www.crfactory.com/
2011年、三鷹市で生まれ中央区で育ちました。グーグルアドワーズ認定資格
者が、無料検索広告グーグルアドグランツを使って検索広告を作り解析しま
す。今月は、毎週定期的に初心者向けfacebookの勉強会、勉強会の後では協
働について大いに将来を語り合っています。将来的にはfacebookアプリケー
ションの講習会、アンドロイドアプリの講習会と無料検索広告の講習会も予
定しています。遠くは厚木から、近くは中央区日本橋から集まっています。
ノートパソコン持参で、Wi-Fi環境はこちらで用意します。
http://sites.google.com/site/androidcafe1
http://facebook.com/AndroidCafe
http://androidcafe.publishers.fm/
2011年の春、被災地からの心の叫びを受け止める電話サービスの訓練から、
私たちの活動は始まりました。
コミュニティ・カウンセラーとは、自分自身と周囲の人たちの心の安全を守
り、災害や辛い出来事による心の被災を、最小限に留めることのできる基礎
研修を受けた“心の安全地帯を作れる人”です。
私たちは、誰もが「心の安全地帯」を身近なところにもてるようにすること
を目的としています。そのために、コミュニティ・カウンセラーの養成や活
動支援、ストレスに負けない方法を学ぶ、ストレスマネジメント１０１開催
をはじめとしたストレスマネジメント教育、および健康教育の推進を行って
います。 http://ccnj.info/
現在の日本においてシニア層は若者と比べて情報リテラシー（活用能力）格
差が大きく広がりつつあります。その大きな原因はIT機器の主流であるパソ
コンの操作が難しすぎること」に起因すると云われています。中央区在住の
シニアの皆さんに、パソコンより簡単操作のiPad（タブレット端末）を使っ
て、情報を活用する方法が学べる講座を開講する運びとなりました。「iPad
の使い方をらくらく学べる基本操作講座」と「“今の生活”をもっと豊かに
もっと楽しむことにiPadをどう役立てるかを学ぶ活用講座」を用意していま
す。詳細につきましては、taikeniijan@gmail.com までお問い合わせくださ
い。
障害者の就労支援やうつ病などで休職した方々の職場復帰支援を中心とした
社会貢献活動を行っている。実際の実施機関は千葉県市川市に設置し運営を
行っているが、本部のある、中央区日本橋人形町の事業所内でも障害者の方
を受け入れて職場体験実習や各種相談支援を行っている。障害者の就労支援
にとどまらず、市川市において福祉・医療の知識や専門性を活かして、障害
のある子（知的障害・発達障害・難病など）が学べるパソコン教室も開講。
このような教室を日本橋人形町においても今後展開していきたいと考えてい
る。
「住み慣れた地域で、その人らしく安心して生活できるサービスの提供」を
めざし、地域の医療・福祉サービスの多面的な提供を心がけています。「自
分や家族、友人が利用したいと思うサービスの提供」という生活者の視点を
基本理念に、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地
域包括ケアシステムの運用に努めています。中央区でも、それらの経験やノ
ウハウを生かし、在宅で暮らす高齢者の「今の生活」を共に考え、地域の中
で色々なアプローチをすることで、一つひとつの課題を具体化し解決してい
く地域展開の潤滑油としての役割を果たしていきたいと考えています。
60歳以上の方々の昔の記憶を映像や音声で記録して、インターネットで公開
する事業を行い、高齢者から次世代への知識、経験、伝承を促し、未来に伝
えていくために生まれた無料のオンラインアーカイブです。
企業・自治体・団体などのアーカイブ構築事業をはじめ、一般から投稿さ
れた動画の内容を確認、編集・公開するウェイブサイトの運営事業、ニュー
スレターの発行やブログの更新、フェイスブックなどでの情報発信などの啓
蒙・啓発事業、また、中学・高校・大学等でワークショップ・出前授業等の
実施を予定しています。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団
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体

名

社会福祉法人
シルヴァーウィング

設立目的・活動内容
高齢者福祉施設の運営を目的に設立いたしました。当法人の基本理念は以下
の3点です。 ①私たちは、お客様が快適な日常生活を過ごせることを願っ
て、安心できるサービスを提供することを目指します。②私たちは、地域に
信頼される介護施設の創造に努力します。③私たちは、高い見識を持ち、心
をこめて誠実に仕事をします。

アスリートの貴重な経験・感情を、メディアを通じ広く世の中に還元するた
めのサポートを行っています。アスリートが「応援お願いします」だけでな
特定非営利活動法人
く、大舞台で結果を出すためにどう対応したのか、緊張にどう打ち勝ったの
133 日本スポーツメディアトレー かなど自身の経験を具体的に表現することで、多くの人がアスリートの経験
ナー協会
を普段の生活に生かすことができるよう、情報発信スキル（メディア・ト
レーニング）を提供しています。
区民の皆様の健康維持、体力づくり、コミュニティの形成など世代を超え
て、いつでも、だれでも、気軽にスポーツや文化活動ができる場として、地
中央区地域スポーツクラブ 域の皆さんの健康づくり、地域のコミュニティの活性化を図ることにより、
134
活気ある、顔のみうる町を地域で作りあげることを目的としています。
大江戸月島

135

136

特定非営利活動法人
紙のＴＩＫＡＲＡ

特定非営利活動法人
CAPユニット

特定非営利活動法人
137
シエン・システムズ

138 東洋医学コンソーシアム

139 天空新聞制作委員会

古紙の効果的な回収や古紙の再生利用の啓発をおこなうことで、各地域の生
活環境の改善と、地域の活性化の二つの価値の両立した環境社会づくりに寄
与する。その為、環境の保全を図る活動や経済活動の活性化を図る活動、助
言、援助の活動を行う。
子どもと子どもに関わる一般市民に対して、子どもへの暴力や虐待等の防止
に有効な対策の1つであるCAP（Child Assault Prevention 子どもへの暴力
防止）プログラムを提供し、暴力防止に関する知識や情報を知らせる啓発事
業を行うことで、子どもの人権確立と、全ての人が安全かつ健康に暮らせる
社会の形成に寄与することを目的とする。・CAP）プログラム、デートDV防止
プログラム、気持ちのワークショップの提供。・人権教育、暴力防止教育を
目的とした学習会の開催。・子どもへの暴力や虐待の防止に関わる関連団体
や行政、教育機関との情報交換及びネットワーク作り。・プログラムを提供
する講師の養成・CAPワークショップの自主企画 など。
在宅介護支援が必要な高齢者の家族へ支援事業として、福祉用具のレンタル
料自己負担相当額の給付。一人暮らしの老人見守り事業。自分のことは自分
でできる健康ダイエットボール運動教室の運営。
当団体は、「東洋医学の学・術を万人のために活かし生かされる道をつく
る」ことを目指し、東洋医学・医療系の各種団体（個人を含む）で構成する
協働団体です。
東洋医学にかかわる人材育成、学術研究活動、情報発信等を関連諸団体およ
び個人の連携のもとに行い、東洋医学の普及を通じて地域・医療・福祉に貢
献する目的で設立しました。
佃リバーシティ２１などの自治体が発行する「天空新聞」の編集・運営を行
う。そして、新聞発行を通して地域住民や協賛会社・協力団体の参加を得な
がら、地域住民の豊かな暮らしと地域コミュニティの活性化を実現するため
の地域支援活動を行うことを目的とする。

特定非営利活動法人
夢職人

子どもや若者・青少年がつながり合い、共に学び合い、成長していくコミュ
ニティづくりを行っています。東京都東部エリアを中心に、子どもたちの異
年齢集団での自然体験活動、スポーツ・レクリェーション活動、文化・芸術
活動などの多彩な体験活動を行っています。また、子どもや若者の成長に関
する実践的・専門的な情報を扱うウェブマガジン「ひみつ基地」を発行し、
広く一般向けに社会課題について発信しています。

一般社団法人
141 タックス・コミュニケー
ション

我が国の税制や正しい経理方法等について、企業や一般市民に分かり易く伝
えることを目的に活動をしている。具体的には「朝カフェ経理」という、ふ
だん後回しにしてしまいがちな、お金回りのことを、朝のスッキリした時間
に解決する取り組みを行っている。

140

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

特定非営利活動法人
142 オーカスポーツマネジメ

ント

143 育フェスCHUO

144 Himemama

145

特定非営利活動法人
フォーエヴァーグリーン

設立目的・活動内容
当法人はスポーツに特化したスポーツクラブ兼スクールです。「オーカ」の
語源は「謳歌」であり、「人生を謳歌する」と表現されるように、「明るく
楽し！」をモットーにしております。「スポーツを通して、交流を通して、
心身ともに健康になり、生き生きと笑顔が増えるような社会作りに寄与する
こと。」を目的に、一般の「スポーツ教室」とは違い、はじめて競技を行な
う人も楽しめる場の提供として「個人のスキルに合わせた指導を行なう学
校」をコンセプトに活動をしています。実技指導だけでなく、スポーツや運
動機能向上に関連したセミナーも随時開催し、スポーツ人口の増加に寄与し
ております。
「情報と人とをもっとつないだら、新しいパワーが生まれるはず」と信じ
て、中央区内で個々に活躍しているメンバーが集まりました。まずは初回、
中央区らしいフェスタの実現に向け、熱気あふれる話し合いを重ねていま
す。他区イベントへのリサーチやヒアリングなども展開しています。継続で
きる、区民に価値あるフェスタになるよう、みんなの力で育てていきたいと
思います。

子育て支援・ママ支援。子連れで参加できるイベント・セミナーを定期的に
開催。参加者同士の情報交換の場・交流の場として活用してもらうことで、
虐待防止やママの自立支援・地域社会貢献につながることを目的とする。

社会を美しく永続可能にする可能性に挑戦するため、地球温暖化問題を解決
に導く教育を施し、より社会を豊かにすることを目的としている。主な活動
は、教材政策・環境情報発信・イベント制作・CSR企画制作・環境教育や自然
エネルギーの普及など。具体的には、2011年より米国2014年より日本で環境
学習カリキュラム「温故知新」を開催。日本固有の「茶道」文化を通して物
を大切にすることの大切さやおもいやりの心を育て、現代の大量消費を見直
す社会を提案している。

すべての子どもととおとなの人権意識を高め、暴力のない社会の実現を目指

認定特定非営利活動法人 す。事業内容：CAP(子供への暴力」防止プログラムの提供事業（年間300
146
エンパワメントかながわ 回）、デートDV予防啓発事業、各種人権啓発事業（こどもの護身法プログラ
ム等90回)、広報事業など。

特定非営利活動法人
147 コミュニティーカウンセ

ラー協会

148

一般社団法人
Kid's Garden

心理カウンセリングを学び実践する人たちが、コミュニティアプローチ（個
人の抱える問題を、個人と環境との相互作用の結果とし、本人のみならず家
族や職場や地域などに変化を作りだすよう働きかける手法）とカウンセリン
グの手法を用い、悩みや問題を抱えている人たち、更にはうつや引きこも
り、自殺といった社会が抱える問題に対して関わっていくことにより、誰も
が安心と自信を取り戻し、各々の生きる喜びを実感できる社会の実現に寄与
することを目的とし、設立しました。

地域福祉と地域活性化に関する活動を具現化するため、法人設立。鳥取県・
鳥取市の活性化を支援するため鳥取市の紹介や物品の販売を通じた紹介、観
光情報の提供などを行う。
また、活動地域は渋谷区を中心に、目黒区、鳥取市の事業者との連携してい
る。主な活動実績、渋谷区代官山地域における地域祭りで鳥取県の物産紹
介、鳥取県の物産の販売支援（実行委員会事務局、県補助金受給）。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

特定非営利活動法人
149 ファンズアスリートクラ

ブ

150

日本アンプティサッカー
協会

設立目的・活動内容
障害者・高齢者・子ども・一般市民に対して健康増進やスポーツ普及に関す
る事業を行い、福祉の増進や子どもの健全育成に寄与することを目的として
います。
さらに、スポーツを通した地域の新たなコミュニティ形成や防災・交通安全
などの地域安全事業などを行い、まちづくりの推進に貢献することも目的と
しています。
そのため、①障害者運動機会創出事業、②高齢者健康増進事業、③青少年健
全育成事業、④地域スポーツコミュニティ事業、⑤スポーツ地域安全事業、
⑥スポーツ普及事業を行っています。
上肢・下肢切断者に対して、アンプティサッカーの周知普及推進を行うとと
もに、それら指導者の育成強化に関する事業を行う。また、障碍者や健常者
の垣根を越えて誰もが参加できるアンプティサッカーを行うことで、健全な
生活を過ごす手助けに関する事業を通して、日本におけるアンプティサッ
カー文化の振興、および地域コミュニティの活性に寄与することを目的とす
る。

151 リフリースタイル

リフリ―スタイルは、「自由に、しなやかに、らしく生きる」という意味の
造語。個を認め合って、自分らしくのびやかに暮らす社会、自分という素材
を活かして何にでも何度でもチャレンジする社会を目指し活動している。代
表自身の経験から得たモットー「子供がのびのび育つには、まず大人が幸せ
になること」を実現すべく、大人向けの企画をメインに実施。ドキュメンタ
リー映画の上映会や、統計心理学「i-color」や「まほうの質問」を使ったコ
ミュニケーションのワークショップ、読書会などを開催している。

152 企業活性支援研究会

この団体は、法令・契約等規範を遵守して活動する企業の事業を活性化する
ことで、正当に社会の信頼を獲得し、より一層活躍できる社会の実現に寄与
することを目的とする。

特定非営利活動法人
リトルワンズ

地域社会の子育て、企業連携、多世代交流を通じた、ひとり親の生活アップ
サポートと、日本の子供の貧困問題の啓発と解決を行う。

154

特定非営利活動法人
YouthCreate

国や地域の運営において、新たな視点・感性をもった若者のチカラを積極的
に活かすことの出来る社会の実現に向けて、「子ども・若者が社会・政治に
対する知識を高める場づくり」「子ども・若者が政治と直接触れ合うことの
できる場づくりとその拡大」「若者を社会の担い手の1人とする仕組みづく
り」を進めています。
若者と政治が交わりやすい場づくりや、仕組みづくりに重きを置いた活動を
行い、ワークショップの実施やインターネット上でのキャンペーンなどを
行っています。

155

動物と暮らしやすいまち
中央区における「人と動物との調和のとれた共生社会」の実現を目指すため
づくり会

153

156 プラチナ・ギルドの会

157 脳梗塞リハビリ研究会

・シニア世代が、社会人としてこれまでに培った経験、知恵、人脈、そして
現役時代に習得したスキルなど利用して、社会貢献すること
・次世代のために、日本社会が抱える社会的問題の解決に向け、ｼﾆｱが自主的
に行動し、よりより社会の創造に貢献すること
・「社会的な絆」を求め、社会の再構築に努力し、既存のNPO・地域再生を支
援し、公助から自助・共助社会の実現に協力すること
現在150万人にも及ぶ脳梗塞患者に対して、特にリハビリを必要とする患者の
方が回復に向けた効果的なリハビリの研究並びに実践を行い脳梗塞リハビリ
の向上に寄与することを目的とする。また脳梗塞患者を持つご家族の悩みを
解消するために、脳梗塞リハビリの現状や研究などを踏まえた患者の支え方
を啓発し、ご家族同士の交流・情報交換・ネットワークを広げ、脳梗塞リハ
ビリにおける悩みや課題を解決できるよう福祉の増進に寄与することを目的
とする。

平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
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体

名

R60 THE MUSICAL プロ
ジェクト

設立目的・活動内容

本会は主に「R60；ほぼ60歳以上(R指定、リストリクトRestrict：制
限、象徴的に使用）」のシニアを対象とし、シニアが自発的に生き生
きとした老後生活が過ごせるように健康維持に努め、人々とのふれあ
いの中から地域活動の核となり、同世代のシニアの輪を広げ、次世代
に繋げるため、「ミュージカル」と言うツールを通して活動を行うこ
とを目的とする。また、地域住民や協賛会社・協力団体の参加を得な
がら、シニア世代が中心となったイベントを開催し、地域住民の豊か
な暮らしと地域コミュニティの活性化を実現するための地域支援活動
を行っていく。

武道が持つ良さを活かし、人生を輝かせるツールにすること。加齢や
疾病、障がい、様々なストレスによる体力や心理状態の変化に対し、
159 武道と生きがい長寿研究所
①武道体操を通じた健康維持、仲間作り。②生きがい活動の推進③着
座剣道の開発を行い役立てていくこと。

160

161

特定非営利活動法人
ダイヤモンドリボン

この法人は広く一般市民を対象として、少子化対策、シングルマ
ザー・ファザー支援推進のための啓発事業、次世代育成支援対策推進
法制度にかかる政治上の政策推進に関する事業及び関係団体の活動に
かかる連絡、助言及び援助に関する事業を行い、安心して子育てが出
来る環境つくりに寄与することを目的とし、子どもの健全育成、社会
教育の推進を図る啓発活動、交流会等の開催をしております。

特定非営利活動法人
チャリティーサンタ

NPO法人チャリティ―サンタは、「サンタクロースのような想いやりの
ある人」を世の中に増やし、想いやりがつながる社会を目指している
団体です。主な活動として、クリスマスイブの夜、サンタクロースに
なったボランティアが日本の子どもに”プレゼントと夢”を届けま
す。そこで、各家庭から寄付として頂くチャリティーで、世界中の困
難な状況にある子どもに”支援と未来”を届けます。2008年から活動
開始し、これまでの6年で、6,418人がサンタクロースになり、8,393人
の子どもに感動体験を届けてきました。（2014年現在、全国21地域で
活動）

組込みシステムに関する教育事業、組込みシステムに関する調査研究
特定非営利活動法人
事業、組込みシステムに関する普及啓発事業を行い、組込みシステム
162 組込みソフトウェア管理者・ 産業に携わる人材の育成をはかることで、組込みシステム産業の競争
技術者育成研究会
力向上と、組込みシステムに関する社会教育の推進および職業能力の
開発と、それによる雇用機会の拡充に寄与することを目的とする。

163

164

165

特定非営利活動法人
TOPPERSプロジェクト

組込みシステム構築の基盤となる各種のソフトウェアを開発し、自由
に利用できる高品質なオープンソースソフトウェアとして公開し、ま
たその利用技術を提供することにより、組込みシステム技術ならびに
産業の振興に資することを目的とする。

特定非営利活動法人
ZIRITSU

この法人は、主に社会的養護の当事者とそれに関わる様々な関係者に
対して、社会的に自ら律し立つ力（ZIRITSU)の向上を支える事業を行
い、子供たちが様々な事情で肉親や育ての親と離れ社会的保護を必要
とする状況や状態になっても、安心して善良なZIRITSUした大人になれ
る社会づくりに寄与することを目的とする。

公益財団法人
日本自然保護協会

人の生活を支える自然環境の豊かさを守るために生物多様性を守り、
自然の仕組みを生かした社会づくりに向けて取り組んでいる。
〇調べる・・・市民参加による自然・社会科学的な調査で、保護が必
要な自然の現状や問題点を明らかにする。
〇守る・・・開発の見直しを働きかけ、法制度の改善を求め、各地の
自然保護問題の解決を支援する。
〇広める・・・地域で自然保護に取り組む人を増やし、自然を大切に
思う価値観を育む機会や場づくりに努める。

平成28年8月1日現在
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体

名

特定非営利活動法人
日本タンゴセラピー協会

この法人は、広く一般市民を対象として、アルゼンチンタンゴの音
楽、ステップ、ペアダンス特有のふれあいを使った、タンゴセラピー
という文化活動を行い、ストレスの解消、 高齢者の QOL 改善やリハ
ビリテーション、認知症予防、自立、健全な心身育成の推進、 ひいて
は地域福祉社会の健全な発展に寄与する事、また、ユネスコ世界無形
文化遺産のア ルゼンチンタンゴを広める事を目的とする。

特定非営利活動法人
ブリッジフォースマイル

「児童養護施設退所者の自立支援」
主な事業内容：
退所後の生活に必要な知識、スキルを身につけるための各種セミナー
の実施、就労体験事業、進学支援事業、退所後の個別支援、退所者向
けの各種イベントの開催

特定非営利活動法人
168 戦没遺骨早期収容促進協

議会

169

設立目的・活動内容

公益社団法人
東京都理学療法士協会

先の大戦における未だ収容されていない海外、ならびに国内激戦地で
の未帰還兵の捜索、戦没者の確認ならびに放置された遺骨の早期収容
実現のための国内外関係民間団体の総力結集

東京都における理学療法士の普及および向上を図るために理学療法の
学問的成果や先進技術を研究している団体で東京都民の健康・福祉に
貢献することを目的に、理学療法士全体の資質向上に努め、ひいては
医療全体の発展に寄与しています。
中央区支部では、「でかけたくなる、からだづくりとまちづくり」と
いうビジョンを持ち、中央区を支える個人・団体との関係を深め、中
央区に住む人・通う人が安心して、その人らしい生活が営めるための
健康増進、環境整備に取り組む目的で設立

170 マインドプロフェッショナル

私たちは、孤立し1人で悩みを抱え続ける人をなくすために、心の専門
家と心の悩みを抱える人をつなぐことにより、すべての人が本来の自
分を取り戻してイキイキと生きられる世の中を目指し、日本最大級の
心の専門家検索・心理情報サイトの企画・運営事業、居場所事業、心
の専門家育成事業、体験会事業の4つの活動を推進しています。

特定非営利活動法人
171
ジービーパートナーズ

職業や人生で得た豊富な知識や経験をもつシニア世代が活躍できる機
会を創出し、それにより様々な社会課題の解決に取り組んでいるＮＰ
Ｏや若い世代をサポートすることで、将来の世代により良い社会を引
き継ぐことを目的とする。

公益財団法人
つなぐいのち基金

（設立時）児童の心身の健全な育成を図るため、児童福祉に関する調
査研究、児童福祉に関する寄付事業やイベント・出版等の啓蒙活動を
行い、児童の健全な人間形成に寄与することを目的とする。（変更認
定申請中）シニアから子どもへの次世代支援のための資源循環と相互
扶助促進事業：社会的不利な状況にある子どもを支援する団体への助
成、高齢者活性化と世代間相互支援推進、民間公益活動を推進・支援
するための基金管理運営を行い、多世代間での様々な資源の円滑な循
環と相互扶助を実現し、より良い社会を次の世代につなげていくこと
を目的とする。
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平成28年8月1日現在
協働ステーション中央 登録団体
団

体

名

特定非営利活動法人
173 東京都中央区日本中国友
好協会

設立目的・活動内容

隣国として日本と中国は2千年以上の交流の歴史があります。日中友好
を善隣・友好の精神に基づき平等互恵の原則に従い若い世代、子孫に
伝えていくこと。その為に思想・信条・宗教・政党の違いを超えて中
央区民や中央区に働く人、関係ある人々に参加を呼び掛けます。

※○：中央区社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター登録団体

