
- 75 - 

 

 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 一 覧 

（事務所の所在地が市内の NPO法人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO（Nonprofit Organization）とは 

様々な社会貢献活動を行い、営利を目的としない団体の総称です。 

したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、

事業で得た収益は、その団体の運営事業に充てることになります。 

このうち「特定非営利活動法人」（ＮＰＯ法人）とは、特定非営利活

動促進法に基づき法人格を取得した法人です。 

 



NPO法人一覧（事務所の所在地が市内のNPO法人）

特定非営利活動法人

座間たすけあいワーカーズ風

特定非営利活動法人

WE２１ジャパン・ざま

特定非営利活動法人

NPO淡墨桜

特定非営利活動法人

座間市手をつなぐ育成会

特定非営利活動法人

座間市障害者入所施設
 建設促進会

特定非営利活動法人

ワーカーズ・コレクティブ
 ごむのき

特定非営利活動法人

神奈川県視覚障害者福祉協会

特定非営利活動法人

ワーカーズ・コレクティブ
 たすけっと

特定非営利活動法人

宝島

広く生活支援を必要とする人々に対して、相互扶助の精神に基づいた自
主決定・自主管理の働き方をもって非営利市民事業によるデイサービス
等を行い、年をとっても障害があっても、住み慣れたところで安心して暮
らしていける社会を目指し、参加型福祉の推進及び、地域福祉の向上に
寄与することを目的とする。

障害者、高齢者、病弱者、乳幼児などの移動制約者に対して、外出を支
援することに関する事業を行い、協同の非営利市民事業で「参加型福
祉」によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

障がい児・者に対して「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律」に基づき、就労支援事業、生活介護事業、短期入所事
業、共同生活援助事業、日中一時支援事業、移動支援事業、計画相談
支援事業などを行い、彼らが地域の一員として、安心かつ安定した生活
が送れるように総合的に支援し、地域児童の健全育成を図るために児童
ホームなどの運営を行い、また地域と障がい者との垣根を作らない余暇
活動を通して、地域福祉の増進や普及に寄与することを目的とする。

神奈川県（横浜市、川崎市及び相模原市を除く）在住の視覚障害を有す
る者に対して、各種の福祉事業を行ない、視覚障害を有する者の福祉の
増進に寄与することを目的とする。

団　　体　　名
掲載

P

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づき、知的障害者等に対して社会的自立支援を図りながら、親亡き後も
子供達が安心して地域で生活できる入所施設建設運動を進めるなど、障
害福祉の充実発展に寄与することを目的とする。

相互扶助の精神に基づき自立・相互責任・民主主義・自由・公正・正直・
他者への配慮を大切にすることを活動の理念として、地域福祉を豊かに
していくために、年をとっても障害があっても、住み慣れた所で安心して
暮らして行ける社会を目指して地域で支え合い、在宅での生活を支援
し、助け合っていくための活動を推進し、もって市民が対等な立場で参加
する参加型福祉のしくみ作りの推進及び、社会全体の利益の増進に寄
与することを目的とする。

アジア等各地域の人々の生活向上と自立に寄与することと、地域市民に
対して環境保全に関する意識及び人権・平和・協力等に関する国際的な
意識の啓発に努めることである。この目的のため、神奈川県座間市を中
心に資源のリユース・リサイクルを推進するとともに、アジア等における
環境破壊・抑圧・性差別・戦禍・飢餓・貧困等により生存生活の困難にさ
らされている人々に対して、生活及び自主的活動に関する金銭的・物的・
技術的支援と助成を進めていく。

座間市または座間市近辺在住の知的障害と発達障害を有する者に対し
て、地域活動支援センター運営事業及び障害者福祉サービス事業を行
い、知的障害と発達障害を有する者の福祉の増進に寄与することを目的
とする。

11

14

　目　　的

地域住民に対して、豊かな自然環境・健康な身体・慈しみの心、この三要
素を認識し、「走る」ことを中心とした、スポーツの創造・企画・運営を行う
ことを通して、福祉の増進・自然環境の保護・青少年の育成を促し、文化
交流及びスポーツの振興を図り、もって健全な地域社会の推進に寄与す
ることを目的とする。

48

14
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団　　体　　名
掲載

P
　目　　的

特定非営利活動法人

ワーカーズ・コレクティブ
 風の子

特定非営利活動法人

Ｖｉｄａスポーツクラブいさま

特定非営利活動法人

療育教室歩会

特定非営利活動法人

ワーカーズ・コレクティブ
 こかげ

特定非営利活動法人

座間スポーツコミュニティ

特定非営利活動法人

かながわ山岳ガイド協会

特定非営利活動法人

座間市障害者団体連合会
 いぶき

特定非営利活動法人

パーソナル・ブランディング・
 ジャパン

特定非営利活動法人

リーガル倶楽部

認定特定非営利活動法人

きづき

広く県民及び国民に対して自然環境保全と登山の安全に関する教育指
導者（山岳ガイド、自然ガイド）の育成に関する事業を行い、自然災害時
における救難救援活動を支援する事業を行う。そして神奈川及びわが国
における自然公園の管理・維持の機能を高め、安全登山の普及・発展に
寄与し、自然環境保全活動の推進を図ることを目的とする。

座間市及び座間市近隣の障害を有する者に対して、自立を支援する事
業を行い、障害を有する者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

高校生・大学生・社会人に対して、夢やビジョンの明確化を促し、自己の
潜在能力に気づいて人間力を向上させるための事業を行い、青年層の
活性化をもって日本社会の活性化に寄与することを目的とする。

相互扶助の精神に基づいた自主決定・自主管理の働き方をもって障害
者の地域生活の充実を図り、在宅の精神障害者が、住み慣れた地域で
安心して暮らしていける社会を目指し、参加型福祉の推進及び地域福祉
の向上に寄与することを目的とする。

障碍児者に対して、ディサービス及び個別相談等に関する事業を行い、
彼らが家族と共に健やかに成長し、幸せな生活が送れるよう支援するこ
とで、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

少年・少女又はそれを取り巻く大人に対して、スポーツ（主にサッカー）に
関する事業を行い、人と人とがつながる場を提供し、その活動を通して子
どもの人間形成、大人の余暇の充実に寄与することを目的とする。

地域の人々が自分の時間と経験を使って子育て中の親等を支援するこ
とにより、子どもたちが健全に育つ地域社会づくりを推進し、不特定多数
のものの利益に寄与することを目的とする。

地域住民に対して、サッカーを中心としたスポーツ文化振興並びにス
ポーツの普及・育成、競技力・指導力の向上に関する事業を行い、子ど
もの健全育成に寄与することを目的とする。

53

14

主に精神に疾患をもっている方に対して、心の安定が得られるような関
わりを通して日常生活・社会生活・就労支援を総合的に行い、社会的・精
神的自立を支援する事業を行う。また、社会情勢に見合った情報収集研
修や提供及び広報・啓発事業を行い、社会参加を推進し差別や偏見が
取り除かれ、すべての人々が豊かに安心して暮らせる地域づくりと福祉
の増進に寄与することを目的とする。

多重債務や住宅ローンといった金銭に関する諸問題、リフォーム・増改
築等の住まいに関する消費生活上のトラブル、高齢者等社会的弱者に
対する自立した生活の支援、老後の資産計画、及び離婚・相続・遺言と
いった家族関係問題を、様々な分野の専門家や行政等と連携しサポート
することにより市民の権利と財産の保護及び生活の安定を図り、ゆとり
ある暮らしの実現に貢献することを目的とする。

15
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団　　体　　名
掲載

P
　目　　的

特定非営利活動法人

ざまスポーツクラブ

特定非営利活動法人

ワンエイド

特定非営利活動法人

さくら百華の道

特定非営利活動法人

ジョイサポート

特定非営利活動法人

HOPE

特定非営利活動法人

湘南シーホース
 スポーツネットワーク

特定非営利活動法人

新生福祉共済機構

特定非営利活動法人

ｒｏｏｔｓ

主に開発途上国の貧困地域を対象に、人間の安全保障的観点から、
「最低限のセーフティネット」と「最大限のエンパワーメント」を２つの基本
方針とし、当該地域を中心にして行政・企業・NGO・政府開発援助機関・
国際機関等の外部主体と連携しながら、貧困状態にある人々の貧困か
らの「脱出」と「自立」を達成する地域開発支援事業を展開し、これを以て
すべての人々が「欠乏からの自由」と「恐怖からの自由」を享受し且つ実
現可能な夢や希望を持てるような社会の構築に寄与すること、より巨視
的・長期的な視点では紛争予防を始めとした平和構築や先進国を含ん
だ国際情勢の安定化に寄与することを目的とする。

地域スポーツのネットワークを軸に総合型地域スポーツクラブとして展開
し、また学校部活動や高齢者・障害者の健康と社会的自立をサポートす
るために、スポーツ環境の整備をすることで、地域社会のスポーツ、文化
活動を共有の財産として普及、発展することに寄与することを目的とす
る。

特定非営利活動促進法（以下本法と称する）の精神に基づき、設立の趣
旨に賛同して入会した会員（以下会員と称する）を運営の基礎としたうえ
で、「市民の普段の暮らしのなかの幸せ」を本事業テーマと位置づけて、
各地域に密着して市民の生活福祉に係る問題を調査研究してその具体
的解決を奨めるため、先ず、健康享受に要する、へルスプロモーション活
動の推奨事業に取り組む。また、国際協力や自然環境の保全、地域の
歴史・文化・芸術の保存を尊ぶことに積極的に取り組む事業を行い、ス
ポーツを通じて青少年の育成を図り、情報化社会を勧める事業を行う一
方人材育成・職業能力開発に対する支援を行なう。加えて、地域各自治
会や行政当局などと連携して防犯活動や災害救援などを行い、暮し易い
環境を目指してバリアフリー化への調査提案をし、日常生活等に係る問
題に対しては、生活相談会を開催してその解決支援を為し、さらに全て
の市民が生涯学習の精神醸成に至るよう啓発・普及の活動事業などを
行うものとする。他方、健康を損なって最期を迎えざるを得なくなった場
合を想定してその葬祭を支援する事業を行なうなど、生活福祉全体に
亘って地域に連接し健全な社会生活の前進に資することを目的とする。

精神障害を有する者、メンタルヘルスに関する悩みをもつ者及び精神保
健福祉に関する支援者に対して、精神保健福祉に関する事業を行い、地
域における社会福祉及び保健、医療の増進に寄与することを目的とす
る。

17

高齢者や障害者に対して、日常の身の回りの不具合の手伝いに関する
事業及び雇用創出事業を行い、また、一般市民に対して人権擁護事業
及び市民活動サポート事業を行うことで、地域福祉や市民活動の活性化
に寄与することを目的とする。

援助が必要な高齢者、障がい者、その家族及び広く一般市民に対して、
成年後見制度に関する事業や日常生活に困難を抱える方を支援する事
業などを提供することにより、地域での支えあいの輪を広げすべての人
が生き生きと安心して暮らせる地域の実現に寄与することを目的とする。

座間市との協働による、まちづくり事業として緑道公園の維持管理や、緑
道公園の普及啓発などを行うことにより、環境の保全やまちづくりの推進
に寄与することを目的とする。 48

青少年に対して、スポーツ振興や健全育成に関する事業を行い、青少年
のよりよき人間形成と仲間づくりに寄与することを目的とする。
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団　　体　　名
掲載

P
　目　　的

特定非営利活動法人

どんぐりと山猫会

特定非営利活動法人

再生の朝

NPO法人

ひまわり

特定非営利活動法人

キャリア形成支援ネット

特定非営利活動法人

ライフロングスポーツサポート

NPO法人

神奈川県空き家サポート協会

特定非営利活動法人

コクア

特定非営利活動法人

ワーカーズコープ

 座間地域福祉事業所放課後等
 デイサービス オリーブ

特定非営利活動法人

相模

重度心身障がい児の方々が、将来親元から離れても地域で自分らしく楽
しく生活していけるよう成長を促していく支援とともに、将来的にオリーブ
で生活の基盤が提供できるように事業所の機能を充足させていきたい。

14

すべての人が生きがいを持ち、地域で生活できる社会、生活環境をつく
るために、地域課題や社会的課題に対して前向きに取り組み持続可能
な地域社会、地域経済の発展につながる活動を行うことを目的とする。

地域住民に対して、適正に管理されずに放置され、社会問題となってい
る空き家・空き地の情報収集・管理業務等の事業を行い、地域の相談窓
口となることにより、安全・安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

座間市を中心とした地域の障害者に対して、雇用の創出、就労支援、社
会参加等に関する事業を行い、農業振興や環境保全等を通じた保健、
福祉の増進を図る活動に寄与することを目的とする。

広く一般市民、特に生活困窮者、住宅困窮者、ＤＶ被害者、高齢者等に
対して、宿泊施設の設置・運営に関する事業、日常生活並びに自立生
活・就労についての支援に関する事業を行い、地域社会の福祉の増進を
図り、もって広く公益に寄与することを目的とする。

保育に欠ける児童及びその保護者に対し、児童福祉法に基づく乳幼児
及び学童の適切な保護と保育に関する事業を行い、働く親の就業を補助
し社会への貢献を促すことを目的とする。

青少年、成人、高齢者に対して、スポーツ、健康維持・育成に関する事業
を行い、その活動を通じ心身の健康維持・育成を図り、近隣住民との交
流において、相互理解、友好を育み、スポーツの振興、健康維持・育成
活動の発展による地域の活性化に寄与することを目的とする。

大学・短期大学及びその学生、高等学校及びその生徒に対して、教育力
の向上並びにキャリア形成に関する支援の事業を行い、もって社会公益
の増進に寄与することを目的とする。

54

中高齢者で住居を借りることが困難な人々の為の宿泊施設に関する事
業を行い、高齢社会に寄与することを目的としています。

15
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☆ つなげよう市民力 ☆ 

市民活動とは・・・ 

自発的に、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するため、継続

的に社会貢献活動を行う。 

公共の利益を目的とする。 

生涯学習活動とは・・・ 

自発的意思に基づいて、自己の充実・啓発や生活の向上のため、必要

に応じ自己に適した手段・方法を自ら選びながら生涯を通じて行う。 

個人の利益を目的とする。 
 

 

市民活動と生涯学習 
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ざま生涯学習宅配便  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症等の感染症感染拡大防止のため、 

利用できなくなる場合があります。 

 

 

「ざま生涯学習宅配便」は、市民のみなさんの生涯学習活動をお手伝

いするため、市の職員が身に付けた専門知識を、お届けしようという

ものです。身近な問題、関心のある市政情報など、聞いてみたいメニ

ューを選んでお申し込みいただけます。担当課の職員が、みなさんの

ところまで直接伺ってお話します。 



ざま生涯学習宅配便メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　
№ 分類 講　　　　　　　　座　　　　　　　　名 担 当 課

1 高齢者の在宅福祉サ－ビスについて 福 祉 長 寿 課

2 子ども大好き 手作りおやつ 保 育 課

3 子育てを楽しく 保 育 課

4 子どもを虐待から守るために
～私たちができること～

子 ど も 政 策 課

5 「もくせい園」ボランティア体験講座
～知的ハンディを持った方への理解を深めよう～

障 が い 福 祉 課

6 ゲートキーパー研修 障 が い 福 祉 課

7 生活保護の基礎知識
～こんな人は生活保護が受けられる！？～

生 活 援 護 課

8 どこに相談しよう？
～生活の困りごとの相談先～

生 活 援 護 課

9 始めよう!! ニュースポーツ
～誰でも出来るニュースポーツの紹介～

ス ポ ー ツ 課

10 生活習慣病予防について 健 康 づ く り 課

11 介護保険制度について 介 護 保 険 課

12 介護予防について 介 護 保 険 課

13 認知症サポーター養成講座 介 護 保 険 課

14 国民健康保険について 国 保 年 金 課

15 後期高齢者医療制度 医 療 課

16 座間の水道について
～水源から蛇口まで　水の旅～

水 道 施 設 課

17 地球温暖化について 環 境 政 策 課

18 座間の地下水について
～おいしい座間の水を守ろう～

環 境 政 策 課

19 目久尻川・鳩川をもっときれいに
～河川の汚濁状況～

環 境 政 策 課

20 下水道のしくみ 下 水 道 施 設 課

21 ごみの減量とリサイクル 資 源 対 策 課

22 市民ぐるみで緑化推進を 公 園 緑 政 課

23 伝統
座間の大凧
～座間の大凧について知ろう～

商 工 観 光 課

24 いざという時、あなたは？
～救命救急～

消 防 本 部
（ 消 防 管 理 課 ）

25 災害に備えよう！
～防災講話、訓練、体験～

危 機 管 理 課

26 ズバリあなたは狙われているかも（高齢者編）
～高齢者を狙う悪質商法と対処方法～

広 聴 人 権 課

27 契約トラブルに気をつけよう！（若者編）
～トラブルに巻き込まれないためには～

広 聴 人 権 課

28 特殊詐欺対策について 市 民 協 働 課

福
　
祉

健
　
康

環
　
境

安
　
全
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ざま生涯学習宅配便メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　
№ 分類 講　　　　　　　　座　　　　　　　　名 担 当 課

29 身近な人権 広 聴 人 権 課

30
公共用地の取得について
～公共用地の取得には目的があります～

財 産 管 理 課

31 コミュニティ活動 市 民 協 働 課

32 市民参加と協働について 市 民 協 働 課

33 住居表示制度
～わかりやすい街づくり～

都 市 計 画 課

34 座間市と基地 渉 外 課

35 みらいの公共施設
～座間市公共施設の再整備～

市 政 戦 略 課

36 “まなび”をつくる
～講座やイベントの企画・運営～

生 涯 学 習 課

37 身近な歴史の調べ方 生 涯 学 習 課

38 ざまの歴史を楽しく知ろう
～座間のおいたち・なりたち～

生 涯 学 習 課

39 いってみよう、みてみよう公民館
市 公 民 館
北・東地区文化センター

40 教育相談
～子どもの心を知るために～

教 育 指 導 課

41 教育支援教室「つばさ」とは 教 育 指 導 課

42 子どもたちの豊かな心を育むために
～家庭・学校・地域のつながり～

教 育 指 導 課

43 座間の教育の歴史を知る 教 育 指 導 課

44 図書館見学ツアー 図 書 館

45 おはなし宅配便 図 書 館

46 市広報の役割 市 政 戦 略 課

47 座間市のお財布
～市の財政状況と現状～

財 政 課

48 戸籍のしくみ 戸 籍 住 民 課

49 座間市の総合計画について 企 画 政 策 課

50 マイナンバー制度について 企 画 政 策 課

51 地方自治体の監査制度について 監 査 委 員 事 務 局

52 議会のしくみ 議 会 事 務 局

53 税金入門 市 民 税 課

54 固定資産税（土地・家屋）のあらまし 固 定 資 産 税 課

55 市税の納付方法 収 納 課

56 座間市の水道とおいしい水 経 営 総 務 課

57 知っていたい道路問題
～境界査定、道路占用、不法投棄～

道 路 課

自
　
治

ま
ち
づ
く
り

教
　
育
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ざま生涯学習宅配便 Q&A 

 

Q1－利用できるグループって？ 

原則として市内在住・在勤・在学の方の１０人以上のグループです。ご近所のお仲間、

お友達、自治会、PTAなどの集まりにもご利用ください。 

Q2－当日の進行は？ 

司会進行役は、みなさんのほうでお願いします。進め方は事前にじゅうぶん打ち合わ

せをいたします。 

Q3－会場はどこでもいいの？ 

市内ならどこでも。もちろん個人のお宅でも大丈夫です。みなさん方でご用意くださ

い。 

Q4－無料とありますが…？ 

交通費等、職員にかかる費用は一切ありません。ただし会場にかかる費用、実習等に

かかる材料費は、みなさんの実費負担となります。 

Q5－メニューにないテーマを聞きたいのですが？ 

メニューにないテーマや、複数のテーマにまたがる場合は生涯学習課にご相談くださ

い。 

Q6－土・日や５時以降でも利用できるの？ 

ご利用いただけます。ただし業務上どうしても担当課の都合がつかない場合は、日程

の変更等事前にご相談します。 

Q7－宅配便を利用できないのはどんな場合？ 

政治・宗教または営利を目的とする催しと一緒に実施する場合や、本来の目的にそぐ

わない場合、もっぱら苦情や要望の場となるおそれのある場合などです。 

 

 

 

 

 

 

  

◎詳しくは各公共施設で配布する「ざま生涯学習宅配便メニュー」または市ホームページをご覧ください。 

※業務の都合上、会場や設備、開催日時・時間等に条件を設けている場合があります。ご了承ください。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症等の感染症感染拡大防止のため、利用できなくなる場合があります。 

また、マスクの着用、手指消毒、密を避ける等の感染防止策の徹底については利用者のみなさんで対応を 

お願いします。対応が徹底されてないと判断される場合にはご利用いただけません。 

 

お問い合せ・お申込は 座間市教育委員会教育部生涯学習課 

〒252-8566  座間市緑ケ丘１－１－1 

 ＴＥＬ 046-252-8472 

 ＦＡＸ 046-252-4311 
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座間市民活動サポートセンター 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL :  ０４６－２５５－０２０１ 

FAX :  ０４６－２５５－３２４３ 

 

開館時間：９：００～１７：００ 

休 館 日：火曜日 

     国民の祝日に関する法律に規定する休日 

     12月 29 日～翌年 1月 3日 
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こんなことを考えている方、ご相談ください！ 

■ 印刷機（要予約） 

・利用時間  9：30～16：00の間 

・ハガキ～A3 ※印刷用紙は持参のこと 

・黒・青・赤の3色 

・製版代 1色1製版 50円 

・印刷代 100枚毎 50円 

・1製版最低印刷枚数 20枚 

 

■ ラミネーター 

A4/ 50円  A3/ 100円 

（フィルム持参の場合も同じ金額） 
 

☆団体を立ち上げたい  

☆どんなサークル活動があるか知りたい 

☆NPO法人格をとりたい  

☆ボランティアをしたい・してほしい 

☆自分たちの活動を知らせたい  

☆団体運営のノウハウを知りたい 

☆他の団体と交流したい      

☆パンフレットやチラシを作りたい   

 

 

■カラーコピー機       

・単色/2色  10円 /1枚（A4･A3） 

・カラー 50円 /1枚（A4･A3） 

※用紙の持参は不可 
 

※ご利用の詳細については、サポートセンターにお問い合わせください。 
※新型コロナウイルス感染防止のため、利用制限をしている場合がありますので、 
サイトざまっとのお知らせ最新版を確認した上でご利用ください。 

■紙折機（無料・要予約） 

・資料を短時間に大量に折ることが可能 

・折り方は全７種 

市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動を応援します 

座間市民活動サポートセンターは 

■手動裁断機（無料） 

・幅30cmまでの紙を 

裁断できます。 

・約100枚を一度に裁断 

※紙以外は使用不可 
 

社会貢献活動の目的で利用できます 
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座間市民活動サポートセンターは「市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動(以下「市民活

動」という)を支援するための組織です。したがってセンターの利用は社会貢献活動に限ります。 

センターの登録要件である「市民活動」と認められるためにはいくつかの要件があります。 

 

1：非営利団体であること  

   

２：組織・運営について以下の項目を満たしていること 
 

①  
会としての目的を持ち自立した団体である 

団体の目的が明記されていて会員みんながそれを理解し、同じ思いを共有していることが大切です。 

また団体が主体的に企画運営し活動している必要があります。 

②  会則(規約・定款)がある  

③  会の運営に関することは、（会則に定められている等の）定例会議等で話し合って決定している  

④  会議録や運営費の帳簿・収支決算等の記録を残し会員に報告している 

⑤  会への加入または脱退が自由である 

⑥  成年３名以上の役員を置き、互いに兼務していない(会員５名以上) 

⑦  市内で活動を行っている 

⑧  活動分野が特定非営利活動促進法の定める２０項目の活動分野にあてはまる 

⑨  宗教活動又は政治活動を主な目的としていない  

⑩  
その他 

公序良俗に反する活動をする、施設等を破損し又は減失させたり、またはセンターの設置の目的に

反した利用をする、などのおそれがあると認められないことが必要です。 
 

 
 

３：活動目的の中に社会貢献活動が含まれている 

自分たちの楽しみだけで自己完結している趣味の団体は、社会貢献活動をしているとは言いにくいでしょう。 

しかし、そのような趣味の団体でも社会貢献活動をしている団体はたくさんあります。 

 

 

４：協働を理解し、協働で「まちづくり」を推進していくことを目的とする団体又は、「まちづくり」

を推進していこうとする団体である  

座間市民活動サポートセンター団体登録の要件 
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 所在地 

○座間市緑ケ丘１―１―１ ざまコミュニティプラザ（ふれあい会館）１Ｆ 

 開館時間 

○午前9時から午後５時まで 

 休館日 

○火曜日 

○国民の祝日に関する法律に 

規定する休日 

○12月29日～翌年1月3日 

 アクセス 

○小田急線相武台前駅から徒歩15分 

○小田急線座間駅から徒歩20分 

○座間駅から神奈中バスにて「市役所・谷戸山公園前」下車 

または相武台前駅から神奈中バスにて「市役所入口」「市役所・谷戸山公園前」下車 

○コミュニティバスにて「座間市役所」下車 

① インターネット情報サイト「ざまっと」に団体の情報が掲載され、さらにサイ

トに登録すると、自ら発信ができます。 

② 座間市サークル・団体情報誌「ざまっとガイド」に詳しく情報が掲載されます。 

③ フリースペースを打合せ会議等に利用できます（団体の社会貢献活動も可）。 

④ 団体の活動紹介パネル展示、作品展示等ができます。 

⑤ ざまっと通信・イベント等で団体の活動紹介、会員募集ができます。 

⑥ 団体発行のポスター・チラシ等を掲示、配架できます。 

⑦ ロッカーが利用できます。【有料】 

⑧ レターケースが利用できます。【無料】 

⑨ 備品が利用できます。【無料】（プロジェクター・スクリーン・書画カメラ） 

⑩ 座間市相互提案型協働事業に応募の資格が得られます。 

 

市役所入口 

サポートセンター所在地・開館時間・休館日 

登録してできること 

※新型コロナウイルス感染防止のため、利用制限をしている場合がありますので、 
サイトざまっとのお知らせ最新版を確認した上でご利用ください。 

市役所 
谷戸山公園 
前入口 

座間中学校 

健康センター 

ハーモニー 
ホール 

図書館 

至 南林間→ 

←
至 

相
武
台
前 

 

座間市役所 

サポート 
センター 

サニープレイス座間 
社協ボラセン 
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情報サイト「ざまっと」を見て 

登録団体からの情報やサポートセンターからのお知らせは、日々更新されています！！ 

毎日のぞいて、たくさんの情報をゲットしてください。 

サポートセンターからの 

お知らせ 
助成情報やセンター発行の情

報誌などを紹介しています。 

イベントカレンダー 

各月に開催されるイベント

がカレンダー形式で表示さ

れます。 

 

ざまっと 

イベント 

ボランティア募集 

会員募集 

それぞれの情報が一覧で表

示されます。 

※新型コロナウイルス感染防止のため、利用制限をしている場合がありますので、 
サイトざまっとのお知らせ最新版を確認した上でご利用ください。 

 ホットな情報をゲットしよう！ 

 
 

新着情報 

団体からのイベント情報や

会員募集、ボランティア募

集が新着順に表示されま

す。 

 

 

サークル･団体情報誌 

ざまっとガイド(本誌) 

PDF版をダウンロードできます。 

 

登録団体一覧 

すべての登録団体が一覧で

表示されます。 

活動報告一覧 

団体の活動報告の一覧が表

示されます。 

サポートセンターを 

知りたい 
サポートセンターの利用に

ついてや、開催した事業の

活動報告が見られます。 

 

ざまっと通信 

最新号のPDF版をダウンロー

ドできます。 



団体名索引

特定非営利活動法人 サークル・団体
団体名 具体的活動分野 P 団体名 具体的活動分野 P

WE２１ジャパン・ざま 地球温暖化防止 48 あ アートステージ 障がい児者福祉事業 13

Ｖｉｄａスポーツクラブいさま 77 アートレインボー 水彩画 27

NPO淡墨桜 ジョギング 11 REC(ReiwaEnglishClub) 英語 19

神奈川県空き家サポート協会 79 アカシアの会 卓球 44

神奈川県視覚障害者福祉協会 76 アクティヴ・ママ 子育て支援・勉強会 53

かながわ山岳ガイド協会 77 アクティヴツインズ 子育てサロン 52

きづき（認定） 障がい者就労支援 15 アクティヴ通信班 子育て支援・勉強会 53

キャリア形成支援ネット 79 あげまき 詩吟 24

コクア 79 ASABAバンド ジャズ 39

再生の朝　 79 あさみどり 詩吟 24

相模 障がい児者福祉事業 15 あじさい 卓球 44

さくら百華の道 緑道維持管理 48 アネモネ 社交（競技）ダンス 42

座間市障害者団体連合会いぶき 障がい者就労支援 14 あひるの会 絵手紙 27

座間市障害者入所施設建設促進会 障がい児者福祉事業 14 油絵サークル・モーブの会 油絵 26

座間市手をつなぐ育成会 76 あむあむ 手編み 29

ざまスポーツクラブ 78 アラフィーローズ 健康体操・ストレッチ 8

座間スポーツコミュニティ 77 アラベスクバレエ こどもクラシックバレエ 55

座間たすけあいワーカーズ風 76 アルペジオ クラシックギター 38

ジョイサポート 78 アンサンブル虹 女声合唱 35

湘南シーホーススポーツネットワーク 78 い 居合道・剣道同好会 居合・剣道 46

新生福祉共済機構　 78 イーチ児童デイサービス　緑ヶ丘 みんなの居場所 16

宝島 76 いきいきＯＢ会 健康体操・ストレッチ 7

どんぐりと山猫会　 保育園・学童・子育て支援 54 いきいきＯＢ会 健康体操・ストレッチ 8

パーソナル・ブランディング・ジャパン 77 いきいき体操　虹 健康体操・ストレッチ 8

ひまわり　 79 いけばな「集い」 花 30

HOPE 78 囲碁クラブ 囲碁 23

ライフロングスポーツサポート 79 囲碁友の会 囲碁 23

リーガル倶楽部 77 いさま会 居合 46

療育教室歩会 77 イジュマー・ビッグバンド ジャズ 39

ｒｏｏｔｓ　 78 いずみ会 ペン字・ペン習字 26

いその保育園 剣道 46

一止会 書道 26

ワーカーズ・コレクティブ風の子 保育園・学童・子育て支援 53 一颯会 空手 45

ワーカーズ・コレクティブこかげ 77 一颯キッズクラブ 空手 45

ワーカーズ・コレクティブごむのき 76 一般社団法人 ソーシャルビジネスデザイン研究所 まちづくり 21

ワーカーズ・コレクティブたすけっと 障がい者高齢者支援 14 いづみソフト会 地域ボランティア 61

ワンエイド フードバンク・住まい 17 いないないばあ 折り紙 30

入谷歌舞伎会 農村歌舞伎 31

印友会 篆刻 28

印楽会 篆刻 28

コミュニティセンター う うぐいす会 卓球 45

団体名 具体的活動分野 P ウクレレZAMA ウクレレ 37

立野台コミュニティセンター 20 うさぎーず こども(親子)体操・リズム・リトミック 55

新田宿･四ツ谷コミュニティセンター 20 うた友 童謡･唱歌 36

小松原コミュニティセンター 20 歌の広場 混声合唱 34

東原コミュニティセンター 20 卯月会 書道 26

相模が丘コミュニティセンター 20 え 英会話の部屋座間キッズ こども英語 55

相武台コミュニティセンター 20 英語を勉強する会 英語 19

ひばりが丘コミュニティセンター 20 ＡＢＣサークル 英語 19

栗原コミュニティセンター 20 エーデルワイス相模野 フォークダンス 32

エコール・ド・ザマ 油絵 27

コミュニティ エコクラフト友の会 手工芸 29

団体名 具体的活動分野 P 絵手紙あじさい 絵手紙 27

プラっとざま　市民交流プラザ 21 絵手紙智の会 絵手紙 27

ワーカーズコープ座間地域福祉事業所
放課後等デイサービス オリーブ

障がい児者福祉事業 14
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え NPO法人さくら百華の道 緑道維持管理 48 き 気功サークルすい星 気功 9

NPO法人 ワーカーズ・コレクティブ風の子 保育園・学童・子育て支援 53 気功の会 気功 9

ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブ たすけっと 障がい者高齢者支援 14 気功の会 気功 9

海老名おやこ劇場 観劇 56 気功ひまわり会 気功 9

ＦＣシリウス スポーツ指導者会 47 きさらぎ会 俳句 25

F－tone 女声合唱 34 きしゃぽっぽ 育児・子育てサークル 54

お 桜卓クラブ 卓球 44 北ゆりクラブ 卓球 44

桜墨会 書道 26 吉の会 舞踊(日本) 30

大江戸助六流座間 和太鼓 36 キッズ・ワークショップみらい 手工芸 29

オカリナ・ピーポの会 訪問活動 16 きつつき版画倶楽部 木版画 28

お習字の会 書道 26 絹の会 つるし雛 29

男の料理ひまわり会 調理 60 きぼう 卓球 45

大人のバレエ ジゼル クラシックバレエ 31 木彫りを楽しむ会 木彫り 28

音の絵本 女声合唱 35 桐の会 箏曲 37

音の絵本 女声合唱 35 金継ぎの会 陶芸 29

お花サークルマーガレット 花 30 吟舞道瑤秀会 詩吟 24

おはなしぐるーぷさくらんぼ おはなし会 52 きんもくせい 健康体操・ストレッチ 8

おはなしサークル　ききみみずきん おはなし会 52 吟龍会 詩吟 24

おはなしサークルたんぽぽ おはなし会 53 く くまさんのおはなし会 おはなし会 53

おはなしサークル　ピッピ おはなし会 52 句楽会 俳句 25

おはなしサークル　ひろば おはなし会 52 クラシックギターアンサンブル　ピアチェーレ クラシックギター 37

おひさま体操 こども(親子)体操・リズム・リトミック 55 CLAP こどもヒップホップダンス 55

おもちゃ箱 人形劇 56 グリーン 卓球 44

親子いけばな草月 花 30 グリーンツリー・イングリッシュ 英語 19

親子体操 こども(親子)体操・リズム・リトミック 55 栗コミフォトクラブ 写真 28

おやとも会 子育て支援・勉強会 53 栗原囲碁クラブ 囲碁 23

オラキノ フラダンス 32 栗原イングリッシュファミリー こども英語 55

オリーブ エアロビクス 9 栗原インターナショナル 国際交流 50

おりがみサロン 折り紙 30 栗原コミュニティセンター コミュニティセンター 20

オレンジ 卓球 45 ぐるーぷ“音の輪” 女声合唱 34

か ガールスカウト神奈川県第57団 スカウト運動 54 クローバー 健康体操・ストレッチ 7

絵画同好会「グループⅠ」 油絵 27 クローバー 健康体操・ストレッチ 8

かえで会 手工芸 29 クロッキー会 デッサン 27

かえでの会 詩吟 24 け 傾聴を学び・実践する会　(ラポールの会) 傾聴 15

学習支援の会 学習支援 18 ケイ・ナ・ティアレ・フラ フラダンス 32

拡大写本サークル「つばさ」 拡大教科書 12 ゲートボール協会立野台チーム ゲートボール 41

華香会 民謡(演奏) 36 健康体操サークル 健康体操・ストレッチ 8

合唱団あかしや 女声合唱 35 源氏物語の会 古典 24

合唱団すみれ 混声合唱 34 拳勝館座間 こども空手 55

合唱団「全休符ほ～るれすと」 混声合唱 32 拳和道座間クラブ 護身総合武道 46

カトレアダンス同好会 社交（競技）ダンス 42 こ 公益社団法人　座間市シルバー人材センター シニアライフ 59

カトレアフラサークル フラダンス 32 光友会 茶道 30

神奈川県央中高年齢者野球愛好会 野球 43 幸臨の会 舞踊 30

神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会・県央地区ネット 健康づくり 7 コール・カノン 女声合唱 35

神奈川県高齢者体育会 健康体操・ストレッチ 7 コール・ムッテル 女声合唱 34

神奈川土建　座間海老名支部栗原中央分会 座談会・会合 62 ゴールド 卓球 45

かぼちゃの会 絵手紙 27 古希軟式野球チーム「ざまりん」 野球 43

火曜会 健康体操・ストレッチ 8 Ｃｏｃｏｎｉｗａ 花 30

カライワイオリフラ・ケイキ フラダンス 32 コスモス会 七宝焼 29

カライワイオリフラ・ワヒネ フラダンス 32 コスモス卓球クラブ 卓球 45

カラオケ同好会 カラオケ 36 コスモス卓球クラブ 卓球 45

カラオケ同好会 カラオケ 36 湖東会 水墨画 27

カラオケの会 カラオケ 36 こども書道「清書の心」 こども書道 54

空手アカデミー　拳勝館座間 空手 45 こぶしの会 フラダンス 32

空手アカデミー　拳勝館　座間 こども空手 55 こぼんのう こども食堂 56

還暦軟式野球チーム「座間クラブ」 野球 43 コマツ3Ｂ体操 健康体操・ストレッチ 8

き 木いちごの会 絵手紙 27 小松原いきいき会 地域ボランティア 61

Ｋｅｅｐ　Ｂｌｕｅ　Ｅａｒｔｈ 美化活動 48 小松原コミュニティセンター コミュニティセンター 20
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こ 小松原体操クラブ 健康体操・ストレッチ 8 さ 座間高校創作舞踊部 舞踊 30

小松原ダンスサークル 社交（競技）ダンス 42 座間子育て応援プロジェクト！ 子育て支援・勉強会 53

コミュニティ・ファーム　なないろ畑 野菜づくり 61 ざま災害ボランティアネットワーク 災害救援 49

コラール･アミ 女声合唱 35 座間さつき会 さつき盆栽 60

コラール・アミ 女声合唱 35 ざま市青森県人会 座談会・会合 61

さ サークル・カオス フォークダンス 32 座間市囲碁連盟 囲碁 23

サークル キャロット 健康体操・ストレッチ 8 座間市ウォークラリークラブ「キャラバン」 ウォーキング 10

彩苑書道会 書道 26 座間市演奏家連盟 クラシック音楽 39

相模が丘囲碁同好会 囲碁 23 座間市おもちゃドクターの会 おもちゃ修理 56

相模が丘健康体操愛好会 健康体操・ストレッチ 8 座間市歌人会 短歌 25

相模が丘コミュニティセンター コミュニティセンター 20 座間市合唱連盟 混声合唱 33

相模が丘太極拳 太極拳 10 座間市菊友会 菊作り 60

相模が丘俳句同好会 俳句 26 座間市グラウンド・ゴルフ協会 グラウンドゴルフ 41

相模が丘はくつる会 太極拳 10 座間市健康文化都市大学　ペタンク専科 ペタンク 42

相模が丘ひばり会 カラオケ 36 座間市国際交流協会 国際交流 50

相模が丘ブラザーズ こども野球 56 座間市三曲協会　ひまわり合奏団 箏･三味線･尺八 36

相模が丘ヨガサークル ヨガ 9 座間市三曲協会大人お箏教室 箏･三味線･尺八 36

さがみ吟詠会 詩吟 24 座間市自治会総連合会 自治会活動 58

相模健康麻雀 麻雀 24 座間市視聴覚教育研究協議会 16ミリ映画上映･紙芝居 18

さがみ自彊術友の会 自彊術 10 座間市写真連盟 写真 28

さがみジャズ研究会 ジャズ 40 座間市手話サークル星の会 手話 12

相模野一輪車クラブ 一輪車 47 座間市少女マーチングバンド マーチングバンド 55

さがみ野ウクレレ ウクレレ 37 座間市食生活改善推進団体 ひまわり会 健康づくり 7

さがみ野グリーンソシアル 社交（競技）ダンス 42 座間市スポーツ協会 スポーツ普及活動 41

相模野健康体操クラブ 健康体操・ストレッチ 8 座間市ターゲット・バードゴルフ協会 ターゲットバードゴルフ 41

相模野剣友会 剣道 46 座間市地域婦人団体連絡協議会 婦人学習・生活学習 18

さがみ野すばる ヨガ 9 座間七宝工芸会 七宝焼 29

さがみ野ダンスサークル 社交（競技）ダンス 42 座間市手をつなぐ育成会 障がい児者福祉事業 13

さがみ野フォト 写真 28 座間市点訳サークルあかり会 点訳 12

さがみ野やすらぎ街づくり委員会 まちづくり 21 座間市日中友好協会 国際交流 50

相模原おやこ劇場 観劇 56 座間市俳句連盟 俳句 25

さがみフィルハーモニック オーケストラ 39 座間市バスケットボール協会 バスケットボール 43

さくら卓球Ｃ 卓球 45 座間市パソコンサポートクラブ パソコン 19

さくら卓球同好会　 卓球 44 座間市ボランティア連絡協議会 ボランティア活動支援 12

さくらフレンド 社交（競技）ダンス 42 座間市祭囃子保存連絡協議会 祭囃子 31

さくら料理教室 調理 60 座間市民オペラ合唱団 混声合唱 33

さざんか 絵手紙 27 ざま市民活動応援広場 市民活動支援 57

座青詩吟クラブ 詩吟 24 ざま市民後見人の会ひまわり 成年後見支援 16

座青書道 書道 26 座間市民混声合唱団 混声合唱 33

皐月盆栽あすなろ会 さつき盆栽 60 座間市民踊連盟 民踊 31

さふらん会 書道 26 座間市民踊連盟 民踊 31

サポートざま家族会 精神保健福祉 13 座間市野球協会学童部 こども野球 56

座間あじさい会 民踊 31 ZAMA生涯学習ボランティア研究会 学習支援 18

座間アマチュア無線クラブ アマチュア無線 61 座間市謡曲連盟 謡曲･仕舞 31

座間安全・安心推進会 防災 49 座間女声合唱団 女声合唱 35

座間SC相模が丘防犯パトロール隊 防犯活動 49 座間市レクリエーション協会 レクリエーション 7

座間絵手紙の会 絵手紙 27 座間市老人クラブ連合会 シニアライフ 59

座間絵手紙の会 午前の部 絵手紙 27 座間吹奏楽愛好会 吹奏楽 39

座間おはなし会 おはなし会 53 座間吹奏楽愛好会 吹奏楽 39

座間華道協会 花 30 座間太極拳愛好会 太極拳 9

座間空手クラブ 空手 45 座間太極拳ひまわり会 太極拳 9

座間キャラバン隊 障がい児者福祉事業 14 座間男声合唱団 男声合唱 34

座間吟詠会ひばり教場 詩吟 24 座間陶芸会 陶芸 29

座間クッキング 日米料理 51 座間にほんご教室 日本語学習支援 50

座間クラシックギタークラブ クラシックギター 38 ざまねこ 野良猫を増やさない会 野良猫 48

ざま弦楽アンサンブル 弦楽 39 座間のホタルを守る会 ホタル保全･復活 48

ざま健康吹矢クラブ スポーツ吹矢 10 ＺＡＭＡノルデｨック・ウォーキング同好会 ノルデイック・ポールウォーキング 10

座間剣士会 剣道 46 座間パークゴルフ協会 パークゴルフ 41
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さ ざまハーモニカドレミの会 ハーモニカ 38 し 書原会 書道 26

座間はた織愛好会 はた織り 29 書游会 こども書道 54

ZAMAビッグバンドジャズオーケストラ ジャズ 40 白鳩会 婦人学習・生活学習 18

座間ひばり合気道クラブ こども合気道 55 シルクの会 パッチワーク・キルト 29

座間ひばり太極拳 太極拳 10 シルバー・ハーモニカ「華」 ハーモニカ 38

座間ひまわり新舞 民踊 31 シルバーコーラス・スマイル 混声合唱 33

座間不登校を語る会 不登校保護者支援 16 新あぜみち会 健康体操・ストレッチ 7

座間ふるさとガイドの会 文化財散策ガイド 23 新医学気功勉強会 気功 9

座間マジック同好会 マジック 61 新空手道　闘魂会 空手 45

座間ラージボール愛好会 ラージボール 41 新四将棋クラブ 将棋 23

ざまリードアンサンブル ハーモニカ 38 新生さくら道の会 まちづくり 22

座間録音奉仕グループ泉の会 録音活動 12 新田宿・四ツ谷コミュニティセンター コミュニティセンター 20

さやか卓球クラブ 卓球 44 新婦人座間支部ものづくりサークル 手工芸 29

茶友会 茶道 30 新婦人の会「ぽっかぽか」 こども(親子)体操・リズム・リトミック 55

サロンＺＡＭＡ 音楽交流 40 す スイートピー フラダンス 32

さわやか会 健康体操・ストレッチ 8 スィートピーの会 料理 60

さわやか体操クラブ 健康体操・ストレッチ 8 水彩・そよかぜ 水彩画 27

サン碁将 囲碁 23 翠祥会 詩吟 24

三彩倶楽部 陶芸 29 水曜囲碁サークル 囲碁 23

三色すみれ 女声合唱 35 酔陽会卓球クラブ 卓球 44

三世代コーラス 混声合唱 33 スイングﾞ･プラザ・ジャズ・オーケストラ ジャズ 40

３．１１を想う会 まちづくり 21 陶の会 陶芸 29

3Ｂ体操ひまわり 健康体操・ストレッチ 8 すおなーれ 混声合唱 34

サンレディ 健康体操・ストレッチ 7 「スキップ」ざまの介護情報誌を作る会 介護情報誌 16

サンレディ 健康体操・ストレッチ 8 すぎなコーラス 女声合唱 35

し シェイプアップあすなろ 健康体操・ストレッチ 8 鈴友会 民謡(唄) 36

シェイプアップあすなろ・ステップワン 健康体操・ストレッチ 8 スペイン語教室 スペイン語 19

シェイプアップフラワー 健康体操・ストレッチ 7 Ｓｍｉｌｅｙｓ こども(親子)体操・リズム・リトミック 55

自彊術友の会 自彊術 10 Ｓｍｉｌｅ　Ｇｉｒｌｓ こどもチアダンス 55

詩吟クラブ 詩吟 24 Ｓｍｉｌｅ　ｂｌｉｓｓ まちづくり 22

詩吟くりはら 詩吟 24 すみれ 着付け 30

四十雀俱楽部 リズム体操 9 スリーディメンション 3D切り絵 27

ししゅうクラブ 刺繍 29 スワニーダンスサークル 社交（競技）ダンス 42

自然育児サークル 「ざま どろんこクラブ」 育児・子育てサークル 54 せ 誠志会 空手 45

志扇会 舞踊(日本) 30 誠志会A 空手 45

自然を歩く会 ウォーキング 10 誠志会B 空手 45

実践倫理宏正会 座談会・会合 62 青少年空手道クラブ 空手 45

七宝バラの会 七宝焼 29 青少年空手道クラブ 空手 45

実用書道さくら 書道 26 精晟会座間合気道クラブ 合気道 46

児童バレエコッペリア こどもクラシックバレエ 55 世界史懇話会 歴史 24

児童バレエひまわり こどもクラシックバレエ 55 ＺＥＣ(座間英会話クラブ) 英語 19

シニア麻雀クラブ・座間 麻雀 24 Ｚ．Ｅ．Ｃ 英語 19

四宝会 書道 26 ＺＨＥＣ 英語 19

社会福祉法人　足跡の会 まちづくり 21 瀬谷会 民踊 31

じゃがいもの会 料理 60 芹沢親と子の自然観察会 自然観察会 18

ジャギーズ ジャズ体操 9 セルフ・カウンセリング学習会「ナチュラル」 セルフカウンセリング 17

ジャストイングリッシュ 英語 19 扇子 太極拳 10

Jack The Beat Club こどもヒップホップダンス 55 川柳友の会 川柳 25

写楽会 写真 28 そ 創美会 着付け 30

シャルウィダンス 社交（競技）ダンス 42 相武棋楽会 将棋 23

習字サークル 書道 26 相武台コミュニティセンター コミュニティセンター 20

習友会 書道 26 相武台秀麗会 舞踊(日本) 30

Jr.フィットネス 健康体操・ストレッチ 8 相武台太極拳の会 太極拳 10

ジョイフル・ハンドベル・リンガーズ クラシック音楽 39 相武台体操クラブ 健康体操・ストレッチ 8

昭籐会 籐・竹細工 29 箏友会 箏曲 37

将謡会 民謡(唄･演奏) 36 相勇会 合気道 46

将和会 将棋 23 ソシアルダンスＨ&S 社交（競技）ダンス 42

食生活改善ひまわり会 調理 60 ソノ－レウインドオーケストラ 吹奏楽 39
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そ そばの会 そば打ち 60 な 七緒の会 着付け 30

そばを愛でる会 そば栽培 60 ナプアフラダンス フラダンス 32

た 太極 太極拳 10 に 日常の書･かな書の会 書道 26

太極 太極拳 10 日本空手道松林会 空手 45

大正琴・ベル・朗読劇団　ONE♡ハート 大正琴 37 日本語サークル「わ」 日本語学習支援 51

大正琴　ワンハート　 大正琴 37 日本語ボランティアサークル「そら」 日本語学習支援 51

体操サークル“さわやか” 健康体操・ストレッチ 7 ニュースポーツ多目的広場よつや利用者連絡会 ニュースポーツ 41

タイト15 洋裁 29 人形劇サークルおもちゃ箱 人形劇 56

竹の会 日本画 27 人形劇サークルぽっぷこ～ん！ 人形劇 56

卓球同好会 卓球 44 人形劇団うさぎ 人形劇 56

立野台囲碁教室 囲碁 23 認定NPO法人 きづき 障がい者就労支援 15

立野台囲碁クラブ 囲碁 23 の 野菊の会 絵手紙 27

立野台空手クラブ 空手 45 は パームエコーズ ウクレレ 37

立野台剣友会 剣道 46 ハーモニークラブ 大正琴 37

立野台コミュニティセンター　管理運営委員会 コミュニティセンター 20 ハーモニカキラキラ星 ハーモニカ 38

立野台ひばり会 カラオケ 36 俳画サークル「あやめ」 俳画 27

七夕クラブ 卓球 44 俳句　和泉会 俳句 25

たのしい日本語教室 日本語学習支援 50 俳句「白桐会」 俳句 25

ダンコネ ジャズダンス 32 ハイビスカス フラダンス 32

ダンシングドール 社交（競技）ダンス 42 ぱおぱお こども(親子)体操・リズム・リトミック 55

ダンスさくら会 社交（競技）ダンス 42 はぎの会 書道 26

Dance Team Show SUN ジャズダンス 32 白寿会さがみ野クラブ シニアライフ 59

ち チアダンスサークルＶＩＢＥＳ チアリーディング 32 パソコン・スマホクラブ パソコン 19

チームS 卓球 45 パソコンボランティアグループ・パソボラＺＡＭＡ パソコン 19

チェリーズ 社交（競技）ダンス 42 花アロハ フラダンス 32

ちくちくの会 パッチワーク・キルト 29 花サークル・デージー 花 30

チャム 色鉛筆画 27 花水木短歌会 短歌 25

央卓球クラブ 卓球 45 はなみずきの会 花 30

チョークアート水日教室 チョークアート 27 ハピネス 健康体操・ストレッチ 8

つ つきのぼうや おはなし会 53 バリフリ座間 バリアフリー普及活動 22

つみき 保育 54 春の会 女声合唱 35

て 手編みサークル 手編み 29 バレエ・ストレッチ・グランプリエ 健康体操・ストレッチ 8

ティンカーベル バドミントン 43 バレエ育成会マーガレット こどもクラシックバレエ 55

テコンドー座間サークル テコンドー 46 ひ 美育・食育ボランティアの会 健康づくり 7

手作りの会 パッチワーク・キルト 29 ピースフォーラム座間 まちづくり 22

テニスサークルまりあ テニス 44 Ｂ－ブラック ジャズダンス 32

と 東卓 卓球 44 ビオラ 混声合唱 34

東卓 卓球 44 東原コミュニティセンター コミュニティセンター 20

東文囲碁クラブ 囲碁 23 東原将棋クラブ 将棋 23

特定非営利活動法人　どんぐりと山猫会 保育園・学童・子育て支援 54 東原ヨガサークル ヨガ 9

特定非営利活動法人ＷＥ21ジャパン・ざま 地球温暖化防止 48 筆心会 こども書道 54

特定非営利活動法人ＮＰＯ淡墨桜 ジョギング 11 英治会 民謡(唄･演奏) 36

特定非営利活動法人　相模 高齢者生活支援 15 英治会 民謡(演奏) 36

特定非営利活動法人　座間市障害者団体連合会いぶき 障がい者就労支援 14 ビバ・ラ・ムジカ　オーケストラ 管弦楽 39

特定非営利活動法人座間市障害者入所施設建設促進会 障がい児者福祉事業 14 ひばりが丘コミュニティセンター コミュニティセンター 20

ひばりが丘緑を育てる会「緑の会」 まちづくり 22

ヒバリ３B体操 健康体操・ストレッチ 8

特定非営利活動法人ワンエイド フードバンク・住まい 17 ひまわり 卓球 45

智栄会 民踊 31 ひまわり会 銭太鼓 30

友の会 盆踊り 31 ひまわり会 手編み 29

土曜会 英語 19 ひまわり卓球クラブ 卓球 44

ドライブ＆スマッシュ 卓球 44 ひまわり卓球クラブ 卓球 45

ドラムサークルABD ドラム 38 ひまわりダンスサークル 社交（競技）ダンス 42

な なかよし 健康体操・ストレッチ 8 ひまわりフォト 写真 28

なかよし茶会 (裏千家） 茶道 30 ひまわりママ 子育てサロン 52

和会 民踊 31 向日葵連 阿波踊り 31

なでしこ 卓球 45 ひめ小松 健康体操・ストレッチ 8

なでしこの会 茶道 30 百人一首「鶴(たづ)の会」 競技かるた 24

特定非営利活動法人ワーカーズコープ座間地域福祉
事業所放課後等デイサービス オリーブ

障がい児者福祉事業 14
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ひ ピンピンコロリ『ＰＰＫ健康広場』 健康体操・ストレッチ 8 め メリーパイオニアズ スクエアダンス 31

ピンポンズ 卓球 44 メロディー 童謡･唱歌 36

ピンポンパン 卓球 44 メンバーズ卓球クラブ 卓球 44

ふ ファイト 卓球 45 も もくせい 詩吟 24

ファイヤー卓球クラブ 卓球 44 もくせい俳句会 俳句 26

フィットネス・クラブ 健康体操・ストレッチ 8 や やさしいヨーガ ヨガ 9

フィットネス・フレッシュ 健康体操・ストレッチ 8 谷戸山山野草会 山野草栽培 61

ブイユー ウクレレ 37 山歩きサークル「ブロッケン」 障がい児者の余暇活動 13

風笛 オカリナ 38 やよい会 卓球 45

フラ・フイ・オルオル フラダンス 32 やよいの集い 袋物等 29

ふらいでー 英語 19 ゆ ゆいま～る 障がい児者保護者の情報交換 15

プラスα（アルファ） ヨガ 9 悠游卓球クラブ 卓球 45

プラっとざま　市民交流プラザ コミュニティ 21 悠遊俳句会 俳句 25

フラ・マハロ フラダンス 32 友輪会 南京玉すだれ 30

フリースペース宝島 障がい児者の余暇活動 13 ゆずの会 ペン字・ペン習字 26

ブルースカイフラ フラダンス 32 ゆったり書道の会 書道 26

プルメリア フラダンス 32 ユニサイクルスマイル 一輪車 47

ふれあいいずみ会 社交（競技）ダンス 42 夢折紙 折り紙 30

ふれあいサロンハグハグ 子育てサロン 52 よ 要約筆記と手話　ひまわり会 要約筆記･手話 12

ふれあい書道 書道 26 ヨーガサークル ヨガ 9

ふれあい農園の会 野菜づくり 61 ヨーガの会 ヨガ 9

プレシャス・ママ 女声合唱 35 ヨガサークルシャンティ ヨガ 9

フレッシュ栗原 健康体操・ストレッチ 8 余楽の会 俳句 26

へ ペガサス エアロビクス 9 ら 楽風会 俳句 26

ペガサス エアロビクス 9 ラゾスイングリッシュ 英語 19

ペン習字サークル ペン字・ペン習字 26 蘭亭会 書道 26

ほ 保育ボランティア「小さな仲間」 保育 54 ランドルアン 茶道 30

保育ボランティア麦の会 保育 54 り リトミックガーデンベビーリーフ こども(親子)体操・リズム・リトミック 55

芳友会 民踊 31 龍翠会 詩吟 24

鳳友会 こども空手 55 緑寿会 シニアライフ 59

ボーイスカウト座間3団 スカウト運動 54 りんどうの会 リズム体操 9

ボーイスカウト座間3団育成会 スカウト運動 54 る ルミエール(座間市発達支援親の会) 障がい児者保護者の情報交換 15

ホームヨーガサークル ヨガ 9 れ Leilani-ukulele　zama ウクレレ 37

北書会 書道 26 令和ピンポン 卓球 44

北斗の子 こども(親子)体操・リズム・リトミック 55 レインボーキャリア会 精神保健福祉 13

北文卓球愛好会 卓球 44 歴史教室 歴史 24

北文ダンス愛好会 社交（競技）ダンス 42 レクダンスさくら レクダンス 32

ポストゥレ・デ・ボス(ボイストレーニング講座) ボイストレーニング 36 レクダンス・ラブサークル レクダンス 32

ぽっかぽか 子育てサロン 52 レディースｇｏ 囲碁 23

ポピー ペン字・ペン習字 26 レディースフォークダンスあひるの会 フォークダンス 32

ポピーの会 油絵 27 わ わかくさ会 健康体操・ストレッチ 8

ボランティアわかくさ会 地域ボランティア 61 わらべうたサークルこんぺいとう わらべうた 53

ポレポーレ 混声合唱 34 ワンハート 大正琴 37

ま マーガレット こどもクラシックバレエ 55

舞花実 鳴子踊り 30

マヴィシャンソン シャンソン 36

真竹愛好会 籐・竹細工 29

ママ・アミーゴ 保育 54

マロングラッセ 健康体操・ストレッチ 8

み 味韓の会 韓国 19

ミスタークッキング 調理 60

みどりコーラス 混声合唱 34

ミナクルあすなろの家 みんなの居場所 16

皆原南第2自治会防犯パトロール 防犯活動 49

ミラクル七宝のん＆くりあ 七宝焼 29

む 睦月会 卓球 45

むらさきの会 花 30

め めだか 育児・子育てサークル 54
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市 内 施 設 一 覧 

「活動場所」「問合せ先」欄に記載してある施設名称と省略した表記 
 

※上記 No.は「市内施設案内図」内の番号に対応しています。 

No. 名  称 省略した表記 電話番号 

① 
座間市役所 市役所 046-255-1111（代表） 

教育部 生涯学習課 生涯学習課 046-252-8472 

② 座間市公民館 市公民館 046-255-3131 

③ 北地区文化センター 北文 042-747-3361 

④ 東地区文化センター 東文 046-253-0781 

⑤ 青少年センター 青少年セ 046-253-8411 

⑥ 立野台コミュニティセンター 立野台コミ 046-255-0815 

⑦ 新田宿・四ツ谷コミュニティセンター 新四コミ 046-257-4871 

⑧ 小松原コミュニティセンター 小松原コミ 046-257-9640 

⑨ 東原コミュニティセンター 東原コミ 046-255-9770 

⑩ 相模が丘コミュニティセンター 相模が丘コミ 046-258-3000 

⑪ 相武台コミュニティセンター 相武台コミ 046-258-3001 

⑫ ひばりが丘コミュニティセンター ひばりコミ 046-257-7698 

⑬ 栗原コミュニティセンター 栗原コミ 046-257-7210 

⑭ 
総合福祉センター（サニープレイス座間） サニープレイス 046-266-1294 

社会福祉協議会ボランティアセンター 社協ボラセン 046-266-2002 

⑮ 市民健康センター 健康センター 046-251-6822 

⑯ 市民文化会館（ハーモニーホール座間） ハーモニーホール 046-255-1100 

⑰ 市民体育館（スカイアリーナ座間） スカイアリーナ 046-255-0077 

⑱ 図書館 図書館 046-255-1211 

⑲ プラっとざま 市民交流プラザ プラっとざま 042-705-3610 

⑳ 
生きがいセンター 生きがいセンター 046-251-8300  

シルバー人材センター シルバー人材センター 046-254-5361 

㉑ 座間市民活動サポートセンター サポセン 046-255-0201 
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