
団体名 代表者名 郵便番号 送付先住所 TEL Email 区分

   K B H 鶴崎　秀樹
市民活動サポートセンター

　メールボックス
0244-22-5303 tsuru@bb.soma.or.jp 文化・芸術

Lebian (レビアン) 黒木　仁一郎
市民活動サポートセンター

　メールボックス
080-1810-6884

lebian.happy-rainbow

@docomo.ne.jp
文化・芸術

NPO法人　はらまちクラブ 江本　節子 975-0071 原町市深野字台畑１５－２ 0244-24-5909 文化・芸術

としょかんのTOMOはらまち 鎌田　孝子 975-0006
原町市橋本町１－１０７

　森岡　こう　様方
0244-23-2603

mk-tomo

@agate.plala.or.jp
文化・芸術

福島県俳句連盟　相双支部 石川　文子 975-0003
原町市栄町３－６８

　西内　正浩様方
0244-23-2592 文化・芸術

ＮＰＯ法人　介護福祉組合 松尾　一昭 975-0017 原町市牛越館下１３６ 0244-24-4999 福祉障がい者

ひがし地区福祉委員会 佐藤　歌子 975-0032
原町市桜井町１－２６９

　石橋　冨美子　様方
0244-22-4783 福祉障がい者

原町市赤十字奉仕団 小野　洋子 975-0008 原町市本町１－５１ 0244-23-3723 福祉障がい者

社団法人　呆け老人をかかえる家族の会

　原町地区会
加藤　敦子 975-0015 原町市国見町３－２３－４ 0244-23-0484 福祉障がい者

障がい児者　ひまわりの会 青田　由幸 975-0026
原町市上高平字中里４３０－２

　自立研修所えんどう豆
0244-23-4177 endomame@kbh.ne.jp 福祉障がい者

特定非営利活動法人 ほっと悠 村田　純子 975-0062 原町市本陣前一丁目67番地 0244-24-5557 jun3@amber.plala.or.jp 福祉障がい者

特定非営利活動法人ゆめネット桜花村塾　フ

リースペース　さくらハウス
山田　壮一郎 975-0006 原町市橋本町３－３５－３ 0244-25-2345 info@sakurahouse.or.jp 福祉障がい者

原町おやこ劇場 岡田　規代 975-0003 原町市栄町３－１１６ 0244-23-4106 子ども・教育

原町子どもネットワーク 小畑　瓊子 975-0016 原町市仲町３－２６ 0244-24-3361 子ども・教育

原町市

　生涯学習アドバイザーの会
門馬　千恵子 975-0008 原町市本町2-12 0244-22-2353 子ども・教育

原町市絵本と童話の会 菅野 清二 975-0018 原町市北町６２５－６ 0244-23-6729
katakago

@agate.plala.or.jp
子ども・教育

オルタナプレイス 高橋　美加子 975-0027 原町市上北高平字入道迫４８－３ 0244-24-5768 国際協力

原町市国際交流協会 佐川　　勲 975-0004 原町市旭町１－４６ 0244-25-2371 hiafj@orange.plala.or.jp 国際協力

福島県青少年赤十字賛助奉仕団

　相双地区
今野　末治 975-0061

原町市大木戸字西原７５－６

　高野　謙一　様方
0244-23-2017 国際協力

アグリ・ウォッチャー・クラブ 岡田　光生 975-0026 原町市上高平字一ノ坪２５７ 0244-23-1921 環境

ごみとくらしを考える市民の会 木幡　　博 975-0042
原町市雫字上江256-31

　長沢　利枝　様方
0244-22-2917 ogawa@bb.soma.or.jp 環境

原町山遊倶楽部 小山　隆 975-0004 原町市旭町4-61-1 0244-22-8738 環境

特定非営利活動法人

　自然環境応援団
上條　大輔 975-0006 原町市橋本町二丁目119-1 0244-24-5083 bcntt141@ybb.ne.jp 環境

特定非営利活動法人

 福島県環境・エネルギー共生機構
箱崎 俊一 975-0004 原町市旭町３－３８ 0244-22-8900 npo-ke@joban.co.jp 環境

ご本陣山を活かす会 箱崎　亮三 975-0005 原町市二見町一丁目６ 0244-24-3077 街づくり

まちづくり市民の会 佐々木　昭宣 975-0038
原町市日の出町１３９－９

　相良　利信　様方
0244-22-3001 街づくり

栄町商店街振興組合 鳥居　朋信 975-0001 原町市大町一丁目１３３番地 0244-23-5600
sirayuri

@dance.ocn.ne.jp
街づくり

あけぼの会原町 馬場　桂子 975-0005 原町市二見町２－６５ 0244-23-5765 その他

玉ノ井一俵会 門馬　秀夫 975-0022
原町市北泉浦頭440-4

　鈴木洋一様方
0244-22-7368 その他

原町ロータリークラ ブ 荒　毅 975-0003 原町市栄町２－８ 0244-24-1210
haramachi-rc

@extra.ocn.ne.jp
その他

原町地区防犯協会連合会 渡辺　一成 975-0033
原町市高見町一丁目262

　原町警察署　生活安全課内
0244-22-2191 その他

国際ソロプチミスト 原町 門馬　恵代子 975-0003
原町市栄町１－１６

　佐川産業（株）内
0244-24-1415 その他

特定非営利活動法人

　相双ＮＰＯセンター
関場　英夫 975-0004 原町市旭町３－３８ 0244-22-8500 sosonpo@joban.co.jp その他

さ ぽ せ ん 登 録 団 体 を 紹 介 し ま す 。
- あの団体が気になる、参加してみたい、と思ったら気軽にお問い合わせ下さい。 -

１円/１枚１円/１枚印刷機の紙代

製版５０円/１枚無料印刷機（用紙持込）

１０円/１枚１０円/１枚コピー機

使用できません無料メールボックス

使用できません５００円/３ヶ月貸しロッカー

２００円/１時間無料会議スペース

登録者以外の方登録団体・個人

料金施設名

“さぽせん”って、どんなところ？何ができるの？どこにあるの？

●開館時間 月曜日～土曜日 午前１０時～午後９時

日曜日 午前１０時～午後５時

● 休 館 日 毎週木曜日・年末年始

みんなの活動レポート

Ｌｅｂｉａｎ（レビアン）

こんにちは、Lebian(レビアン)です。私達のグループは、『「自分達に出来
る事」を「地元で表現する」をモットーに、そしてそれが「人づくりから街づく
り」につながって行く事になる。』、と思い、昨年の１２月に設立致しました。

今年の活動として、３月に「大正ロマン保存事業」の一環で「モダンガール
２００５」のタイトルでファッションショー（大正当時の和服・洋服のデザイン・
制作、メイクアップ、写真撮影、会場の設営・運営等を含めて）を開催し、ま
た、８月には、「浴衣パーティ」（夏季の伝統衣装である浴衣と、それに合う
ビーズアクセサリー等の自主制作活動を含めて）の開催を行いました。

このような活動を通じて、一人一人の持っている「良いところ」や今まで「気
づかなかったところ」を、メンバー同士、刺激しあうことで、個々の創作活動
の結果を、 地元で発表出来ることも、認識いたしました。

今後も、個々の創作活動を受け止める『空間』（受け皿）と、『個々の創作
活動の結果を 「地元で表現出来る」団体』、として活動して行きます。

代表 黒木仁一郎 （lebian.happy-rainbow@docomo.ne.jp）

地域の福祉に携わる私たちNPO法人〈ゆめネット桜花村塾〉は、
2004年秋にフリースペース〈さくらハウス〉を開設しました。
ここは、不登校の児童や生徒、引きこもりがちな若者などを受け入れる
場であると同時に、さまざまな理由によって「心の問題」をかかえながら
日々を過ごす人たちが心の休息を得られる居場所です。

〈さくらハウス〉では、来訪者のご相談の内容に応じて各種のカウンセ
リングを行うことのほか、学習面におけるサポート、レクリエーション活
動、利用者の家族会の運営などの活動をしています。
ここを訪れスタッフとともに過ごすことによって、不登校の子どもが元通
り学校に通うようになったことや、加療中の方が親元を離れて一人暮ら
しをするまでになったことなどの事例を、私たちはとてもよろこばしく
思っています。

特定非営利活動法人ゆめネット桜花村塾 フリースペースさくらハウス

平成17年９月21日現在

利用時間・利用料などのお問い合わせは右記まで。 原町市橋本町3-35-3 電話 0244-25-2345


