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特定非営利活動法人 トータルサポート２１
理事長 能田 幸生
H15.11
事務所の所在地
1
（松山市古三津3丁目23-14）
電話 （089-952-5386）
FAX
（089-952-5386）
E-mail （npots21@yahoo.co.jp）

＊企業経営・組織運営支援活動
松山市、伊予郡、東温市の中小企業、個人経営者、コミュニティ活動団体やNPO法人の組織運営
の相談と指導、会計支援、IT化の推進支援
＊職業支援・人材育成支援活動
母子福祉連合会会員や企業一体型サポート登録者への支援活動
＊えひめITリーダー養成活動

特定非営利活動法人 ＴＩＥＳ２１えひめ
理事長 清水 泰彦
H16.6
事務所の所在地
2
（松山市持田町3丁目2番22号）
電話 （089-943-1701）
FAX
（089-932-8465）
E‐mail （info@ties21ehime.jp）

福祉 社会教育
まちづくり
公共施設の運営のあり方に疑問のある方々の参加を呼びかけ、自らの手で市民自ら創り上げる活
文化等 環境
＊都市公園や保育園幼稚園の遊具の安全確保のための学習会の開催や施設の安全点検マニュア 動を指定管理者業務を通じて行いたいと考えています。
災害救援
ルの作成支援
新たに様々なまちづくりに取り組む企業や組織との連携事業に参入し、個人の資質の向上と地域の
地域安全
＊H18.4から県立道後公園の指定管理業務を受託
公共施設の活用を考え、郷土の発展を目指す方々の参加を広く募集しています。
国際協力
＊知的障害者施設、他団体との協働事業、石鎚山清掃登山（年１回）
また、公共施設（特に公園）等の清掃など、環境保全活動を通じて、我々の活動を知ってもらう活動
男女参画
を開始しました。
子ども 経済活動
雇用 中間支援

福祉 社会教育
まちづくり
当法人は、企業OBを主体とした幅広い人材を擁しており、企業経営・組織運営に対してワンストップ
男女参画
の体制で支援が可能であり、主たるメンバーは、商工会議所の経営サポーター経験者であり、守秘
情報化
義務にも十分に対応できるので気軽に声をかけていただきたい。
経済活動
雇用 中間支援

特定非営利活動法人 ぶうしすてむ
理事長 川﨑 壽洋
3 H12.12
事務所の所在地
（松山市木屋町3丁目12-7）

＊研修事業
障害者に対する基礎的なパソコンの講習会、障害者対象の就業目的の講習会開催、在宅就業支
援事業
＊在宅支援事業
障害者にパソコンを教えるパソコンボランティア派遣事業とその普及活動
＊福祉関係イベントに参加し、IT支援機器の展示説明
視聴覚福祉センターまつり、松山市社会福祉センターまつりほか

＜障害者就労に関する活動＞
パソコンを使ってさまざまなIT技術を習得した障害者が就業活動に取り組み、自立を目指していま
す。法人個人を問わず、我々の趣旨に賛同していただき、協働パートナーとして活動に参加していた
だける方を募集しています。
＜パソコンボランティア活動＞
手足の不自由な人、目の見えない人、耳の聞こえない人など、多くの障害者と高齢者がパソコンを利
用しており、今やパソコンは障害者、高齢者にとって重要なコミュニケーションツールです。
しかし、マウスが使えなかったり、キーボードで入力できなかったり、画面が見えなかったり、パソコン
を利用する上で、さまざまな障害があります。
そんな時に障害者、高齢者をサポートするのがパソコンボランティアです。様々な障害にあった利用
方法を指導したり、パソコン学習指導をしたり、パソコンの設定作業を行ったりします。
我々と共に活動していただけるパソコンボランティアスタッフを募集中です。ご協力をいただける方は
ご連絡ください。

特定非営利活動法人
ﾆｯﾎﾟﾝ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｲﾌ･ｸﾗﾌﾞ ナルク松山
代表 北森 芳雄
H15.7
4
事務所の所在地
（松山市古川北1丁目25-24）
電話 （089-957-5737）
FAX
（089-952-6790）

＊家庭内外の仕事援助・精神的援助
庭木の剪定、消毒、草むしり、葬儀の手伝い、相談、助言
＊家事の援助
住宅の掃除、洗濯、買い物、片付けなど
＊介助、介護
車イス介助、外出介助、送迎、墓参

福祉 社会教育
あなたの能力経験を求めています。助けてあげたり、助けてもらう。楽しい「シニアライフ」を共に築き まちづくり
ませんか。
環境 地域安全
子ども 情報化

特定非営利活動法人 ライフサポート友伍
理事長 鴨崎 恭夫
H13.7
5
事務所の所在地
（松山市朝生田町6丁目2-27シニアハイツ友
伍2F）

＊地域通貨事業
地域通貨による入居者の買物便、外食等の外出支援
＊地域交流事業
市民参加型清掃活動（松山市マイロード制度によるはなみずき通り清掃）
朝生田公園定期清掃（除草、花壇作り、ゴミ拾いほか月1回）
各種カルチャー教室（折り紙、絵手紙、料理、健康教室等）
ほのぼの市の開催（入居者等が栽培した新鮮野菜市）
＊介護保険事業（収益事業）
＊支援費事業（身体障害者等居宅介護）（収益事業）
＊生活援助員事業（松山市からの受託事業）

１
２
３
４
５

特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ
理事長 檜垣 高史
H14.9
6 事務所の所在地 （松山市室町74-2）
電話 (089-935-6437）
FAX
（089-935-6437）
E-mail （famille@npo-lafamille.com）

＊「ファミリーハウスあい」（慢性疾患児家族宿泊施設）の運営
＊難病や障害を持つ子どもや家族を対象としたお泊り会やキャンプの実施
＊上記に関連した研修会の開催
＊小児慢性特定疾患児・家族のための支援相談事業

松山市の室町にある「ファミリーハウスあい」（慢性疾患児家族宿泊施設）の運営を愛媛県の指定管
理者として行っています。
福祉
また、「ファミリーハウスあい」を拠点として、難病や障害を持つ子どもや家族を支援するために、相 子ども
談事業やキャンプの開催など、様々な事業を行っています。

介護保険事業
松山マイロード制度による道路清掃活動
ヘルパー有償運送及び介護タクシー事業
公園清掃活動
各種カルチャー教室への参加と先生の募集

福祉
まちづくり
情報化
雇用

福祉
まちづくり
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愛媛県ディスコン協会
会長 田坂 信一
H17.9
7 事務所の所在地
（松山市来住町1492番地51）
電話 (089-956-5365)
FAX
(089-956-5365)

＊愛媛県レクリエーション協会に種目団体として加盟し、各レクリエーション大会での体験コーナーに
よる普及活動
＊高齢者仲間づくり事業としてボランティア活動
＊地域老人会、公民館への指導者派遣

特定非営利活動法人
ｸｵﾘﾃｨ ｱﾝﾄﾞ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ｵﾌﾞ ｱｰﾂ
理事長 徳永 高志
8
H16.8
事務所の所在地
（松山市三津2丁目8番18号）

質の高い芸術が人や社会のコミュニケーションを活性化させることに着目し、その振興と活用を目指
してカコアは結成され、2004年8月にNPO法人として認定されました。
＊アートdeまち再生プロジェクト
同年3月と6月には、三津浜にある築92年の蔵を地域住民とともに整備し、「アート蔵」と命名して美
まちの資源を再発見し、再評価し、アートの力で人々や地域社会そして歴史を結び付けることで、ま
術・舞踊・映画など、一般参加者と一体となった催しを実施。それ以来、三津浜の活性化に関わって
ちの再生を図る。（三津浜をモデルにプロジェクトを展開）
います。
芸術等
＊アートdeひとネットワークプロジェクト
また、「ミーツ・アーツ・ミーティング」と題したシンポジウム＆勉強会を開催し、地域社会における芸術
WEB活用による情報交換やフォーラム開催による出会いの場、意見交換の場を持つことで、アート
振興の重要性を市民と共に学んでいます。
に係る人や一般市民のネットワーク作りを行う。
趣味的芸術を超えて、愛媛・松山では数少ない文化芸術系の中間支援組織として活動を行っていま
す。

特定非営利活動法人
日本カイロプラクティック同盟
理事長 北川 英樹
H14.4
9
事務所の所在地 （松山市衣山5丁目1535）
電話 （089-904-5857)
FAX
（089-907-3102)
E-mail （Ehime-cc@lib.e-catv.ne.jp）

＊技術研究会事業、技術指導事業、チャリティー治療会事業
＊健康教室「健康への集い」、5人以上のグループ(無料）
＊活動範囲、愛媛県、熊本県、沖縄県

チャリティー治療会で是非体験下さい。
福祉
健康教室は、運動の効果と「ナッシングダンス」（ステップダンス）
災害救助
技術指導は時間、費用に無理なく、又、女性にもやさしい、オリジナルテクニックの指導を致します。 国際協力

松山市平和資料館をつくる市民の会
会長 梶原 健市
10 H15.2
事務所の所在地 （松山市三番町8丁目10－
2）

＊毎年7月「松山空襲犠牲者追悼平和展」開催
＊毎年12月「12・8不戦のつどい」開催
＊戦時資料、遺品等の現物及び情報の収集、管理
＊総会（年1）、ニュースの発行（年3）
＊松山市平和資料館の開設を求める署名活動
＊松山市平和資料館の開設を求める議会請願

戦争の悲惨さと平和の尊さ、そして歴史の真実を市民と子どもたちに伝えるため、市立の「松山市平
和資料館（室）」を実現しようと2002年から活動を続けています。
2003年7月に第1回「平和展」を開催し、毎年7月には「平和展」、12月には「12・8不戦のつどい」を開
平和
催しています。
資料館が実現すれば、そこが平和を願う市民の活動拠点となり、資料による学習のほか、映画や音
楽を通じて平和的な情操を養う場ともなればと思っています。

認定特定非営利活動法人
えひめイヌ・ネコの会
理事長 高岸 ちはり
H14.5
11
事務所の所在地 （松山市石手白石118-3）
電話 (089-977-7564)
FAX
(089-977-7564)
E-mail （ehimeinuneko.kai@nifmail.jp）

＊安心安全のまちづくりとして
地域の防犯活動「わんわんパトロール隊」を結成（腕章、イヌのバンダナ無料配布）
＊ペットと一緒の防災訓練の普及
松山市総合防災訓練に参加
＊犬猫による被害や苦情を減少するために
犬猫の避妊・去勢手術の普及と浸透、犬猫の適正飼養の指導
犬猫の里親探し、フン公害防止の「うんちクリーン大作戦」を実施（ポスター・ボード無料配布）
捨て犬猫や虐待禁止（ポスター、ボードの無料配布）
＊青少年の健全育成支援として
小学校にて、動物愛護を通じて、命の大切さや弱者に対する思いやりを考える授業を行う。
中・高・大学の文化祭等に参加、パネル展示等を行う。

私たちは、不幸なイヌ・ネコを「ただ助けてあげたい」一心で平成6年度より活動を始めました。しか
し、活動を進めていく中で、ただ助けるだけでなく「人とイヌ･ネコが共存できるまちづくりの実践と普及
啓発」が根本的な解決策と気付き、地域に根ざした活動を行っています。
新しい活動として、平成17年10月に「地域の安全は、地域住民の日頃の見守り活動が大切」との考
えのもと「わんわんパトロール隊」を結成し、その活動を各小学校区域に広げていきたいと活動中で
す。
また、「地域の防災」をテーマにした「ペットと一緒の防災訓練活動」も同時に行っており、「イヌ・ネコ
も地域の一員」の考えのもと、より一層安全・安心な住みやすい生活環境を地域住民の手で作る活
動を応援し、希薄になったと言われる地域住民のコミュニティに潤いを与えたいと願って活動を続け
ています。市民の皆様もどんどん、ご参加ください。楽しいですよ。
ＨＰ （http://ehimeinuneko.com/）

まちづくり
環境
災害救助
地域安全
子ども

松山市精神障害者地域家族会 明星会
会長 石田 美栄子
S56.3
12 事務所の所在地
（松山市若草町8-3 ハーモニー・プラザ）
電話 (089-945-5524)
FAX
(089-945-5524)

＊精神障害者の福祉の向上、社会復帰、社会参加を積極的に推進するために啓発活動を行ってい
る。
＊精神障害者と家族の相互親睦を図る活動を行っている。
＊精神障害者に関する正しい知識と理解を深めるための活動を行っている。
＊精神障害者家族相談を実施し、心と体の健康推進を行っている。（毎週水曜日午前10時～15時、
本会事務所にて）

１．家族会活動を通じて精神障害者の福祉の向上と家族の出会い支え合いを行う。
２．家族会活動を通じて、心の健康問題の正しい理解のための普及啓発等を行う。
３．家族会活動を通じて、障害者の福祉の向上と自立並びに就労支援についての理解と推進を図
る。
４．精神疾患を正しく理解し、心のバリアを作らない「互いに支え合う地域社会づくり」を目指す。
５．同じ立場の家族相談員が、精神障害がある人達の家族の相談に応じています。

福祉
人権
雇用
中間支援

特定非営利活動法人 レジェンド松山
理事長 大野 加壽子
H16.8
事務所の所在地
13 （松山市南江戸4丁目5-6 サザン南江戸100
号）
電話 (089-989-4486)
FAX
(089-989-4486)
E-mail （info@mylegend-matsuyama.com)

＊地域に密着し、定期的・継続的な指導を目的としたバスケットボールスクールや講習会を行う事業
＊小学校低学年を対象に、年間を通して多種目スポーツを経験するプログラム事業
＊スポーツ医科学や栄養学校等のセミナーを行う事業
＊アメリカのバスケットボールトーナメントに参加し親交を深めるなどの国際交流事業
＊地元行政やマスコミ等と連携を図り、事業活動に関する広報活動を行う事業
＊他団体との間で人的・資金的交流を深め、NPO法人の社会的存在意識を高める事業

スポーツの多種目プログラムやバスケットボールアカデミーでの活動、国際交流活動等を通して、地
域の活性化や青少年の健全育成を目指している団体です。松山においてもスポーツ・バスケットボー
ルに対する興味が広がるように活動しています。
子ども達に「あかるく、すなおに、ひたむきに」活動する場を与え、スポーツを通して「社会性」「自立
性」「協調性」を育んでいきます。
また、スポーツのみでなく地域の清掃活動やプルタブ収集活動、動物愛護団体との交流等、他のボ
ランティア団体やNPO法人との交流を行い、青少年が心豊かに成長していく場を提供していきます。

福祉 社会教育
まちづくり
スポーツ等
国際協力 子ども

ディスコンは日本で生まれたスポーツです。
赤と青の２チームに分かれ、1チーム6枚の円盤をポイントに向けて投げ、どちらがポイントに近いか
を競う簡単なスポーツ。
「何時でも・何処でも・誰とでも」、初めての方でもベテランと対等に競技を楽しむことが出来ます。
特に高齢者の生きがいづくりとして、高齢者のコミュニティ（仲間づくり）や介護予防に役立っていま
す。市民の皆さん、一度体験してください。

福祉
社会教育
まちづくり
スポーツ等
子ども
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特定非営利活動法人 リバティー松山
理事長 前田 俊彦
NPO法人リバティーは、2006年3月に設立申請した団体で、「リバティー(liberty)」とは「自由、解放」と
福祉
H18.3
いう意味です。今まで行政ベースで行われてきた人権教育・啓発活動を市民の主体的な立ち上がり
地域社会に残るすべての差別の撤廃という理想を掲げ、人権尊重の理念を広く一般社会に普及させ
環境
14 事務所の所在地 （松山市浅海原甲1番地4）
により、新しい発想で、楽しく、また参加したくなる団体です。人権劇や人形芝居、ワークショップ、地
るため、人権教育・啓発事業並びに福祉事業を行うとともに、幅広い交流活動を行う。
人権
電話 （089-995-0843）
域交流活動などを開催していきます。
中間支援
FAX
（089-995-0843）
私たちの趣旨に賛同される方なら、どなたでも参加できます。一緒に活動してみませんか。
E-mail （lib_matuyama@yahoo.co.jp）
特定非営利活動法人 アトリエ素心居
理事長 河部 宏子
H16.3
15 事務所の所在地 （松山市南斎院町812）
電話 （089-972-0064）
FAX
（089-972-0064）
E-mail （atelier_soshinkyo@ybb.ne.jp）

＊アトリエ素心居２Fギャラリーにて作品展示・紹介
＊アトリエ素心居工房において陶芸、絵画制作支援
＊障害のある人達による和太鼓グループ「いってき太鼓」の演奏活動支援をおこなう。（愛媛県視聴
覚センターにて毎月第２，４日曜日に行う）
＊障害のある人達を中心に音楽ムーブメントを開催する。（アトリエ素心居二階にて第三日曜日に行
う）

特定非営利活動法人 どんまい
理事長 谷本 圭吾
16 H18.1
事務所の所在地
（松山市本町6丁目11番8）

病院や施設で長年暮らすことを余儀なくされていた人、あるいは家庭に閉じこもって生活してきた精
精神障害者のための小規模作業所、グループホーム等の運営を通し、障害者の心身ともに豊かな生 神障害者の方が、心身ともに豊かな生活を取り戻していくための支援を充実させていきたいと思いま 福祉
活の構築、また地域住民との共生を目指す。
す。それには、市民の皆様の理解、ご協力が不可欠です。
中間支援
当法人は、その架け橋となれるようがんばりますので、よろしくお願いします。

特定非営利活動法人
自然環境教育えことのは
理事長 小林 智子
17
H15.8
事務所の所在地 （松山市菅沢町乙642-3）
E-mail （fwga0159@nifty.com）

【定期開催事業】
えひめこどもの城「昆虫教室」（毎月１回開催・５歳〜大人対象）
東温市小さな子どものための自然観察会「とことこクラブ」
（年６回開催・未就園児と保護者対象）
松前町小さな子どものための自然観察会「野々っ子くらぶ」
（年４回開催・未就園児と保護者対象）
【不定期開催事業】
愛媛県森林環境保全基金助成事業「こだわり木工教室」
愛媛県森林環境保全基金助成事業「森の時間」
【刊行物】
販売物：ゲームグッズ４種，昆虫観察ぬりえ
配布物：野ともだち図鑑（植物編・動物編）

自然観察会、情報誌の発行などを通じて、自然生態系についての知識を増やし、望ましい形で自然
とつきあえる人を増やしたいと願いつつ活動しています。
＊とうおん自然観察会（東温市内にて年数回実施）
＊わくわくネイチャーラボ（えひめこどもの城クラブ活動）
また、地域の会や学校等で利用できるゲームグッズ（以下に掲載），虫の観察に使える「昆虫観察ぬ
りえ」も販売しています。子どもたちと一緒に使って遊んでください。
ゲームグッズ４種は以下の通りです。
・森の色ずかん（森の中から色を探すゲーム）
・ビンゴゲーム（五感を使って森からあれこれ探すゲーム）
・タヌキさんのおつかい（タヌキの手紙から始まるり臨場感あふれるゲーム）
・どきどきチェック生きもののすみか
（安易な放流よりも環境整備を考えて欲しいとの願いからできたゲーム）

社会教育
まちづくり
文化
環境
子ども
中間支援

えひめ盲ろう者友の会
理事長 高橋 信行
H13.6
18 事務所の所在地 （松山市久万ノ台594-5）
電話 （090-7780-8404)
FAX
（089-926-0282)
E-mail （tomonikai@tarzans.sakura.ne.jp)

＊盲ろう者の啓発活動
＊盲ろう者の社会参加促進及び支援活動
＊盲ろう者通訳介助者養成活動
＊盲ろう者、支援者の交流活動
＊盲ろう者通訳介助者派遣活動

私たちは、「盲ろう者の社会参加促進」をテーマに活動しています。
盲ろう者とその支援者がともに活動することにより、盲ろう者の社会参加やQOLの向上を目指してい
ます。
また、同時に支援者にとっても、さまざまな技術の獲得やボランティア活動により、自己実現を図る一
助となり、その生活を更に有意義なものにできると思います。
手話や点字ができなくても、どなたにもお手伝いただけます。ぜひ、一緒に活動してみませんか。

福祉
社会教育
人権
雇用

愛媛県内の障害のある人達の和太鼓グループの演奏発表会を2005年から継続して開催していま
す。公共文化施設を実施会場とした愛媛県下から集まった障害のある人達の和太鼓グループのフェ
スティバルです。これを開催することにより、障害者と地域のつながりについて見直すきっかけになっ
たり、より多くの人に障害のある人の現実に触れてもらい、彼らに対する理解や関心の輪が広がるこ
とを期待しています。

福祉
まちづくり
芸術等
人権

特定非営利活動法人
えひめ福祉移動サービス支援センター
＊福祉有償運送、過疎地有償運送、患者輸送等の取り組み支援、相談
19 理事長 高塚 政生
＊福祉有償運送運転者研修
H18.2
事務所の所在地 （松山市三町2丁目5－37）

福祉
自分の出かけたい所へ行き、自然や人との新たな出会いこそが心や体を活性化します。その移動を 社会教育
支援するのが「自家用有償旅客運送」ボランティアです。
まちづくり
中間支援

チャイルドラインハートコール・えひめ
代表 染川 まどか
20 H13.10
事務所の所在地
（松山市若草町8－2ボランティアセンター内）

「ハートコール･えひめ」は子どもの声に耳を傾ける子ども電話「ひびき」を開設しています。毎月5と0
のつく日の午後4時～午後10時まで2回線の電話を設置しています。
私たち「ハートコール・えひめ」は全国35都道府県61団体に広がる「チャイルドライン」の仲間です。
「チャイルドライン」は子どもが誰かと話をしたい、自分の話を聞いて欲しいと思った時かけることがで
きる子ども専用電話です。「チャイルドライン」はどんなことでもOK、匿名でかけられ、秘密は絶対守
子ども
られます。子どもの声に耳を傾け、子どもの心を受け止め寄り添うことで、子どもは自ら歩いていく力
を発揮することができると私たちは信じて活動しています。そして、電話で聴いた子どもたちの貴重な
声をプライバシーに配慮しながら、社会に伝えていくことがもう一つの私たちの役割です。子どもたち
の声を聴くことができる大人を増やし、今の子どもたちの状況を地域社会に伝え、どうすればよりよい
社会になるか一緒に考えるために問題発起をしています。

＊子どもの声に耳を傾ける子ども電話事業
＊子ども電話の受け手になるための受け手養成研修事業
＊子どもたちに知らせるためカード・ポスター配布事業
＊子どもたちの声を地域に伝えるための社会発信事業
＊活動の必要性を訴えるための講演会、シンポジウム開催事業

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

庚申庵は、ストレスに満ちた時代の波の中でゆったりとした心豊かな時間を過ごしていただける場所
です。私たちNPO法人GCM庚申庵倶楽部は樗堂さんの求めた「市中の隠」の世界を大切に守り、「名
利を離れた」生き方を多くの方に知っていただきたいと考えています。
庚申庵では、様々な世代のボランティアが協力し合って、文化財としての庚申庵を守り、手作りの温
かみのあるもてなしを心がけています。
また、気軽に楽しんでいただけるコンサートや様々なイベントを運営しています。これからも松山市民
の井戸端として、多くの人が集って、文化を作り上げていく場所にしたいと思います。まずは興味を
持って、庚申庵を訪ねてくださることが、私たちの活動の励みになります。どうか、庚申庵のよさを味
わってみてください。

活動分野

特定非営利活動法人 GCM庚申庵倶楽部
理事長 松井 忍
21 H15.2
事務所の所在地
（松山市道後北代3番3号204）

＊庚申庵管理運営事業
＊庚申庵教養文化講座
＊地域活性化文化活動
（春の庚申庵まつり、コンサート、庚申庵観月会、樗堂湯豆腐忌、庚申庵清掃活動、見学、研修な
ど）
＊ボランティア養成事業

特定非営利活動法人 共同連えひめ
代表理事 白石 勇
H15.1
事務所の所在地
22
（松山市上野町甲734－14）
電話 （089-963-1213)
FAX
（089-963-1213)
E-mail （kyodoren-ehime@sgr.e-catv.ne.jp)

＊月一回の役員会
＊月一回、障害児の保護者等を対象にした学習会
＊居宅介護、通年で毎日
＊障害児の普通高校進学への取り組み
＊先進地帯への見学、交流など

特定非営利活動法人 松山子ども劇場２１
理事長 中矢 操
H14.5
23
事務所の所在地
（松山市永代町9番地3 ロイヤルコーポ永代
305号）

舞台観賞事業として、1年に7回から8回、創造団体を松山に招聘し子どものための公演を実施してい
る。
子どもの遊び、体験活動は年間4～5回の実施、子ども劇場まつりや夏のキャンプ、秋のレクレーショ
ンなどを中心に行っている。また市内を9つのブロックに分け、それぞれの地域でも親子のレクレー
ション活動や体験活動も随時実施している。
子育て支援活動として子育て講座、おやこひろば等を定期的に開催し、子育て中の親の居場所を積
極的に作っている。

子どもの成長にとって生の舞台芸術との出会いはとても大切です。子ども達の心に感動が生まれ、
未来に向かって創造していく力を養います。松山子ども劇場２１は、任意団体として33年間、その後
はNPO法人として、子どもの舞台芸術を地域に届け続けてきました。これからも一人でも多くの子ど
もたちに触れる機会を作り続けていきます。どうぞ、ご支援ください。

特定非営利活動法人 ひかり
理事長 森 憲子
24
H13.4
事務所の所在地 （松山市畑寺町841－4）

＊地域保育所の運営
＊育児相談や中高生の進路相談
＊地域の老人デイサービス機関との連携

長期にわたり、許可外保育所または無認可保育所という名称で、社会に認知されない形で運営をし
てきた保育施設ですが、このたび「地域保育所」という名称に変更されたことは、育児支援を補完す 福祉
るというこれまでの育児支援活動が一定の評価をされたものであると認識しています。今後、さらに 男女
研鑽を重ね、市民の方々により信頼をしていただける施設となれるよう努力していく所存です。
子ども
今後とも、地域保育所に対するご理解とご支援をよろしくお願いします。

特定非営利活動法人
愛媛難聴者協会
25 会長 河野 啓一
H11.10
事務所の所在地 （松山市本町6-11-5）

＊月刊広報誌「希望の灯」の発行配布
＊月例耳よりの集い（例会）、何でも相談会開催
＊耳鼻科医の協力を得て難聴医療相談会などの開催

何が聞こえなくなっているかは、わたしたちとコミュニケーションを図らなければわかりません。そして 福祉
聞こえへの努力と要望を持って、同障の輪をひろげ、輪を深めましょう。
まちづくり

ＮＰＯ法人みんなダイスキ松山冒険遊び場
代表 山本 良子
26
H18.8
事務所の所在地 （松山市別府町734番地9）

＊毎週1回遊び場活動実施
＊子どもがやりたい遊びを子どもと一緒に考える
＊ボランティア、お年より、地域の人のふれあいを通じた見守り

遊びは、子どもにとって生きることそのものです。子どもは自然の中で遊びながら失敗を含むたくさん
の実体験を重ね、人間として成長していくのです。 しかし、社会状況の影響で、子どもが自由に遊
まちづくり
ぶ機会は非常に少なくなっています。今、そんな子どもたちに、自身が遊びたくなる場、「やってみた
地域安全
い」欲求や興味を惹き起こされる環境を、どれだけ用意できるのでしょうか。豊かな遊び環境の中、
子ども
多くの子どもが自分の責任で自由に遊び、育っていくことを支える社会の実現のために味生地区で
の遊び場活動を始めました。

特定非営利活動法人 すずめのそぞろ歩き
理事長 中村 住子
27
H18.4
事務所の所在地 （松山市旭町109）

＊普段着着物を見直します。
＊着物に係わるイベント事業・情報発信事業・異文化コミュニケーション推進事業・地域おこし支援事
＊着物姿でまちづくりを応援します。
業・文化伝承教育支援事業
＊日本の文化を子供達に継承します。
＊着物に似合う町並み伝統文化発掘、調査事業
＊外国人、留学生に日本の文化を伝えます。

まちづくり
文化
国際協力

特定非営利活動法人 龍馬学援隊
理事長 酒井 一若
28 H18.4
事務所の所在地
（松山市北井門２丁目９番２１号）

＊坂本龍馬に関する講演会事業
＊関係団体との交流研修事業
＊伝統技術の習熟及び外国語の習得等あわせて感性実施高揚事業
＊地域社会との交流事業

坂本龍馬を通して青少年達にその精神を伝えるために活動している。子どもに夢と自信を与える自
信と自覚のある方々の熱烈なご協力をお待ちします。

社会教育
まちづくり
文化
子ども

特定非営利活動法人
働く人とその家族サポートセンター
代表理事 廣瀬 一郎
H18.1
29 事務所の所在地 （西条市神拝甲150-1 西
条市産業情報支援センター内インキュベータ
室9）
電話 （089-921-8625）
FAX
（089-921-8455）

＊生きがい働きがい講座の開催
＊ワークショップの開催
＊リスニングパートナー（傾聴者）育成講座の開催
＊事業所におけるライフキャリアプランニング、メンタルヘルスに関する講演の働きかけ
＊労働問題講演会開催

当ＮＰＯ法人では、働く人とその家族が、主体性、自発性を持って、それぞれの目的、目標の達成や
自己実現に向けて生きていけるようになることが、個人の幸福へ、ひいては公共の福祉へとつなが
るものと考えます。リスニングパートナーになり、支援をしていこうと思う方。当法人の活動にご協力
いただける方、関心をお持ちの方など、ご協力をいただける方の入会をお待ちしています。

保健
社会教育
人権・平和
男女

社会教育
まちづくり
文化等
子ども

＊障害児・者の社会参加を「言葉」だけではなく、労働を通して実現していきます。

福祉
社会教育
＊私たちの取り組みが終了したときに、それがどういう役割を果たしたのかということを検討していた
環境
だきたいと思っています。

福祉
社会教育
まちづくり
芸術
子ども

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

特定非営利活動法人 なもし開縁隊
理事長 門屋 哲朗
30 H17.3
事務所の所在地
（松山市東長戸4丁目6-7)

主

な

活

動

＊地域の歴史・文化・産業の交流推進に関する調査研究事業
＊観光資源・産業資源活用による地域の活性化事業
＊農村と都市住民の交流促進を図るための環境整備事業
＊産業活動活性化のための助言、支援、ＰＲ事業
＊地域振興・まちづくり推進を図るための情報発信、支援事業
＊地域の自然環境改善。保全を図るための支援事業

P

R

活動分野

まちづくり
活気溢れる街づくりを目指して活動をしている方々の支援協力を行っております。愛媛県内各地域と
環境
街の人・モノ・情報の積極的な交流による経済ならびに観光振興などの効果拡大・活性化を目的に
経済活動
活動しております。街路市などの出店によって自社商品の販売促進、ＰＲ、地域情報の積極的な開
雇用
示によってブランドイメージを定着させることができます。
中間支援

特定非営利活動法人 ぴあ
理事長 佐野 卓志
H18.7
31 事務所の所在地 （松山市木屋町1丁目9-4） 精神障害者小規模作業所の運営
電話 （089-996-7701）
FAX
（089-996-7701）
E-mail （mugen@joy.ocn.ne.jp）

着なくなった着物、帯、長襦袢等がございましたら、寄付していただけると助かります。ぼろぼろに
なっていてもかまいません。市内でしたら、引き取りに行きます。

福祉
中間支援

特定非営利活動法人
アクティブボランティア２１
理事長 中野 勇
H11.4
32
事務所の所在地 （松山市天山2丁目3-27）
電話 (089-932-7100)
FAX
(089-932-7117)
E-mail (active21@atomgroup.jp)

＊青少年ボランティアの普及育成
＊施設ボランティアのコーディネート
＊介護従事者の養成
＊ＩＴリーダーの養成
＊ＥＭ（有用微生物）による環境浄化
＊まつやまＮＰＯサポートセンターの運営（松山市委託）

「少子・高齢社会をサポート」をテーマに、三種の器として、
・ヘルパー資格の取得
・ＩＴ（パソコン）技術の習得
・ＥＭ技術の習得
を推奨しています。

福祉 社会教育
まちづくり
文化等
環境 災害救援
国際協力
子ども 中間支援

特定非営利活動法人 松山自殺防止センター
理事長 堀口 道春
33 H15.10
事務所の所在地
（松山市千舟町5丁目6-3）

＊無料電話相談（月・水・金）
＊自死遺族の会（毎月第一土曜日）
＊緊急出動
＊「おせったい」を通じて広報活動
＊講演、研修会の講師
＊リーフレット、案内カード、ステッカーの配布

・自殺防止を目的とした無料電話相談
相談電話番号：089（913）9090 月、水、金 20:00～23:00
不安、孤独、絶望、そして自殺にまで追い込まれそうな気持ちになったとき、ひとりで抱え込まない
でお電話ください。秘密厳守、匿名でどうぞ。
福祉
・自死遺族の会
毎月第一土曜日 13:30～16:00 当センターで。
遺族同士が悲しみや苦しみなどを語り、気持ちを分かち合う場。秘密厳守。参加無料。

特定非営利活動法人
子育てネットワークえひめ
代表理事 山本 由美子
H12.9
34 事務所の所在地
（松山市衣山1丁目221-1）
電話 （089－917-8211）
FAX
（089－917-8218)
E-mail （npo@conet-ehime.or.jp）

＊松山市地域子育て支援事業
「子育てひろばく～ふぁん」運営活動
＊新居浜イオン受託事業「すくすくステーション」運営
＊院内託児ルーム「ぴーかぶー」運営（4ヵ所）
＊会報誌「こねっと通信」10,000部無料発行 など

設立して以来、頑張るママの応援団として子育てにやさしいまちづくり・人づくりを目指しています。

福祉 社会教育
まちづくり
人権 男女
子ども 情報化
経済 雇用
中間支援

レインボープライド愛媛
代表 江戸 康敏
35 H19.3
事務所の所在地
（松山市平和通6-2-5-2F）

＊行政や教育機関など社会への提言
＊性的少数者に関する研修会や講演活動の実施
＊性的少数者の社会的立場に関する調査や社会参画に向けての研究、情報提供
＊当事者同士および支援者との親睦交流や勉強会および意見収集
＊ＨＩＶエイズをはじめとする性感染症予防啓発とＨＩＶエイズ感染者支援

同姓愛者をはじめとして性的少数者は県内にも数多く存在していますが、当事者に対する偏見は根
強いものがあり、存在を意識されていないことから起こる無知による偏見や差別が起こり続けていま
す。法務省が行う人権週間における強調事項で「性的指向を理由とする差別をなくそう」と取り上げら
れるようになるなど、同性愛者をはじめとする性的少数者に対する偏見や差別の問題は、人権問題
として取り組むべき課題となっています。愛媛県においても性的マイノリティは人権重要課題にあげ
られるまでになっています。私達は同姓愛者をはじめとする性的少数者の人権の推進・啓発、権利
擁護を目的として、多様性を認め合う誰もが生きやすい社会を目指して積極的に活動していきたいと
考えています。また、孤立しがちな当事者同士が交流できる場を設け、当事者が力強く、そしていき
いきと生活していくための相互扶助な関係づくりを応援していきたいと考えています。

福祉
社会教育
人権
国際協力
男女
子ども
中間支援

特定非営利活動法人 ぷちすてっぷ
理事長 安原 優子
H18.2
36
事務所の所在地
（伊予郡砥部町原町696 安原方）
E-mail （putistep@yahoo.co.jp）

＊講演会 ＊勉強会 ＊研修会
＊施設見学 ＊相談業務 ＊講師派遣(疑似体験) ＊ボランティア養成
＊余暇支援 ＊兄弟姉妹の会(さくらんぼクラブ)
＊支援機器レンタル ＊啓発グッズの販売 ＊啓発用小冊子の作成・販売

「見えない障害」と言われ、誤解や偏見の多い発達しょうがいについて理解していただくための各種
啓発活動を行っています。ボランティアさんを募集しています。

福祉
文化等
子ども
中間支援

特定非営利活動法人 Eyes
代表理事 佐々倉 愛
37 H17.10
事務所の所在地
（松山市大街道3丁目2－26）

＊実践型インターンシップのコーディネート
＊学生と社会人との交流会実施
＊キャリア開発支援に関する啓蒙活動関連事業
＊社会教育に関しての情報提供

社会教育
若者が地元でチャレンジすることで成長を実感し志を育んでゆく。そんな愛媛を地元の企業、地域社 まちづくり
会と一緒に創っていきたいと我々は考えています。
経済活動
職業

NO
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特定非営利活動法人
障害者生活センター息吹
理事長 田中 淳司
38
H19.2
事務所の所在地
（松山市福角町1536番地5）

＊各障害（児）者と家族の各種相談事業
＊各障害（児）者と家族の共育と人材育成のための講演会等の開催事業
＊各障害（児）者と家族の共働の体験と実習の事業
＊各障害（児）者と家族の小規模福祉作業所及び福祉的工場と障害者地域活動支援センターの運
営事業
＊各障害（児）者に対する働く場提供事業

いろいろの相談をお受けします。
例） 障害者手帳、年金、生活、仕事。 障害者本人を取り巻く生活や家族、相続、土地建物等。

特定非営利活動法人
日本交流分析協会
理事長 飯田 國彦
H12.1
（東京都千代田区神田錦町3-19-21橋ビル3
階）
39 四国支部 支部長 田中 朋子
H12.12
事務所の所在地
（松山市湊町8丁目111番地1 愛建ビル三階）
電話 （089‐931‐5570）
FAX （089‐931‐5570）
E-mail （info@ta-shikoku.com）

＊理事会（７回/年）
＊愛媛運営委員会（１１回/年）
＊会報、ストローク愛媛（４/年発行）
＊交流分析士２級、１級、インストラクター養成講座
＊学校、行政、幼稚園、病院等への出前講座、講師派遣

福祉
・交流分析の理論を学ぶことにより、自分や他人をよく理解できるので、人間関係がよくなります。
社会教育
・潜在能力の活性化にもつながり新たな可能性が広がり、より積極的にものごとに取り組むことがで
まちづくり
きます。
男女
・わかりやすい言葉で語られていますので、理解しやすく、日常生活の中ですぐに役立ちます。
子ども

特定非営利活動法人 優広会
理事長 百瀬 達也
H18.11
事務所の所在地
40
（松山市南堀端町5番地10清水ビル2階）
電話 (089-993-6402)
FAX
(089-993-6403)
E-mail (work-aiyou@ac.auone-net.jp)

＊生産的活動
（お茶の箱折りから包装まで、イベントサービス会社のおしぼりたたみ、工場から商品組み立て依頼
作業、企業からの委託作業〈メール便仕分け作業・通販用カタログ梱包〉など）
＊余暇活動
（旅行・お花見・映画・カラオケ・誕生日会）など
＊健康活動
（内科協力医による2週間おきの往診、年間2回の健康診断・歯科検診）
＊身体介護
（専門スタッフによる各個人に合わせた介護の実施）
＊利用者又は家族に対する相談及び支援

松山市内の中心地では初めての障害者事業所

Ｅｉｎｃｅ 子供応援隊
代表 塩出
H16.7
41 事務所の所在地 （松山市針田）
電話 (089-974-1295)
FAX （089-974-1295)
E-mail （eince@tau.e-catv.ne.jp)

＊子供達の能力開発・自立育成「学びの場」教室運営
＊幼・小・中・高の子供とその保護者との進路相談、悩み相談、家族支援など
＊国際交流・イベント・各検定試験実施など地域ネットワークの中での様々な体験学習
＊子育て中の母のキャリア開発支援・人材育成・支援活動

「明るい街づくり」とは「子どもが生き生きと目的をもって楽しくかつ安全に自分をみつめ、育成ができ
男女
る環境」を作っていくことである。国の未来は子どもたちが担っていくことを、市民の声から立ち上げ
子ども
ていきましょう。

特定非営利活動法人
えひめグローバルネットワーク
代表理事 竹内 よし子
H17.10
42
事務所の所在地 （松山市東雲町5番6号）
電話 （089-993-6271)
FAX （089-993-6271)
E-mail （wakuwaku@egn.or.jp)

①国際協力、フェアトレード事業
②環境保全事業
③講座、セミナー、研修等開催事業
④講師派遣事業
⑤ＮＧＯ/ＮＰＯおよび地域のネットワーク事業
⑥情報提供、相談業務事業
⑦その他、この法人の目的達成に必要な事業
⑧四国NGOネットワーク/四国EPO等、四国規模での環境に関する情報提供、相談に応じる

えひめグローバルネットワークは、Ｔｈｉｎｋ Ｇｌｏｂａｌｌｙ、Ａｃｔ Ｌｏｃａｌｌｙ ａｎｄ Ｃｈａｎｇｅ Ｐｅｒｓｏｎａｌｌｙ！
（地球規模で考え、地域で行動し、一人ひとり自ら変わること！）をモットーに活動している国際協力
ＮＧＯです。市民参加を呼びかけつつ、モザンビーク平和構築支援やフィリピン少数民族支援などの
国際協力活動を行い、学校と連携しながら地球市民教育の普及にも取り組んでいます。また、いろい
ろな人々が出会い、交流し、協力できる関係を築いていくために、勉強会やチャリティーコンサートな
どのイベント開催や、地域の川掃除などを通じたネットワークも大切にしています。

特定非営利活動法人 ほっとねっと
理事長 深井 浩二
43 H16.2
事務所の所在地 （松山市小坂2丁目2番20
号）

＊精神障害者を対象とした、グループホーム、ケアホーム事業（４ヶ所）
＊ヘルパーステーション（１ヶ所）
＊精神障害者を対象とした小規模作業所（２ヶ所） （うち1ヶ所はＨ１８．１０月より、地域活動支援セ
ンターに移行）

精神障害者は“こわい”とお思いですか。実際にふれあったことはありますか。精神病は特別な別世
福祉
界の病と思っていませんか。病気には、いつ、誰がかかるかわかりません。まじめで心やさしい者が
中間支援
多いのです。根拠のないイメージはぬぎすて、ふれあってみて下さい。いやされることうけあいです。

特定非営利活動法人 家族支援フォーラム
理事長 米田 順哉
44
H15.10
事務所の所在地 （松山市姫原2丁目3-21）

＊生活介護事業 ＊就労移行支援事業 ＊就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）
＊自立訓練事業（生活訓練） ＊居宅介護事業 ＊短期入所事業
＊共同生活介護事業 ＊相談支援事業 ＊市町村地域生活支援事業（日中一時支援等）
＊都道府県地域生活支援事業 ＊一時預かり（有料レスパイト）
＊スペース賃貸 ＊相談援助
＊成年後見制度の利用援助
＊特定非営利活動法人に対して行政や企業、公益法人等が委託する業務を行う事業

障害の有る無しに関係なく、みんなが普通に暮らしていける環境作りを目指して活動しています。

特定非営利活動法人 地域美術展協会
理事長 渡邉 祥行
45 H18.4
事務所の所在地
（松山市古川南1丁目21番30号）

平成３年より、愛媛県内市町村の各地をテーマ地として、公募「地域を描く美術展」を開催してきた。
絵画が好きな人、描く人、これから始めたい人であれば初心者からベテランまでどなたでも参加でき
（平成１７年度までは前団体「愛媛県地域美術協会」として主催）具体的な活動としては、現地でのス
芸術・文化
ます。各地の風景や人々との出会いを楽しみながら、まちおこしのボランティアに参加してほしいと考
ケッチ講習会を毎年５月頃と１０月頃の年２回、展覧会は公募展を毎年３月に愛媛県美術館にて開催
まちづくり
えています。
する他、年度によっては会員展も開催している。

福祉
社会教育
人権
雇用

福祉
中間支援

福祉
社会教育
まちづくり
環境
人権
国際協力
子ども

福祉

NO
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特定非営利活動法人
シアターネットワークえひめ
代表理事 森本 しげみ
H19.10
46 事務所の所在地
（松山市祝谷東町乙805番地15）
電話 (089-931-3996)
FAX
(089-931-3996)
E-mail (tne0630@yahoo.co.jp)

＊芸術文化に関する意識啓発事業
＊芸術文化に関する人材育成事業
＊芸術文化に関する鑑賞機会提供事業
＊芸術文化に関する創造空間等整備事業
＊芸術文化に関する連絡調整、調査研究、政策提言事業
＊芸術文化に関する教育普及事業
＊その他目的達成のために必要な事業

芸術文化は、人間に多くの恵みをもたらし、生きる喜びと希望を見出し、共生する社会の創出を促
すことができます。中でも舞台芸術は、人がそれぞれの違いを認めながらかかわり、表現したい世界
を求めて協働し、創造する総合芸術です。また、舞台芸術の受発信の場となる劇場は、生身の身体
と観客が出会い、新たな世界を発見する創造空間であり、そこで培われる想像力は人間の豊かさを
芸術・文化
育み、コミュニケーションを生み出します。
私たちは、そのような舞台芸術の力を社会の中に活かしていくために。市民が日常的に、舞台芸術
に触れられるような環境を作りだしていきたいと考えています。
URL:http://tne-ehime.org/tom

ごご島里山作りグループ
会長 山内 カネ子
47
Ｈ17.4
事務所の所在地 （松山市泊町898）

＊町角フラワーパーク作り
＊県道花いっぱいロード作り
＊島の学校開校中
＊相子の浜ビーチクリーニング

まちづくり
段畑に広がる黄色いガザニアは４月頃が見ごろです。４月２０日はごご島里山祭りをする予定です。
環境
ぜひ、私共が作った里山公園に遊びに来てください。
子ども

特定非営利活動法人 ＳＯＲＡ
理事長 利田 等
H18.10
48 事務所の所在地 （松山市湯渡町9番地3号）
電話 (089-931-1727)
FAX
(089-931-1727)
E-mail (uddhi-sora2006@pure.ocn.ne.jp)

＊就労継続支援B型しののめハウスの運営
＊地域活動支援センター明星共同作業所の運営
＊地域活動支援センターきらりのウッディの運営
＊ハートフルプラザ当番、松山市りっくる家具競売の補助、いこいの家当番
＊機関紙の発行
＊長期入院者の地域移行支援
＊他団体と連携した啓発活動
＊学生の実習受入れ等

NPO法人SORAは主に松山市内の精神障害を持つ方の社会参加を促進しその人らしい生活を取り
戻すための活動の場、相談・サポートをできる場を充実させていくとともに精神障害者への理解を啓
福祉
発することにより、精神障害者の福祉を向上させることを目的に活動しています。
障害者や高齢者を普通に受け入れる包容力のある地域を一緒に築いていけたらと思います。

特定非営利活動法人
愛媛県レクリエーション協会
会長 塩出 卓一
S56.5
49 事務所の所在地
（松山市上野町甲650番地）
電話 (089-963-1993)
FAX
(089-963-1993)
E-mail (ehimerec@joy.ocn.ne.jp)

＊レクリエーションに関する大会、講座、教室の開催及び指導者、保健・福祉の援助者及び組織の育
福祉
成強化。
社会教育
＊レクリエーションに関する調査・研究・啓発・情報提供
少子高齢化社会における、高齢者福祉や青少年の健全育成を図る場での、レクリエーション活動の まちづくり
＊レクリエーションを通じた、子どもや青少年の健全育成に関する事業の開催や協力及び、生涯学 有効性の認識及び、レクリエーション・インストラクターの資格の有用性についての認識を再確認して 文化芸術
習やまちづくり、男女共同参画及び総合型地域スポーツクラブ推進事業等への活動支援。
もらいたい。
環境
＊レクリエーションに関する用具・書籍の販売及び斡旋、貸し出し。
子ども
＊レクリエーションに関するイベント及び事業の受託。
中間支援

特定非営利活動法人
グループホームしいのみ
50 理事長 村上 康彦
Ｈ13.7
事務所の所在地 （松山市緑町1-7-15)

＊グループホーム・デイサービス事業・居宅介護支援事業・訪問介護事業等の運営
＊認知症に関する情報収集及び提供
＊福祉、保健に関する啓発推進事業

“ゴソゴソの自由”を理念に“より楽しく過ごしていただけるように私達は努力します”を行動指針に民
家改築型で緑町・山越でグループホーム・デイサービスにてみんなで過ごしています。また、指定居 福祉
宅介護支援事業所一歩も開設しました。いつでも遊びにきてください。

特定非営利活動法人
エコステーションまつやま
理事長 金城 正信
51
Ｈ12.5
事務所の所在地
（松山市北吉田町350番地1）

＊環境講演活動
＊街頭清掃奉仕活動
＊絵本「まほうのクルマ工場」の寄贈
＊ラジオ放送による環境啓発番組の制作及び放送

この度、国内版環境マネジメントシステム「エコステージ」の普及・支援のため、松山市に地区研究会
を設立し、事務局を運営する運びとなりました。愛媛県を始め、四国全域を活動領域と考え、企業と
の連携によって、地域活性化の一助になればと考えております。講演活動やラジオ放送等の活動も
並行して継続していき、さまざまな形で地域の環境保全に関する活動を行っていきます。

特定非営利活動法人 JMACS
理事長 中野 博子
H13.11
事務所の所在地
52
（松山市千舟町６丁目1-3 チフネビル501）
電話 (089-913-0302)
FAX
(089-913-0348)
E-mail (info@jmacs.jp)

＊地域密着型サービス評価機関として、県の認定を受け活動している
＊愛媛県から介護サービス情報の公表制度調査機関としての認定を受け、調査機関として活動して
いる
＊学童保育事業により、放課後様々な体験プログラムを実施している

当団体は、松山市に居住する仕事を持った女性たちで結成したNPO法人です。幼児から高齢者まで
の生活環境、福祉環境の向上を理念として活動を続けています。現在は、収益事業として愛媛県か
福祉
らの委託を受けて、介護保険関連施設への情報公開に関する調査事業を行っていますが、１昨年か
まちづくり
らは子どもたちの居場所作り、子育て支援事業にも取り組んでいます。子どもたちが子どもらしくいら
国際協力
れる場所、子どもたちに寄り添った学童保育をと桑原の遊友学舎で様々な体験プログラムを実施し
ています。ご理解をいただき、多くの子どもたちの利用をお待ちしています。

伊予山の辺のみちを歩こう会
代表 森 亮一
53 H17.2
事務所の所在地
（松山市岩崎町2丁目1－29）

＊定期的なウォーキングの集いを開催する。
＊このみちを広めていくため、ガイドブックの作成、案内板の設置を行う。
＊このみちの沿線の里山を良くする為、常信寺裏山で竹林の伐採と竹炭づくり、植樹等も行ってい
る。
＊案内人を育てる為会員に対し、松山商工会議所（松山大学）が行っている「ふるさとふれあい塾」の
受講推進をする。

私達は、このみちを松山市が進めている「坂の上の雲」フィールドミュージアム構想のお奨めコースと
して市民や観光客に歩いてもらう活動を行っております。関西の人は季節のいい時、京都や奈良に まちづくり
よく歩きに行きます。松山ではそういう道がありません。そこで、このみちを市民の皆さんが春の桜や 芸術・文化
新緑、秋のもみじを訪ねて歩くみちになるよう宣伝しています。どうか是非歩きに来てください。ご案 環境
内します。

社会教育
まちづくり
環境 国際協力
子ども 中間支援

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

特定非営利活動法人
ヘルスプロモーション・ネットワーク
理事長 今川 弥生
54
H14.9
事務所の所在地 （松山市枝松6丁目6-16
SKYビル202号）

＊シルバー男性料理教室
＊松前町健康づくりプラン
＊シルバー栄養・調理アシスタント養成講習会
＊シルバー介護予防ホームリーダー養成講習会
＊体力向上・食育プログラム研究モデル事業

「食」と「運動」の専門家集団として、地域に根ざす活動をしていきたいので、もっと利用していただき
たい。

福祉
社会教育
文化等
男女
子ども

特定非営利活動法人 職業開発訓練センター
理事長 重松 三徳
H15.3
55 事務所の所在地 (松山市鹿峰202番地3)
電話 (089-993-3266)
FAX
（089-993-3353)
E-mail （i-kawabe@nifty.com）

地域社会に貢献するための情報交換・ボランティア・親睦
１、若者と高齢者を元気にする会 40回開催
２、風早の歴史、文化、古道を守る会 6回開催
３、教養講座、他 24回開催
４、竹炭焼き体験教室等 14回開催

「若者と高齢者を元気にする会」では公民館、介護施設等で公演するボランティアを募集していま
す。「風早の歴史、文化、自然を守る会」では河野一族、一遍上人に関心のある方の参加を待ってい
ます。「竹炭焼き体験教室」は自然環境や景観を守る事を目的とし、放置竹林を間伐する事により再
生する。間伐した古竹を利用して、美容や健康に良い竹炭を自分で作る事が出来ます。参加希望者
はTEL下さい。

福祉
文化等
環境
雇用

特定非営利活動法人
俳句甲子園実行委員会
会長 日野 裕士
平成21年8月6日（金）～同月8日（日）に「俳都まつやま」において開催される俳句甲子園大会、並び
56 H19.1
に同大会の前提として全国19地区の会場で開催が予定されている地方大会の実施のため、第13回
事務所の所在地 (松山市柳井町2丁目21-3) 俳句甲子園実行委員会を立ち上げ、大会の企画を立案し、運営を行っている。
電話 (089-943-1512)
E-mail (info@haikukoushien.com)

俳句甲子園は、若者に日本の伝統文化である俳句に親しみを持ってもらいながら、「俳都まつやま」
を全国にアピールできる有効な手段です。
我々は、俳句甲子園の運営を積み重ねながら、松山の俳句文化をしっかり継承し、より一層普及さ
せる活動を行います。
是非一緒に、俳句文化を活用した「まちづくり」をしましょう！

社会教育
まちづくり
文化等
子ども

特定非営利活動法人 ころころ
理事長 丹 直文
H18.9
＊地域活動支援センター作業所ころころの運営
57 事務所の所在地 （松山市古川南三丁目23番
地域、学校、公民館等との交流により地域住民へ、障害者および作業所への理解促進
25号）
電話 (089-958-9966)
E-mail (coro2-fukushi@s7.dion.ne.jp)

＊各行事等において、ボランティアを広く市民から募集することにより、地域活動支援センターが地
域に開かれたものにしていく。
＊ニュースの発行を郵送だけでなく、ホームページ上に掲載することで多くの人にリアルタイムな状
況を伝えていく。
＊ブログを活用することにより多くの市民とコミュニケーションの円滑化を図る。
＊各種学校、地域等の文化祭やバザーに出展することにより多くの人に障害者の現状を伝えてい
く。

福祉

特定非営利活動法人 こころ塾
代表理事 村松 つね
Ｈ20.2
事務所の所在地
58
（松山市大街道三丁目2－16）
電話
(089－931-0702)
FAX
（089－989-0722)
E-mail （info@kokorojuku.net）

＊心の健康づくりに係る教育研修・情報提供事業
＊心の健康づくりに係る職場の環境作り支援事業
＊心の病に係る予防支援事業
＊心の病を持つ人の職場復帰支援事業
＊心の病を持つ人の就職支援事業

働く人々の職場でのストレスが年々増大している中で、うつ病の予防・再発予防などについて学ぶこ
とを支援する活動を行います。
福祉
またうつ病の方のスムーズな職場復帰を支援する活動を行い、地域の人たちの心の健康の保持増 雇用
進に貢献していきます。

特定非営利活動法人 ふれ愛ランド中島
代表理事 中島 和也
59
H20.3
事務所の所在地 （松山市長師1241番地）

＊観光産業の活性化・支援・運営事業
＊地域物産などの開発・活性化・支援・プロモーション活動・運営事業
＊地域開発、観光開発などの調査・企画・イベント・ＰＲ事業
＊文化・観光などの交流活動
＊国内外のボランティア組織とのネットワーク交流事業

まず、旧中島町民にＰＲして、少しずつ松山へＰＲ発信していきたい

特定非営利活動法人 えひめ消費者ネット
理事長 野垣 康之
Ｈ20.4
60 事務所の所在地
（松山市朝生田町7-2-22-305）
電話 （089-987-3101）
E-mail （ehime-shouhinet@bh.wakwak.com）

＊特定非営利活動に係わる事業
①消費生活相談に関する事業
②消費生活相談に関する指導者、援助者及び組織の育成強化事業
③消費生活に関する調査、研究、啓発、情報提供事業
④消費生活に関するイベント及び事業の受託事業
＊その他の事業
①公の施設の管理業務
②物品販売事業

社会教育
まちづくり
消費生活に関する疑問の解消、トラブルに巻き込まれないための情報を提供したい。トラブルに巻き
経済活動
込まれた際の解決方法に対する道先案内人になりたい。
消費
中間支援

ＯＫｉＤｏＫｉ
代表 芝﨑
61
H15.10
E-mail （okidoki_matsuyama@yahoo.co.jp）

＊読書環境の整備・充実ならびに、発達・成長段階に応じた読書支援事業（読み聞かせ・ブックス
タート・選書等）
＊英語を通じた子ども・子育て支援事業
＊ライフステージに応じた英語学習支援事業
＊子育て・教育に関する情報発信・サポート支援事業
＊英語イベント・セミナーの企画運営事業
＊講師派遣事業
＊中高生の居場所OKiDoKiBASEの運営
＊そのほか目的を達するために必要な事業

「遊びながら学べる環境も目指して」というコンセプトのもと活動しています。遊びを通して学ぶという
のは、子どもたちの本質だと思っています。活動を通して、たくさんの「はじめて」を経験してもらい、
子どもたち自身が五感をフルに使い、自ら「気づき」「発見」し、興味に応じて物事をとらえていく、そん 国際協力
な成長の後押しをしていきます。
子ども
今後も魅力ある活動を企画実行し、より多くの未来を担う人材を育てることのお手伝いができればと
思っております。

まちづくり
環境 男女
情報化
経済活動
雇用 中間支援
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＊山頭火終焉の地「一草庵」のガイド（土、日、祝日の年間120日）
＊書籍「山頭火と松山」発刊(平成21年7月）
特定非営利活動法人 まつやま山頭火倶楽部
＊山頭火句碑（高浜）建立（平成21年10月1日～8日）記念イベント(10月3日）
理事長 藤岡 照房
＊「全国山頭火フォーラムin松山２００９」開催(平成21年10月10日～12日）
H20.7
・山頭火俳句大会
62 事務所の所在地
・山頭火フォーラム（基調講演 ドナルド・キーン博士）
（松山市堀江町甲1615番地3）
・山頭火映画祭
電話 (090-6882-0004)
・山頭火ウォーク
FAX
(089-978-5959)
＊山頭火俳句ポスト、一草庵へ設置（平成21年11月29日）
＊「山頭火一草庵」(山頭火版俳句甲子園)開催（平成21年11月29日）

社会教育
山頭火終焉の地「一草庵」を拠点として地域の仲間と共に松山を愛した山頭火、山頭火も温かく迎え まちづくり
た松山人のおもてなしを再発見して全国に発信したい。そのために、市民の皆様と一緒になって、楽 芸術
しい有意義なイベントを実施したい。
環境
中間支援

特定非営利活動法人 松実会
理事長 栗林 しげみ
H20.11
事務所の所在地
63
（松山市大街道三丁目2番地74）
電話 （089-935-6086）
FAX
（089-935-6095）
E-mail （matsumikai@voice.ocn.ne.jp）

＊イベント企画（松山検番による伊予節や野球拳を通じた松山の歴史・文化・空間資源等の再認識）
＊ホームページ、パンフレット等による松山の伝統芸能及び地域資源の紹介。
ホームページ URL http://www.geishamatsuyama.jp/
松実会 ブログ http://ameblo.jp/matsumikai/
＊松山の伝統芸能・花柳界文化の後継者の育成 今年8月には大阪出身の若い女性が松山市に移
転。「こま千代」の芸名をもらい、松山検番の芸者としての育成を開始。現在松山市の観光産業の一
翼を担うべく活動を始めている。その活動は、松実会ブログ中、「こま千代日記」として知ることができ
る。

平成20年8月より毎月一回実施している、松山城での「お城の舞」は、本来、室内で行われていたお
座敷という文化を室外へ持ち出して、誰でも文化の一端に触れることが出来るようにしたものです。
松山発祥の野球拳や伊予節などを織り込み、松山の再発見を体験できることを活動目的としていま
す。又、平成20年11月には、ワークショップを開催し、若い女性にも、直接芸者文化に触れてもらう事
で、新たな人材の獲得に向けて動き出しています。
まちづくり
今年11月よりロープウェイ街に｢お茶屋 乙鳥（つばくら）」開業。「乙鳥」の店名は、夏目漱石並びに 芸術
中村草田男（松山出身の俳人）、さらには松山市章の起案者 下村為山の俳句から頂いたもの。毎
週土・日並びに祝日の午前10時半～午後3時まで「お茶席」を設け、松山市内観光のお客さんに「お
抹茶＋お菓子」を提供。間近で芸者さんとお話ができ、松山市内の観光案内や松山独特の伝統芸能
の話が聞けるとあって好評を博している。

特定非営利活動法人 Ｌｉｎｋ愛媛
理事長 河本 英樹
64 Ｈ18.8
事務所の所在地
（松山市桑原3丁目1番51号）

＊交流スポーツ大会（高齢者・身障者・健常者の方々へ、交流の場を提供するイベント）の開催
＊認知症サポーター養成講座
＊他のＮＰＯとの連携事業

当団体は、「感動・協働・創造人」をキーワードに、昨今希薄になってきたと言われている地域社会の
つながりを回復すべく、交流の手助けとなるためにイベントの開催や、認知症の理解を深めるための
講座の開講をしています。特に、認知症サポーター養成講座は、愛媛県内でも数少ないものです。
認知症は、誰の周りにでも起こりうる身近な問題ですので、知識を深めるためにもぜひ参加してくだ
さい。

＊子ども虐待予防のための基礎組織 月1回（5月～2月）
＊地域の子育て支援者・子育て中の親を対象にした研修（年1回）
＊子ども虐待に関わる専門職を対象にした研修（年1回）

「虐待」という言葉が悲惨な暴力や死にいたる状況をイメージさせるため、自分の身近な問題として
感じにくい状況があります。本来の虐待の意味は、子どもに対して健やかに、幸せな人生を送っても
らいたいと思って関わっている親や大人の気持ちとは裏腹に、実際の関わり方やしつけの視点が
子ども
「子どもの本来の成長を阻害してしまう不適切な関わり」になっている状況をいいます。社会のサービ
スや地域の力を借りながら、本来の親の願いである「より良い子育て」が実現するよう活動していき
ます。

NPO法人 チャイルド・オレンジ・ネットワーク
代表 近藤 礼
Ｈ21.3
65
事務所の所在地 （松山市畑寺1－6－21）
FAX
(089-947-2442)
E-mail (chionet2009@yahoo.co.jp)

福祉
社会教育
まちづくり
子ども
中間支援

まちづくり
スポーツ
子ども
情報化社会
経済活動
中間支援

四国地域文化創造会議
代表 松木 周二
66 H21.3
事務所の所在地
（松山市東石井6丁目12-36 星企画㈱内）

＊四国遍路道文化の研究、調査を含むイベント・プロモーション事業および広報事業
＊愛媛マンダリンパイレーツ球団への広報・宣伝や地域貢献活動の支援事業
＊その他、地域の活性化に寄与するまちづくり活動事業

遍路文化を一緒に研究し体験したい人の参加を希望します。また、野球をこよなく愛し、スポーツを
通じたイベントなどを企画できる方の参加もお待ちしています。

特定非営利活動法人
えひめ障害者ヘルパーセンター
67 理事長 金村 厚司
H14.8
事務所の所在地 （松山市紅葉町3番45号）

＊障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業・移動支援事業・日中一時支援事業
＊介護保険法に基づく、居宅介護支援事業・訪問介護事業・介護予防訪問介護事業
＊障害者就労支援事業 ＊ヘルパー育成・研修事業
＊地方自治体の要綱に基づく障害福祉サービス事業
＊有償輸送・ボランティア輸送事業 ＊社会啓発事業 ＊調査事業

昨年、障害をお持ちの方から詞を集めＣＤを作成しマスコミ・メディアの多くの方に取り上げていただ
き注目を集めた。今年もこの活動は続けていきたいと考えているが資金に困窮している。寄附をいた 福祉
だいた方にはＣＤ作成時に寄附名録に名前を記載したい

＊手づくり天体望遠鏡作成
＊天体観望会
特定非営利活動法人
＊ＪＡＸＡタウンミーティング
スペース宇宙
＊放射線の観察・湯川博士について・エネルギーについての講習
代表理事 薦田 義勝
＊航空機体験・松山空港管制塔見学
H20.7
＊消防署見学・救命救急研修
68 事務所の所在地 （松山市大可賀二丁目1番 ＊水ロケット製作及び打上げ
28号アイテムえひめ内）
＊宇宙教育指導者セミナー
電話 （089-951-6200）
＊ＩＣラジオ製作
FAX
（089-951-6201）
＊計算尺製作
E-mail （info＿npospace＠genesis21.co.jp） ＊パソコンを使って親子で年賀状製作
＊国語教育の実体験

当法人は、学校や塾ではできない「遊び」を取り入れた総合的な青少年教育を目指し、文部科学省
の認可法人である、財団法人日本宇宙少年団（ＹＡＣ）愛媛松山ジェネシス分団（スペース宇宙）を発
足しました、日本宇宙少年団（ＹＡＣ）は、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の下部組織として、昭和61
年に発足し、愛媛松山ジェネシス分団は、全国で125団体目の分団となりました。当分団は宇宙関連
だけではなく、語学教育・パソコンＩＴ講習・情報教育を深める読書・著名なプロ野球選手による野球
教室・医師による救急救命医療教育・飛行機に搭乗しての実飛行訓練体験等、地域に密着して「宇
宙の子、未来の子、地球の子」２１世紀の大人を育てるため、幅広く人間教育を行うことを目的にして
いるため、多方面から期待され、全国から注目されています。結団イベントとして2008年8月「ハロー
ヒューストンin松山」を行い、国際宇宙ステーションにて活動予定の古川宇宙飛行士とアメリカを衛生
回線でつなぎ、愛媛の子どもたちに将来への夢と希望を与えるイベントを行いました。参加者数は１
００名を超え、マスコミ各社にも大きく取り上げていただき、すでに団員30名を超え、南予から中予・東
予まで様々な地域より団員が集まり、毎月１回をめどに科学・情報など様々なテーマで活動を行って
います。ボランティアスタッフも教育産業にかかわっているエキスパートを揃え、笑顔と愛情をもって
日々子どもたちに接しています。入団は随時受け付けています。

社会教育
芸術
環境
国際協力
子ども
情報化社会
科学技術

NO

団体名・代表者名
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特定非営利活動法人
エイジングサポートセンター
理事長 田中 留美
69 H13.11
事務所の所在地
（松山市余戸中2丁目4番31号
フォルテコート松山南301号）

＊平成16年から3年間、松山市が行う「社会福祉施設適正運営支援事業」の受託法人として、社会福
祉施設等を対象に巡回を実施
＊平成19年10月愛媛県の認証、保育園・高齢者施設等福祉サービスの第三者評価事業
＊ケアワーク研究会 毎月第三土曜日開催
＊講演会

＊事業者が自ら抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上に向けて取り組むための支援
を目的とし、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するために有効な情報を提供します。
＊高齢者介護に従事する介護専門職や医療従事者等の関連職種や高度な介護知識や介護技術の
福祉
向上を目的とした研修を行う。認知症高齢者の自立支援や介護問題等について介護知識や介護技
中間支援
術の向上を目的とした実践者セミナーを行う。児童虐待やいじめ又家庭内における虐待の被害児
童・生徒を救済するための講演とその活動を行う。高齢者の自立支援や介護問題等についての講演
活動を行っております。

特定非営利活動法人 農業で古里創りＮＰＯ
理事長 白戸 邦生
70
H15.8
事務所の所在地 （松山市北斎院町682－3）

＊休耕田・休耕地・過疎地調査研究事業
＊都市生活者と農村住民の交流事業
＊農業体験事業
＊農業従事者を増やす事業
＊障害者の働く場づくり事業

市民の皆さんのボランティア（有償）を募集しています。あぐり塾では東温市に焼く2町歩弱の農地で
福祉
利用者スタッフ共に青空の下のびのびと農業を楽しんでいます。また当塾では利用者、スタッフ全員
まちづくり
の皆さんに数坪のマイ農園で自由に野菜や花を作ってもらっています。

マネキネマ
運営委員長 塚原 眞幸
H9.1
71 事務所の所在地 （松山市土居田町732-4）
電話 (089-973-9570)
FAX
(089-973-9570)
E-mail (manekinema@gmail.com)

＊年間４回の例会（上映会）
＊交流会・学習会等

松山ではなかなか観ることの出来ない古今東西の名画を会員の力で上映し、鑑賞しています。
ぜひ入会していただき、一緒に映画を楽しみましょう。

芸術

＊衣類の回収事業（Cloth Your 愛「衣類の試験回収」）
＊環境啓発事業（回収場所での環境啓発ほか）
衣サイクル研究会
＊環境学習事業（学校や地域での講演活動・出前授業）
会長 小池 あゆみ
＊自治体への「衣類の資源回収」の提案
72 H21.4.22
＊衣類の売却益を原資とした「基金」の基礎作り事業
事務所の所在地 （松山市辰巳町1番8号サー
＊CSRに基づく企業と市民団体との協働促進
パス三津壱番館205号）
＊CSRとしての「エコポイント事業」への提案（対企業）
＊市民からの「（各種）ポイント」を寄付してもらう「しくみづくり」

「カーボン・オフセット会員」では、自家用車の走行距離１Kmにつき１円の会費を徴収するが、環境活
動に参加することによって減額され、目標は、すべての会員の会費が０円になることです。
当団体では、市民からの会費を活動費に充てるのではなく、「カーボン・オフセット」のしくみを簡単に まちづくり
考えるツールと考えています。
環境
環境問題は、私たちの身近なところに原因も解決方法もあるということを知っていただき、できること
から取り組めるよう、窓口を広く、敷居を低くすることを心がけています。

リボンの会
代表 鈴木 こころ
73 H16.4
事務所の所在地
（松山市御幸2丁目3-40-106）

１．自助グループの開催
２．セミナー、講演の実施
３．社会参加促進のためのネットワークづくり

リボンの会は、摂食障害の当事者が集まる会です。
もし、摂食障害で悩んでいる方がいらっしゃったら、一度お越しくださいね。
※女性限定、匿名ＯＫです。
時間内の出入り自由、予約はいりません。
見た事、聞いたことの秘密は必ず守ります。
コムズ他、市内各所でピンクのチラシを配布しています。

福祉
人権
男女参画

特定非営利活動法人さなえ
理事長 小川 純人
H20.8.5
事務所の所在地
74
（松山市一番町1丁目14－7）
電話
（089-915-3310）
FAX
（089-931-2104）
E-mail （NPO-Sanae@fuji-ko.jp）

障害をもたれた方への就労支援活動（現在、当NPO法人は就労継続支援A型事業所を松山市内
にて運営中）を行うことで、障害のある人もない人も、共に地域で暮らせる「自立と共生の
社会」実現を目指している。

自分たちが必要とするサービスは、みんなが協力して創造していくのが、これからの障害者
福祉であると考えています。障害者自立支援法の目的である、障害のある人もない人も、共
に地域で暮せる「自立と共生の社会」実現は、誰かがやってくれるものではありません。障
害のあるなしにかかわらず、地域で暮らす人が力を合わせて築いていくものだと思います。
私たちはその手助けができればと思い日々活動しております。

福祉
社会教育
人権
子ども
雇用

特定非営利活動法人 ループ８８四国
理事長 和田 耕作
H20.3.24
事務所の所在地
75
（松山市南持田町27番地1）
電話
（089-946-0088）
FAX
（089-941-8884）
E-mail （info@loop88.jp）

①四国88ケ所に関する施設、文化財及び周辺の道路・接待場所の整備・保全事業
②遍路の歴史、巡礼寺、文化財等四国88ケ所に関する調査事業
③四国88ケ所とその文化を世界に向けて発信するための広報・情報発信事業
④四国88ケ所に関する機関誌、調査研究報告書、DVD等の出版事業
⑤四国88ケ所とその文化を発信し、活性化するためのイベントの企画・運営事業
⑥歩き遍路を促進するためのイベント事業
⑦目的を同じくする各種団体との連絡・情報の交換事業
⑧その他、目的を達成するために必要な事業

当法人が作成したDVD「お遍路ロードムービー」は、松山市への集客効果を期待できるプロ
モーション映像となっています。
今後、地域のために、四国八十八ヶ所の文化を全国、世界へ発信していきたいと考えていま
す。

社会教育
まちづくり
文化等
子ども
情報化
経済活動
中間支援

特定非営利活動法人
トータルサポートえひめ
H22.2.25
理事長 大塚 恵
76 事務所の所在地
（松山市久万ノ台1183番地ｴﾈﾐﾈﾝﾄﾊｲﾂ1階）
電話 （089-911-1523）
FAX
（089-911-1524）
E-mail (megu-o@gem.e-catv.ne.jp)

＊障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業
＊障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
＊相談支援事業
＊その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

関係機関の連携及び各種資源を活用することにより、障害者及び高齢者の安心を確保するための
体制づくりを図ります。
市民・活動団体・市の協働による「福祉のまちづくり」を目指し、トータルｻﾎﾟｰﾄえひめの責務を明らか
にするとともに、障害者・高齢者も含めすべての市民にとって安全で住み良いまちづくりが進められ
るよう、魅力的なまち創りを提案していきます。

福祉
社会教育
文化等
子ども
雇用

NO
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四国観光通訳協会
代表 伊藤 和夫
H21.12.19
事務所の所在地
77
（松山市高砂町3丁目１２５番地）
電話 （089-925-8707）
FAX
（089-925-8707）
E-mail （fais@mopera.net）

＊国際会議通訳及び翻訳のサービスを提供する。（国際会議通訳事業）
＊通訳案内士の活動を促進し、国際観光事業の振興をはかる。また観光資源の発掘を行い、それら
を全国及び世界の関係組織へ向けて発信する（観光事業）
＊各地域における人々の外国語学習を支援する。また各地域社会の更なる国際化を支援する。（公
益事業）

・ホームページを開設し、それを活用する。
・各会員の持つ人的チャンネルを活用してPRする。
・設立の趣旨を記した印刷物を作成し、関係機関、組織にPRする。
・地域社会の人々の役に立つ公益事業を積極的に行い、それを通して、すぐれた技能を有するプロ
集団としての認知を得る。

特定非営利活動法人
愛媛大学校友会人材活用センター
理事長 柳澤 康信
H21.12.24
78 事務所の所在地
（松山市文京町3番 愛媛大学校友会館2階）
電話 （089-927-8610）
FAX
（089-927-8609)
E-mail （office@koyu.ehime-u.jp)

＊人材バンク事業
＊講座・講演会の開催
＊自治体等の協力要請を受けての講師等の派遣・紹介
＊人材バンク事業実施を周知することによっての、人材の結集など

福祉 社会教育
各自治体、教育機関（ＮＰＯ法人・各種団体などを含む。）等からの講師派遣依頼等に対し、愛媛大
文化等 環境
学退職教員を中心とした登録会員を講師として派遣し、又は、本法人のネットワークを利用しての講
子ども 情報化
師紹介を行います。
科学技術
また、年数会、公開講演会や公開講座を開催します。
中間支援

特定非営利活動法人
ワークライフ・コラボ
理事長 堀田 真奈
79 H21.9.11
電話 （089-904-1572）
FAX
(089-908-4656）
E-mail （hotta@worcolla.com)

平成１９年８月にワーキングマザー・ファザー・その予備軍のための「ワーキングライフバランス向上
委員会」を発足。
「シゴトも生活も楽しもう！」をキャッチフレーズにし、ワーキングファザー・マザー、その予備軍（これ
から結婚・子育てをする人、働こうと思っている人）が今の生活を少し心地よく、いいものにしていく
きっかけの場として、座談会やセミナーを定期的に開催。

社会教育
結婚後の女性のセカンドキャリア、仕事と生活の両立、子育てなどに関する各種セミナー、座談会、
男女参画
講演会を「ワークライフバランス向上委員会」として月１回程度をコムズなどで実施。
子ども
皆さんの仕事や生活向上のきっかけ作りができればと様々な趣向で開催しています。お気軽に御参
経済活動
加ください。
雇用

特定非営利活動法人
にこっと
80 理事長 藤﨑 朱美
H21.11.5
E-mail （nicotto_ehime@yahoo.co.jp)

＊結婚支援事業に関する出会いのイベントの開催
＊コミュニケーションスキル育成に関する講習会の開催

コミュニケーションスキルの育成を基本事業に、表情筋ストレッチ＆イメージトレーニングのセミナー
や講演をおこなっており、現在、各企業や医療機関、老人福祉施設、ブライダル、各種団体等幅広い
分野で研修をおこなっています。また少子化対策の一環として設立されたえひめ結婚支援センター
の応援企業にも登録しており、婚活イベントの企画・運営も展開！さまざまな経歴をもつプロ講師の
集団、それがNPO法人「にこっと」です。

社会教育
まちづくり
文化等
男女参画
経済活動
中間支援

NPO法人
School Green Japan
理事長 三上 伸人
Ｈ22.8.10
81
事務所の所在地
（松山市緑町一丁目２番地１１）
電話 （050-3660-6414）
E-mail (npo.sgj.mikami@gmail.com)

＊校園庭、公共施設緑化事業
＊地域コミュニティマネジメント事業
＊スポーツクラブマネジメント事業
＊その他、当法人の目的を達成するための事業

皆さんの周りで芝生化したい所がありましたらご相談下さい。
みんなで緑のまちづくりに取り組み、地域コミュニティを育てましょう。

福祉
まちづくり
文化等
環境
子ども

まんがで繋がる愛媛～ひめコミ～
代表 池田 周五郎
Ｈ22.4.1
事務所の所在地
82
（松山市二番町1-12-2）
電話
（089-931-9111）
ＦＡＸ
（089-946-0074）
E-mail （r-sorayama@kawahara.ac.jp)

＊漫画雑誌の制作・出版・広報活動
＊まんがで繋がる勉強会
＊まんが作品の展示会

「まんがで繋がる」ことをテーマに漫画で様々な情報発信をしていきます。
第１段として、愛媛の偉人を分かりやすく漫画で伝える「ＬＩＮＫ～愛媛偉人まんが伝」は、愛媛県下の
まちづくり
中学・高校、公共施設、観光施設を中心に約400か所に配布致しますので、是非、愛媛が生んだ偉
文化等
人達の功績と軌跡をご覧になって頂ければと思います。
子ども
その後も、テーマや内容を変えながら漫画によって様々なことを伝えていけたらと思いますので、どう
ぞ宜しくお願いします。

愛媛エネルギー教育支援フォーラム
会長 村尾 卓爾
Ｈ22.3.25
83
事務所の所在地
（松山市光洋台2-3）
電話 （089-994-3153）

＊会員の中に、(財)エネルギー環境教育情報センター「エネルギーコミュニケーター」、「松山市エコ
リーダー」、(財)省エネルギーセンター「省エネルギー普及指導員」として活躍している者がおり、引き *省エネルギー学習会への講師派遣ができます。
続きその活動を継続する。
*各種イベントへの参加など、生活の中での省エネルギーの宣伝活動・学習会を開くことができます。
＊大学教育現場における任意でのエネルギー教育活動に参加し、助言・協力していく予定である。 *エネルギー教育に使用する教材の開発に協力・助言ができます。
＊愛媛県教育研究協議会と教材開発で共同研究の予定である。

まつやま俳句でまちづくりの会
代表 若狭 昭宏
H20.5.13
84 事務所の所在地
（松山市永代町16-1）
電話 （090-2865-1232）
E-mai （mhm_info@e-mhm.com）

この会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
①俳句を活用したイベントの企画・実施
②俳句を活用したまちづくりに資するための情報収集・調査研究及び情報発信
その他、この会の目的達成に必要な事業

社会教育
まちづくり
国際協力
子ども
雇用

社会教育
文化等
環境
科学技術

福祉
「俳句・松山」の地域資源のひとつである俳句を活用した回遊型・体験型イベント企画･実施をしてい
まちづくり
ます。全くの俳句初心者が、気軽に参加出来る俳句のイベントやテキストはあまりありません。当会
文化等
の企画によって、松山市民はもとより、松山を訪れる方々にも俳句の楽しさを知っていただくことで、
子ども
まちの魅力を再認識してもらえたらと願っています。
経済活動

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

NPOえひめセラピードッグの会
代表 大西 麻由子
85
H22.11.18
電話 (090‐4501‐3820)

主

な

活

動

P

R

活動分野

＊愛犬の躾と保護者のマナー向上を目指す教室の開催。
＊チャリティーバザーの開催。イヌ・ネコの「殺処分ゼロ」の啓発のため、年1～2回開催。
＊その他目的を達成するための活動。

「生命あるものすべて、幸せになる権利がある」とのテーマのもと、セラピードッグ存在を伝え、「生き 福祉
ることの権利」を求め、イヌ・ネコの「殺処分ゼロ」を目指し活動しています。
社会教育

＊いよココロザシ大学事業
＊生涯学習振興事業
＊地域魅力創出事業
＊企業又は行政機関等との協働・提携事業
＊その他、この法人の目的を達するために必要な事業

「まちは教科書、先生はあなた」
いよココロザシ大学は、だれでも先生になり、生徒になり、そして授業を支えるスタッフになれるとい
う、「みんなでつくる大学」です。
大学といっても、堅苦しいものではありません。手づくり感、ライブ感を大切に、みんなで作り上げて
いく楽しさを最大限に味わえるプログラムが盛りだくさんです。
ワクワク、ドキドキ、ときにはゆったりしながら、みんなで「学びあい」を分かちあいませんか？授業に
関する情報は、ホームページで公開しています。
あなたのご参加を、お待ちしています！

特定非営利活動法人
フェロージョブステーション
理事長 三好 大助
H22.12.3
87
事務所の所在地
(松山市西一万10-2)
電話
(089-987-6046)
E-mail (info@npo-fjs.org)

＊各種セミナーの開催
＊ＩＴを使用した研究・開発事業
＊研修事業、研究、開発事業に付帯する事業

私たちはＩＣＴを活用した障がい者の自立支援に取り組んでいます。経済情勢の不安が続く昨今、社
会的自立を果たせない障がい者は数多く存在しており、彼らが生き甲斐、働き甲斐を感じながら自立 福祉
した生活を送るためには周囲の支援も必要になります。当法人は、可能な限り多くの障がい者の自 情報化
立を支援し、誰もが平等に暮らすことの出来る社会「ノーマライゼーション」の実現を、ＩＣＴを活用する 雇用
ことで目指します。

特定非営利活動法人 園でピース
代表理事 木村 和代
88
H21.1.30
E-mail (info@peace-fanclub.com)

＊広報事業
＊ＺＯＯサポート事業
＊ネットワーク事業
＊その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

以前より動物園を通し、野生動物のふるさとに想いを馳せながら環境問題を啓発していましたが、人
間社会においては関心の方向が様々で、小さい声になることもしばしばでした。
しかし、今こそ！自分に出来ることを行動し、大切なものを次世代に残すために、是非！共に本当の
一面を動物から学んでみてください。

社会教育
まちづくり
環境
子ども

NPO活動 それいけ夢工房
理事長 菊池 弘美
H19.9.10
89 事務所の所在地
(松山市泉町22-3)
電話
(089-947-2901)
E-mail (yumekoubou@lib.e-catv.ne.jp)

＊脳を刺激する革細工や資源の有効活用、着物のリメークでの製作品をNHKチャリティーバザール
にて販売、売上金を寄付。
＊継続して“認知症フォーラム”を開催し、認知症の専門医を呼び介護スタッフや家族のレベルアップ
を図っている。
＊小児がんと闘っている健気な子どもたちのドキュメンタリー映画を上映して啓蒙活動の一端として
いる。

石手川ダムの水源を守り、自然環境の保全、再生、維持管理に関心を持とう。
次世代を担う子どもたちと清掃や植樹をとおして遊びながら健全育成を図る。
ぼけないために、指先を使い楽しいおしゃべりをしながらアクセサリーや着物で洋服や小物をつくり
チャリティーバザーで販売、そして売上金を寄付する、高齢者でもお役に立てる満足感がやみつきに
なっています。
おなかまを募集しています。若者大歓迎。待っています。

福祉
社会教育
環境
男女参画
子ども

特定非営利活動法人
全日本健康音楽研究会 愛媛支部
代表 田村 妃三子
H11.9.16
90
事業所の所在地
(伊予郡砥部町宮内1885-74)
電話
(089-962-5155)
E-mail (hisako-t.0421@ymobile.ne.jp)

＊講師等派遣事業
＊インストラクター養成事業
＊機能回復訓練の支援事業
＊家庭支援サービス事業
＊家庭教育学級（幼児学級）の支援事業
＊健康表現体操等の普及促進事業
＊その他目的を達成するための必要な事業

楽しく、いきいき・はつらつとした自立した生活を送れることを目的とした健康体操・介護予防体操で
す。
・歌いながら体操するので楽しく運動できます。
・運動が苦手な方も、簡単に出来るので長続きします。
・現存する、気力・体力の回復・増進に役立ちます。
・ストレス発散、仲間づくりに役立ちます。

福祉
社会教育
中間支援

特定非営利活動法人
Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｌｉｆｅ
理事長 松本 光司
H22.7.23
91
事業所の所在地
(松山市雄郡2丁目8-25 ビッグローブ201号)
電話&FAX (089-906-1207)
E-mail (com-9563friendly@mc.pikara.ne.jp)

＊障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
＊介護保険法に基づく居宅サービス事業
＊発展途上国の子ども達への援助事業
＊その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

障がいのあるお子さんのデイサービスを運営しています。放課後は主に宿題などの学習や工作を
し、休日は余暇的な活動を取り入れています。
まだまだ始めたばかりで試行錯誤の連続ですが、興味・関心のある方はボランティアなどでご協力い
ただければ、お子さんたちも喜ぶと思います。
今後ともご協力の程、よろしくお願いします。

福祉
社会教育
国際協力
中間支援

特定非営利活動法人
国際地雷処理・地域復興支援の会
理事長 高山 良二
H23.7.21
92
事務所の所在地
(松山市千舟町７丁目７－３ 伊予肥ビル２F)
電話＆FAX （089-945-6576）
E-mail
（info@imccd.org）

＊カンボジア、バッタンバン州における地雷処理活動
３ｈ 完了
（主として対戦車地雷）
＊地域復興支援活動
①道路建設中（2.5km）
②井戸掘削 ５基
③日本企業誘致、２社建屋建築中
④日本語教室開講中
⑤パソコン教室開講中

＊年４回程度のコムズでの講演活動
＊小・中・高校での講演活動
＊各種団体（ライオンズクラブ等）での講演活動
＊マスメディアへの出演、寄稿（テレビ・ラジオ・新聞）
＊小規模イベント（銀行・郵便局・公民館等）

特定非営利活動法人
いよココロザシ大学
86 理事長 泉谷 昇
H23.1.26

福祉 社会教育
まちづくり 文化等
環境 災害救護
地域安全 人権
国際協力 男女参
画
子ども 情報化
科学技術 経済活
動
雇用 消費者

国際協力

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

ガーディアン・エンジェルスのモットー【DARE TO CARE】
“DARE”とは「あえて～する」 “CARE”とは「お世話する」「他人のことを心配する」の意味。
＊犯罪・非行を防止するパトロール
＊住民による地域安全活動の支援
つまり“DARE TO CARE”とは、
＊子ども・青少年の健全育成に資する行事の実施及び支援 ＊生活の安全に関する知識の普及
都会にはびこる「他人への無関心」を否定し、
＊生活の安全に関する学術的な研究・調査
＊生活の安全に関する国際交流・国際 あえて周りの人のことを「心配し」
協力
地域社会全体に「心を配り」
その他
困っている人を見かけたら「お世話」するために駆け寄り人助けに尽力することを惜しまない、
＊この法人に係る事業の請負
＊この法人に係る物品の販売
という献身的な姿勢の表現をしています。
・人が安心して暮らせる街をつくる-セイフティーパトロール
・青少年の誇りと夢を育む-現実に正しく対処するために

まちづくり
地域安全
国際協力
子ども

特定非営利活動法人
スペシャルオリンピックス日本・愛媛
理事長 山本 万喜雄
H24.2.24
94
事務所の所在地
（松山市拓川町３－４４）
電話 （089-941-5630）
E-mail （ehime@son.or.jp）

知的発達障害のある人たち（アスリート）と、コーチ、ボランティアほか一般市民が、日常のスポーツト
レーニングや競技会、大会、又はレクリエーションプログラムを通じて共に成長しながらアスリートの ＊大会参加前に市民参加でトーチランを行います。
自立と社会参加を促進することを目的として、日常的なスポーツトレーニングと競技会・大会への参 ＊交流会・映画会などにご参加ください。
加を行っている。

福祉
社会教育
まちづくり
文化等
人権
国際協力
子ども
中間支援

特定非営利活動法人
愛媛県就労支援事業者機構
会長 森田 浩治
H22.2.18
95
事務所の所在地
（松山市一番町４丁目４－１）
電話 （941-6158）
ＦＡＸ （946-2944）

＊犯罪者等の雇用に協力する意思を有する事業者（以下「雇用協力事業者」という。）の増加を図る
事業
＊犯罪者等の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要請を把握し、それをハローワークに伝
達する事業
＊雇用協力事業者に犯罪者等の就労の受入れを要請するなどして犯罪者等の求人の情報を把握
し、それをハローワークに伝達する事業
＊雇用協力事業者が犯罪者等を雇用した場合におけるその給与支払いの助成事業
＊雇用協力事業者が犯罪者等を雇用する場合における身元保証制度の広報及び斡旋事業
＊犯罪者等が参加する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学会等の実施事業
＊犯罪者等の就労支援活動に従事する者に対する研修、指導及び顕彰事業
＊犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報事業
＊その他、上記の活動の目的を達するために必要と認める事業

社会教育
地域安全
子ども
雇用
中間支援

地域猫啓発団体ねこ☆にゃらーず
代表 永井 真由美
96
H21.2.28
E-mail （neko.nyarazu@gmail.com）

愛媛県では愛護センターで殺処分される猫が年々増え続けています。その８割が子猫です。また、
住宅地では野良猫問題や捨て猫が絶えません。猫好きの人にとっても、猫嫌いの人にとっても不幸
＊野良猫の繁殖制限を行う事業。
な現状です。
＊動物愛護精神、愛護法の周知、啓発を行う事業。
社会教育
無責任な飼育者による捨て猫・殺処分される猫・野良猫・不幸な猫を１匹でも減らすためにはどうした
＊捨て猫、野良猫の保護、および里親探しを行う事業。
まちづくり
らよいでしょうか？
＊野良猫をかわいそうと思う人と、迷惑と思う人の間に立ち、猫に危害を加えず見守る方法として「地
環境
私たちは猫の譲渡会を主催し、猫の飼い主さんに猫の不妊去勢手術と適正飼養を呼びかけ、一般
域猫」という運動がある事の周知、啓発、サポートを行う事業。
の人たちに広く野良猫問題を知ってもらいたいと、全国で始まった野良猫を減らすための取り組み
「地域猫」制度の普及に力を入れています。

特定非営利活動法人 和道
理事長 江島 宏明
H24.2.21
97 事務所の所在地
（松山市朝生田町四丁目7番23号）
電話 （993-6070）
FAX （907-3561）

＊法務・税務・財務等の各専門家による情報提供・相談受付に関する事業
＊在宅医療システムの提案・構築及び、介護保険法に規定する訪問介護事業・介護予防訪問介護
事業・居宅介護支援事業・訪問看護事業
＊介護に適した住環境の提案及び実行支援するための事業
＊その他この法人の目的を達成するために必要な事業

ほりえみらいくらぶ
代表 長尾 真二
98 H24.1.1
電話 （090-3187-7205）
E-mail (nagaoprint@shirt.ocn.ne.jp)

＊ほりえの文化・歴史を宝として、伝承、発展させる活動。全住民に出番があり笑顔になれるまちづく
子どもから高齢者、障がい者の方々も自らが役割を持ち、積極的に地域活動に参加できる機会があ
り。
まちづくり
り、全住民が笑顔であふれるまちづくりを目指して活動をおこなっています。
＊経済的及び全住民に活気がでる地域活性化活動。
ぜひ、一度「ほりえ」に訪れてみてください。良さがきっと分かります。
＊未来のほりえを担う青少年の健全育成と夢を与える活動。

特定非営利活動法人
日本ガーディアン・エンジェルス
理事長
小田 啓二
松山支部長 三好 崇大
93
H11.4.20
電話 (089-989-1877)
FAX (089-965-2976)
E-mail (matsuyama@guardianangels.or.jp)

「協力雇用主ってご存じですか」
犯罪や非行をした人を雇用し立ち直りを助けることで社会に貢献している事業主さんのことです。就
労支援事業者機構は協力雇用主さんたちを支援し犯罪や非行をした人が就職の機会を得て、経済
的に自立することで善良な社会の一員として更生していくことを目的として活動しています。「協力雇
用主」になってみようかと思われる方は、是非ご連絡ください。

高齢者の方々やその家族の抱える問題を各分野の専門家たちが一丸となり、「老後の財産管理」
「法律相談」「相続対策及び法定後見制度」「介護リフォームの提案」等の実行補助を行います。
又、高齢者の方々に解りやすく説明をするために、相談窓口と担当者が変わらないワンストップサー
ビスを実現しました。
各分野の専門家たちにより運営されていますので、相談料のご負担はありません。

福祉
地域安全
人権
消費者

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

＊長期欠席児童生徒のケアと指導事業
＊家庭訪問事業
＊参加型授業参観事業
＊個別カウンセリング事業
＊就職自立支援事業
＊小規模学習相談会事業
＊拡大学習会事業
＊広報誌の作成事業

私達「ＮＰＯえひめ心のつばさ」は、いじめや、その他心の悩みで学校に通えなくなった子どもや親達
の支援をしようと立ち上げました。1986年に開設した「翼教室」は、専門的に心のケアをし、再び学校
や社会に飛び立てるまで援助する場所です。
また、どんな小さなことでも相談できる場所「カウンセリングルームつばさ」では、ひきこもりなど自立
できない青年や悩める成人の方々の心の治療を行っています。
１９９６年には、親達の集まり、悩みの相談や仲間作りと学びの場所である「つばさの会」も活動を始
め、毎月欠かさず学習会を開催しています。
これらの活動を通して、地域社会の皆さんのお役に立つように、子ども達が健康に明るく育ってい
き、青年、成人の皆さんが心明るく暮らしていけるよう、支援活動をしています。
「ＮＰＯえひめ心のつばさ」は「長期欠席やひきこもりで苦しんでいる子ども達への正しい理解の輪を
広げ、一人でも多くの悩める子ども達や親達を手助けできるように」という強い願いを持って歩み続け
ます。
★子どもさんの件や心の悩みでご相談がおありの方は、ぜひ当方へご連絡下さい。

福祉
男女参画
子ども
雇用

特定非営利活動法人 えひめ３１１
代表理事 渡部 寛志
H24.9.11
100 事務所の所在地
（松山市東一万町２）
電話＆FAX （947-2750）
E-mail （ehime311@yahoo.co.jp)

＊情報提供・相談業務事業
＊被災者・避難者の「命と尊厳」を守るための事業
＊講演会やワークショップ、展覧会等開催事業
＊被災地への継続的な支援を行うための事業
＊自立支援事業
＊その他目的を達成するために必要な事業

2011年3月11日に発生した日本観測史上最大規模の地震(M9.0)である東北地方太平洋沖地震は、
東日本一帯に甚大な被害をもたらし東日本大震災を引き起こした。この地震と津波は、多くの人々の
尊い「命」を奪い、原発事故は多くの人々を「生きる場」から切り離した。避難者は、かけがえのない
多くのものを失い、また亡くなった多くの人々の無念の思いを背負いながらも、悲しみ・苦しみに耐
え、懸命に前に進もうとしている。しかし、物理的にも社会機能的にも破壊されてしまった地域社会の
再生は遅々として進まず、自らの生活再建も思うように進んでいない。そこでえひめ３１１は『一人一
人の心に寄り添い共に課題を解決していく』という理念のもと、あらゆる分野の相談窓口と情報の受
発信基地とし、拠り所となれる存在として一人一人の実情にあわせた支援を行い、避難者の抱える
生活面・経済面・精神面などのあらゆる問題に向き合っていく。そして、「現状の問題点」と「当事者が
心から望む事とは何か」を調査・整理し、国・自治体に対して避難者の『命と尊厳』を守るための政策
提言を行い、一日でも早く一人でも多くの人が前を向いて歩き出せるような仕組みづくりに努める。ま
た、被災地のために力になりたいという愛媛県民の思いを確かなものとして届けるため、その時々に
必要とされている支援とは何なのかを積極的に提案し、愛媛県民と被災地をつなぐ架け橋となるべく
活動をしていく。さらに東日本大震災のような悲劇を二度と繰り返させぬように震災を「風化させな
い」取り組みを進め、勉強会や講演会などの見て聞いて知る事の出来るイベントを開催し、減災社会
の実現を目指した市民への啓発活動を行っていきたい。

社会教育
農山漁村
環境
災害救援
人権
雇用
消費者
中間支援

花育・花活プロジェクトえひめ
代表 渡部 千恵美
H24.１１．１
101 事務所の所在地
（松山市湯の山５丁目７－１４）
電話＆FAX （977-6863）
E-mail （hanaiku_p@yahoo.co.jp)

＊花を通じて児童・生徒のやさしさや美しさを感じる情操面の向上、農と接する体験教育の機会を与
える学習支援
＊花に関する情報交換及び知識の普及、地元産の花の消費拡大
＊花や緑を教育・地域活動などに取り入れることで、世代間交流や地域のコミュニケーションを深め
る
＊地域の環境整備、緑と花のいっぱい咲いている街つくり支援
＊四季に応じた花を楽しむ日本の自然・花文化の継承

“花育”をテーマに花を通して優しい心や自由な想像力を育てたり、人と人とのつながりを広げるお手
伝いをしています。花で癒されたり、花で元気をもらえたり、花の力を感じてもらえる！そんな『花育
活動をもっと広げていこう！』という取り組みをしています。
そこで、花育活動を効果的に、指導・支援するために、より多くの専門知識・技能や経験を有する方
を花育アドバイザーとして登録し、活動をより効果的にしたいと考えている団体です。

福祉
社会教育
まちづくり
文化等
環境
子ども

瀬戸内アーキテクチャーネットワーク
代表 白石 卓央
H24.10.1
102 事務所の所在地
（松山市北久米町９１２）
電話 （090-6148-7675）
E-mail (setouchiarchinet@gmail.com)

＊建築又は建築に関連する芸術・文化に関する啓発・普及事業
＊会員相互の情報交換・研修事業
＊その他この会の目的を達成するために必要な事業

我が国ではこれまでに都市再生、中心市街地の活性化など、様々なスケールのまちづくりや政策
が行われてきました。近年、このようなまちづくり等において、いわゆる「ハコモノ」ではない、「建築」
の文化・芸術・歴史的な意義や価値が見直されつつあります。
愛媛県は、世界的に有名な建築家であった、故・丹下健三の故郷であり、建築家・伊東豊雄の建築
美術館が建設されるなど、文化的・歴史的・芸術的側面からも、建築に関する素地があります。
私たちは、地域の建物や場所に関心と誇りを持ち、新たな地域資源として建築・街を発掘し、発信
することを目的に活動を行います。

社会教育
まちづくり
観光
農山漁村
文化等
環境

総合型地域スポーツクラブ春日館
理事長 龍山 義弘
H24.6.9
103 事務所の所在地
（松山市森松町５１０－６）
電話 （956-0106）
E-mail (kasugakan@mbr.nifty.com)

＊各種スポーツ教室の開催
＊スポーツイベント、研修会、講演会の開催
＊会員相互の親睦を深めるための活動
＊その他、本会の目的を達成するために必要な事項

スポーツをとおして、地域のすべての世代の方々の健康づくりと生きがいづくりに貢献できる地域ス
ポーツクラブにしたいと思っています。

文化等

NPO法人 翼学園
理事長 大野 まつみ
H24.7.9
事務所の所在地
99
（松山市余戸南３丁目３－３９）
電話 （971-5706）
FAX （965-2806）
E-mail （kokorono-tsubasa@mb.pikara.ne.jp)

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

＊ピアコーディネイト事業
＊愛媛助産師会リプロヘルスグループ支援事業
＊広報事業
＊ネットワークづくり事業
＊その他この会の目的を達成させるために必要な事業

性教育は「生教育」である。という言葉を聞いたことがありますか？
私たちは、悩みの多い思春期の心と向き合いともに考える「ピアカウンセラー（ピアっ子）」を支援して
います。ピアっ子は、自分を大切にするためにはどうしたら良いのか、また大切な人や家族の気持ち 保健福祉
を大切にするためにはどう考えたらよいのか、どの選択肢を選ぶべきかなど、画一的な性教育とは 人権
違った情報提供を行いながら、思春期の若者が直面する悩みを同じ立場で一緒に考える身近なカウ 子ども
ンセラーです。学校の先生や両親、友達にはできない心や体の悩みを、専門知識を身に着けた同年
代のピアっ子と一緒に考えてみませんか？

ＮＰＯ ナッツ・クラブ
理事長 池田 真也
105 H24.10.1
電話&FAX (904-6312)
E-mail (pasapas11@lib.e-catv.ne.jp)

＊子どもの創作活動推進事業
＊交流事業
＊その他この会の目的を達成するために必要な事業

どんな立場の、どんな年代の人でも気軽に参加できる会を目指しています。
親子同士の触れ合いや、同じ目的を持って集まった人とのコミュニケーションを大切にしたいと考え
ています。
作品作りを通して、一緒に木の実を拾ったり自分で考えたり作品が出来上がった時の嬉しい気持ち
を共有したり出来るあたたかい仲間作りが出来ればと思います。
愛媛にある自然に触れながら、親子・友だち・また、この会で出会った仲間とのコミュニケーションを
通じて創造力と生きる力と自然の楽しさなどを少しずつ育んでもらいたいと思っています。

特定非営利活動法人
えひめ子どもチャレンジ支援機構
理事長 井門 照雄
H18.10.30
事務所の所在地
106
（松山市上野町甲650番地 愛媛県生涯学習
センター内）
電話 (080-1995-6001)
FAX (960-1900)
E-mail (kouma@d6.dion.ne.jp)

＊子どもチャレンジプラン主催事業
＊子どもチャレンジプラン支援事業
＊情報収集・情報提供事業
＊研修及び調査研究・政策提案事業
＊会報・出版物発行事業
＊その他第３条の目的を達成するために必要な事業

毎年、松山市と八幡浜市で異年齢の子どもたち（小学生・中学生・高校生・大学生）が集まり、自分た
ちで考えたことを自分たちが実行していく「みんなでチャレンジ・みんなのチャレンジ」事業を主催。ま
た、そうした活動を広げるために、愛媛県の地域教育実践家達が手弁当で集まり交流する一泊二日
の「地域教育実践交流集会」を平成20年度より企画・運営。さらに、一つ一つの実践を掘り下げて研 子ども
究する「学びのコミュニティ研究会」を平成24年8月に設立。その他、子どものチャレンジを支援する
事業としては9泊10日の無人島長期宿泊体験事業や、高校生のボランティア活動の普及・啓発・支援
の事業も継続的に支援しています。運営スタッフも随時募集しています。

カウンセリングラインえひめ
代表 須山 楓
107 H13.2.1
電話＆ＦＡＸ （973-2332）
E-mail （leaf6050@md.pikara.ne.jp）

＊相談事業 面接相談と電話相談
＊研修事業 一般市民を対象とした研修事業
会員のカウンセリング力向上のための研修事業

この活動は、古川ふれあいセンターとの共催活動。
固定電話を古川ふれあいセンター１Ｆに設置。
面接会場も同じ会場を使用。面接は要予約。
相談室名は「ほっとする相談室」
電話・面接共に無料
電話番号は ０８９－９５６－０２８２
会員のカウンセリング力向上のための研修活動を実施する。
一般市民を対象とした研修活動（ワークショップ）を実施している。

保健福祉
人権
男女共同参画
子ども

特定非営利活動法人 禁煙推進の会えひめ
会長 松岡 宏
H22.12.3
事務所の所在地
108
（松山市松末1丁目3番9号703号）
電話 （090-1175-5169）
FAX （0892-50-1650）
E-mail （office@uen-ehime.com）

＊禁煙啓発に関する事業
＊禁煙推進に関する提言、助言に関する事項
＊喫煙防止教育に関する事業
＊禁煙支援に関する事業
＊禁煙推進に関する調査研究事業
＊禁煙推進に関する指導者の育成及び認定に関する事業
＊他団体との連携に関する事業
＊その他目的を達成するために必要な事業

各企業、町内会等、さまざまな場で禁煙講演を行います。
お気軽に事務局までご連絡ください。

保健福祉
社会教育
環境保全
国際協力
子ども
中間支援

特定非営利活動法人 森からつづく道
代表 松井 宏光
R1.6.10
109
事務所の所在地
（松山市鉄砲町1-7）
電話 （090-1579-6995）

＊自然に関する調査・研究及び情報発信
＊環境教育に関する調査・研究及び情報発信
＊自然に対する理解を深めるための勉強会の開催
＊自然に触れる体験の場づくり
＊前各号に関する調査及び研究の受託
＊その他このＮＰＯの目的達成のために必要な事業

植物や昆虫など、自然生態系に関する専門家や、自然観察会の企画運営の経験を積んだメンバー
らが、フィールドへの案内と勉強会等を実施します。自然と共生する豊かな文化が育まれてきた歴史 社会教育
や、生物多様性の保全の必要性を実感する機会を提供することによって、持続可能な社会づくりに 環境保全
つなげていきたいと思います。皆さんと経験や知識を共有して、ともに学んでいきます。

特定非営利活動法人タンデム自転車ＮＯＮ
ちゃん倶楽部
理事長 津賀 薫
H30.3.1
110 事務所の所在地
(松山市錦町2-2)
電話 (090-3189-5918)
FAX (947-5676)
E-mail (earth.worm@nifty.com)

この会はコミュニケーションと体力作りを大切に、自然を感じ・人の温もりを感じながらタンデム自転車
を楽しむ事を会の基本とし、広く自転車の愛好者とエコ生活を目指す人によって組織し活動する。
①自転車の交通マナーの向上
＊福祉事業…視力障害など一人では乗れない自転車での可能性を引き出す
②スロー生活の魅力発見
＊観光・環境…スロー生活の魅力で新たな楽しみを見出す
③タンデム自転車ならではのコミュニケーション力の向上
＊婚活…お互いを思いやる新しいアイテムでの出会いを応援する

ピアリンク in えひめ
代表 田中 菜
104 H24.12.15
電話 (090-4462-8438)
E-mail (ehimepeer@yahoo.co.jp)

文化等
子ども

保健福祉
社会教育
観光
文化等
環境保全

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

かぐや媛
代表 山岡 ヒロミ
H23.10.1
111 事務所の所在地
（松山市空港通１丁目2-5）
電話（090-5710-7527）
E-mail（taketori@kaguyahime.org）

主

な

活

動

P

R

活動分野

＊動物園との共同活動
＊森林の整備による地域の環境保全活動
＊地域産業活性化への協力
＊環境教育を通じての子育て支援

現在、かぐや媛の主な活動は、地域の自然環境や命について学び考え体験できる活動を心がけ、
身近に学べる「とべ動物園」と関わりながら活動を行っています。
活動を通じ、自分たちができることや誰かのために行うことの喜びなどを感じてもらえればと思ってい 環境保全
ます。
子ども
そして、未来の子どもたちがいつまでも学び楽しめる、地域が支える愛ある愛媛の動物園ができるこ
と、そして取り巻く地域が元気になり繋がり合うことを願っています。

＊地域の人たちが集うサロン活動
＊地域のコミュニティづくりに関する研修会の開催
＊「ゆたか庵」の運営
＊その他目的を達成するために必要な事業

平成25年2月、愛媛の近代農業の確立に貢献した岡田温（おかだゆたか）ゆかりの建物が、松山市
土居田町に「ゆたか庵」としてオープンしました。大戦以前の建物で、贅（ぜい）を尽くした造りではあ
りませんが、随所に大工の技をかいまみることのできる趣のある和風建築です。
岡田温の関係者のこの建物を社会的に役立てたいという意向を受けて、平成25年4月1日に発足し
た温（おん）＆温（おん）プロジェクトは、「この建物が社会的に開かれ、多くの人びとが集う場にした
い」という岡田温の関係者の思いを受けて結成された運営組織で、建物の貸し出しのほか、さまざま
な自主事業を企画しているところです。
多くの方々にご利用いただきたいと思っていますので、建物の下見（見学）など、お気軽にご連絡くだ
さい。

社会教育
まちづくり
農山漁村
文化等
環境保全

＊公益活動団体、行政、企業等への支援事業
＊公益活動団体、行政、企業等との協働事業
＊その他、この法人の目的を達するに必要な事業

「寄付ってお金だけじゃない！」
ヒトとの縁、モノや場所もいろいろな形で託す事（寄付）が出来ます。
寄付情報公開サイト「えひめＳＥＥＤ」を運営し、えひめを豊かにするアイディア・市民のアイディアを
応援していきます。
また、そう言った活動を広く知ってもらえるイベント等を開催し、市民の方からも応援していただける
環境を作っていきます。えひめの寄付文化を育てる活動をしています。
あなたに合った方法でえひめを豊かにするアイディアを応援してみませんか？

まちづくり
経済活動
中間支援

快適空間創り ＮＰＯ
代表 三ツ井 宏佳
H25.10.1
事務所の所在地
114
（松山市道後北代11-28）
電話（911-1580）
FAX（925-9764）
E-mail（hiroka0203@yahoo.co.jp）

＊快適空間を作るための啓発と実践事業
＊その他、この団体の目的を達成するために必要な事業

整理整頓されず生活しにくい住空間は、大きい問題です。夫婦の場合だと、ストレスが溜まり、イライ
ラをぶつけ合い離婚に発展することもあります。また、加齢により、しゃがんだり、高いところに上がっ
たり、段差が大変になり、住環境を変えないまま施設に行く場合もあります。
これらの問題は、自分の部屋を他人に快適にしてもらえば解決するのでしょうか。いいえ、以前のス
トレスの溜まる住環境に戻ってしまうということが多いのです。
適切な整理と整頓の仕方を学ぶことで、今の住環境を変えるということは、自分の考え方を確認し
て、問題の整理を行い解決する能力を上げることにつながります。
私たちは、住環境で悩める人たちが、ストレスを緩和・軽減できる住環境を創り、維持できるように目
指していきます。

福祉
男女参画
子ども
職業・雇用
消費者

ＪＤＤnet愛媛
（日本発達障害ネットワーク愛媛）
代表 田中 輝和
H20.10.8
115 事務所の所在地
（松山市土居田町622-5）
電話（965-2593／090-9452-9582）
FAX（965-2593）
E-mail（tanaka@matsuyama-u.jp）

＊本会の目的に沿った内容の学習会及び啓発活動の企画と実施
＊加盟団体間の情報交換
＊行政、関係機関に対する要望活動
＊その他、本会の目的を達成するために必要な事業

発達障害は目には見えにくい障害であり、周囲からの理解が得られにくい障害とも言われています。
福祉
これらの障害を持つ子どもたちへのさまざまな支援のために活動していきたいと思っておりますの
で、これからもご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

＊心身・精神・身体障害者に対する理解のための社会への啓発事業
＊災害遺児及び飢餓に苦しむ子どもの健全育成事業
＊災害又は疾病により高額医療費を必要とする子どもの支援事業
＊障害者総合支援法に基づく指定障害サービス事業
＊その他目的を達成するために必要な事業

福祉
社会教育
まちづくり
環境保全
事業所を利用される方が、楽しく過ごし、賃金もアップしていけるように日々努力しながら支援してい
災害救援
きたいと思います。
人権
子ども
雇用
中間支援

温＆温プロジェクト
代表 土井 利彦
H25.4.1
事務所の所在地
112
（松山市土居町1050）
電話（924-2226）
FAX（924-2225）
E-mail（onandon2013@gmail.com）

特定非営利活動法人 えひめリソースセン
ター
理事長 木村 謙児
H25.7.16
113
事務所の所在地
（松山市東一万町2番地）
電話(089‐993-5426)
E-mail(ehimeｒｃ2018@gmail.com)

特定非営利活動法人 こころ
理事長 白石 康
H25.10.22
事務所の所在地
116
（松山市辻町10番21号）
電話（922-0556）
FAX（922-5161）
E-mail（cocoro@feel.ocn.ne.jp）

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

ＮＰＯ 環境科学ソリューションズ
117 代表 山内 理惠
H26.3.11

主

な

活

動

P

R

活動分野

＊産業応用科学技術の普及啓発・事業実用化推進ネットワーク形成事業
＊前号に掲げるもののほか、本会目的達成に必要な事業

身近な物を使って自然に優しく、自分たちの暮らしも豊かにするちょっとした応用化学があることを普 環境保全
及していきたい。
科学技術

ＮＰＯ法人SHARE LIFE DESIGN
理事長 山本 康弘
H27.1.26
118 事務所の所在地
（松山市新立町4番38号）
電話（090-5919-7854）
E-mail（share.life.design@gmail.com）

＊学びと繋がりを育むシェアハウス事業
＊留学生生活サポート窓口事業
＊地域の国際化推進事業

私たちの団体は、以下の事業を行っております。
１．学びと繋がりを育むシェアハウス事業
２．留学生生活サポート窓口事業
まちづくり
３．地域の国際化推進事業
国際協力
これらの事業を通じて、異文化交流ができる場を提供し、国際色豊かなまちづくりと多文化を知る人
材を育成します。

NPO 日中友好愛友会
会長 黄 波
119
H26.3.23
E-mail（npoaiyou@outlook.com）

＊地域交流事業
＊ボランティア事業

中国と日本の方々が気楽に付き合える交流の場を作りたい。又、中国文化と日本文化もお互いに学
国際協力
んだり、語学交流も図りたい。多くの方々の参加を望んでいます。

Dog for Life Japan
代表 砂田 眞希
H26.3.1
事務所の所在地
120
（松山市三町3丁目3-26）
電話（080-2021-1403）
FAX（992-3872）
E-mail（info@dogforlife.org）

＊健全な補助犬の育成事業
＊地域及び障害者との交流事業
＊教育機関への講演事業
＊広報事業
＊その他この会の目的を達成するために必要な事業

手足の不自由な人を助ける介助犬と耳が不自由な人を助ける聴導犬を育成し必要な障がい者に提
供していきます。
介助犬、聴導犬が普及するには多くの人が補助犬について知り理解していただくことが不可欠で小
福祉
学校など教育機関への特別授業や企業への補助犬受け入れセミナーを積極的に行っております。
社会教育
補助犬との生活は障がい者の社会参加と自立支援へとつながります。犬の持つ素晴らしい力を通じ
て人の輪が広がり障がい者が介助犬、聴導犬と共に生活しやすい環境をつくる為に皆様のご理解ご
協力をお願いいたします。

えひめ足の健康さぽーと倶楽部
運営委員長 御堂 正江
121
H26.3.10
E-mail（ashisapo@mc.pikara.ne.jp）

＊足の健康セミナー事業
＊フススレーゲ（ドイツ式フットケア）研修事業
＊ウォーキングイベント事業

足や靴歩行について正しい知識を知る機会が少ないのが現状です。
福祉
足の機能を知り健康を保つことで自立した生活が送れ健康寿命を長くすることが出来ます。
社会教育
正しい姿勢、正しい歩き方をマスターするために私たちは個人の体に合わせて適切にサポートしてい
国際協力
きます。

＊共働き家庭、ひとり親家庭等の子どもに対する学習塾事業
＊子育て支援活動事業
＊子育て当事者や子育てサークルと企業、団体とのネットワーク事業
＊子育て環境改善に関する調査・研究事業
＊その他目的達成のために必要な事業

<当団体の取り組み>
１．小学生への安価な学習塾事業
２．小学生対象のバーベキュー、宿泊合宿などの野外活動
３．多くの企業からの協力を得て職場体験や工場見学
４．家族向けの様々なイベントを実施することで子どもや参加家族同士の仲間作りを支援する。
等を行っております。
学力向上や情操教育を総合的に行うことで、子どもの夢を叶えるお手伝いがしたいと考えている団
体です。
お気軽にお問い合わせください。

男女参画
子ども
雇用
中間支援

特定非営利活動法人 だんだん
理事長 入船 絵梨香
H26.5.26
123 事務所の所在地
松山市富久町422
電話(089-989-0180)
E-mail(t-nakatsuka@npo-dandan.org)

(1)特定非営利活動法人に係る事業
①子育て支援事業
②各種カルチャースクールの開催事業
③その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
①ホームページ・広告宣伝物のデザイン及び企画制作並びにインターネットに関する業務

はじめまして！ＮＰＯ法人だんだんと申します。まずこの法人は何かといいますと一言で言えば子
育て支援団体です。子育て支援といってもいろいろありますが、まず自分たちでできることを考えた
結果、まずは自分たちが普段お世話になっている地域の子育て環境の向上をしたいと考えました。
近年、ご近所同士の付き合いも希薄化し、「困ったときは助け合う」といった関係も希薄化している
ように思えます。NPO法人だんだんの子育ての考えは、ギブ＆テイクではなく、だんだんで地域間の
交流を強くし、悩みも共有し地域で助け合える、そんな関係づくりをお手伝いできればと考えていま
す。その地域間の交流を活性化する為、まずNPO法人だんだんではカルチャースクールを運営する
ことにきめました。
だんだんのカルチャースクールは全ての親子で参加できる内容です。赤ちゃんに向けてのベビー
マッサージやベビーファーストサイン、幼児向けにリトミックや砥部焼き作り、キッズ向けにペンシルバ
ルーンやラテアートまた体を動かすヨガやピラティス、全て親子で参加可能な内容にしています。
講座を通じて地域間の交流が深まり、困ったときは地域で助け合え、家族の繋がりも強くなればい
いと考えております。

社会教育
文化等
男女参画
子ども
情報化
経済
雇用

松山友の会
代表 横山 和恵
S7.9.1
124 事務所の所在地
松山市樽味4丁目15-10
電話(089-947-1452)
FAX(089-947-1452)

(1)家事家計講習会
(2)料理・洗濯・洋裁などの各種講演会と勉強会
(3)乳幼児の母親・小中学生の母親２・３才児・小学生を対象にした勉強会
(4)友愛セール
(5)地域の福祉活動への協力
(6)その他目的を達成するために必要な事項

家計を中心に衣・食・住の生活勉強をしています。
心豊かな生活をめざして高年の集まり子どもの自立を願って乳幼児から小・中学生を持つお母さん
の勉強会や小学生の集まりをしていいます。
どなたでも・いつからでも会員になれます。

子ども
経済

NPO法人 ライフサポートアゴラ
代表理事 相原 輝久
H26.4.10
122 事務所の所在地
（松山市正円寺3丁目5番44-2号）
電話(089‐907‐0414)
E-mail(qbkhd135@yahoo.co.jp)

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

えひめノルディック・ウォーク協会
会長 松本 陽子
H21.4.1
事務所の所在地
125
松山市福音寺町533-206
電話(089-943-1789)
FAX(089-943-8860)
E-mail(info@nordic-ehime.win-do.biz)

(1)ノルディック・ウォーク全国大会の実施
(2)上記以外、ノルディック・ウォークイベントの実施
(3)指導者育成事業
(4)特定保健事業・介護予防事業・リハビリ等、健康づくり行政と連携
(5)ポールを用いた歩行に関する研究及び情報収集を行い、広く県民に伝達
(6)その他

ノルディック・ウォークは２本のポールを使用して歩く最新ウォーキングスポーツです。ポールを使用
するのでエネルギー消費がアップし、膝や腰などの関節への負担が軽減するので、メタボ予防・改善
や介護予防などに役立ちます。
福祉
当協会では、毎週日曜日８時より、無料で体験指導を堀之内公園で行っています。また、指導者養
まちづくり
成やウォーク大会の実施などを通じて市民の健康づくり活動をしています。
観光
特に、２０１１年より１０００名規模のウォーキング全国大会『道後湯けむり遍路路 ツーデーマーチ』
を実施しており、松山の歴史や文化が感じられるコースを設定し、観光誘致にも貢献しています。松
山らしいあたたかいお接待もあるコースですので、皆様もぜひご参加ください。

花園町東通り商店街組合
組合長 重松 建宏
H26.7.1
126
事務所の所在地
松山市花園町5－4 重松ビル
電話(090-4785-8881)

(1)花園町にぎわい空間の創出事業
(2)花園町歩いて暮らせるまちづくり事業
(3)花園町生き生きと安全・安心事業
(4)花園町ファサード整備関連事業
(5)花園町アーケード撤去関連事業
(6)その他商店街の振興に必要な事業

「花園町が、生き生きとした、活気のある、笑顔あふれる安全・安心な、街となるために」
花園町の再生・活性化を実現するために、又、全国に誇れるモデルケース事業となるよう推進しま
す。

NPO法人 四国青年NGO HOPE
理事長 大石 一浩
H26.3.31
127 事務所の所在地
松山市祝谷二丁目2番6号
電話(089-906-5994)
E-mail(hope_office_00@yahoo.co.jp)

(1)青年活動家及び団体のつながり維持事業
(2)青年活動家及び団体の創出事業
(3)青年活動家及び団体の質向上事業
(4)青年活動家のキャリア支援事業
(5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

社会教育
まちづくり
こんにちは。私たちは、四国の大学生が中心に活動するNPO法人です。四国の青年活動の活性化
環境
を目的に活動しています。青年活動とは、社会問題解決を目的に活動する青年個人や青年団体を
人権
指しています。大学生に関わらず、こうした活動に興味のある方は、当法人のHP等に目を通していた
国際協力
だければと思います。どうぞよろしくお願いします。
経済
http://shikokuhope.sakura.ne.jp/
雇用
中間支援

NPO法人 ありがとう
理事長 山本 諭
H24.1.12
事務所の所在地
128
松山市東石井6丁目4番36号
電話(089-907-9150)
FAX(089-956-5915)
E-mail(snhma2459@gmail.com)

(1)老人及び、障害者施設への出張訪問美容事業
(2)居宅への出張訪問美容事業
(3)災害時、被災地への出張訪問美容事業
(4)介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業
(5)介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業
(6)介護保険法に基づく居宅介護支援事業
(7)児童福祉法に基づく保育及び子育て支援に関する事業
(8)情報化社会の発展を図る事業
(9)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

えひめこどもコミュニティ
代表 越智
129 H26.8.27
電話(089-935-4158)
E-mail(suzuho-mm@cnc.e-catv.ne.jp)

(1)子ども交流活動支援事業
(2)子育て支援事業
(3)学習・研修事業

NPOイヌネコライフネットワークえひめ
代表 中野 成人
H26.4.1
事務所の所在地
130
松山市小川甲287-4
電話(089-994-3158)
FAX(089-994-3158)
E-mail(Gooddog6@me.pikara.ne.jp)

(1)保健所や動物愛護センターに収容される犬猫を減らすための事業
(2)保健所や動物愛護センターに保護されている犬猫に関心を持つ市民を増やすためのネットワーク
づくり事業
(3)保健所や愛護センターに収容されている犬猫の元親探し、里親探し事業
(4)保護犬猫の譲渡会の開催事業
(5)犬猫の適正飼養・終生飼養の啓発事業
(6)殺処分される犬猫を減らすため、行政や団体への働きかけと連携事業

あにまる365－人と動物の架け橋－
代表 越智 真紀子
131 H26.6.1
電話(080-3164-3054)
E-mail(mikebulu1028@gmail.com)

(1)保健所や動物愛護センターに収容される犬猫を減らすための事業
(2)殺処分される犬猫を救うためのシェルター設営事業
(3)松山市保健所に処分に持ち込まれる子猫を減らす事業
(4)その他この団体の目的を達成するための事業

まちづくり

当法人では障がい者・高齢者を優先的に出張訪問またはご来店いただき美容サービスを提供してい
ます。
店舗内には車椅子用のトイレも完備していますのでカラー等、長時間の施術安心してご来店いただ
けます。

福祉
災害救援
人権
男女参画
子ども
障がいを理由に受け入れてもらえなかったり、移乗が困難で他のお客様やスタッフを気を使っていた 情報化
方々が少しでも快適に施術を受けられるように努めてまいります。
雇用

近年、少子化、核家族化、ゲームの普及、安全な遊び場の減少により、子どもたちは異年齢集団で
遊んだり群れて遊んだりする経験が少なくなっています。子どもは、遊びや経験を通して、自主性、
社会性、創造性を身に付けていきます。子育て中の保護者もまた、子育ての悩みを相談する人が身 子ども
近にいないため孤独感や不安感を持つことが多くなっています。「えひめこどもコミュニティ」は、子ど
もの交流活動や保護者への子育て支援を通して子どもの健全な育成をサポートします。
松山市・そして愛媛県の犬猫の殺処分を減らす事を目的に、保健所や動物愛護センターに保護され
た犬猫の元の飼い主さんや、殺処分される前の犬猫の新しい飼い主さんを探す命のリレーを行って
います。
●保健所や愛護センターに収容されている犬猫の元の飼い主探し・新しい飼い主探し：保護犬猫の まちづくり
収容場所付近でのポスター貼り、フェイスブックやＨＰでの発信、新しい飼い主を探す命のリレーのお 子ども
手伝い
●今年度の譲渡会の開催実現を目指しています。
●犬猫を迷子にさせない、終生飼養のための啓発活動をしています。
多くの犬猫の命が繋がりますように、ご協力ください。
飼い犬、飼い猫を迷子にさせないために、鑑札、迷子札、マイクロチップの必要性のＰＲ
迷子札、マイクロチップ装着のアドバイス
保健所に持ち込まれる子猫の親猫の不妊手術の啓発（場合によりお手伝い）
松山保健所に収容された処分前の犬猫のレスキュー及び搬送シェルターの設営

福祉
農山漁村
環境

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先
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いらだ連
代表 岡 明子
132
H26.10.1
E-mail(iradaren@yahoo.co.jp)

(1)生涯学習事業
(2)社会福祉に関わる事業
(3)地域活性化事業
(4)地域の歴史や文化の継承事業
(5)その他本連の目的を達成する為の事業

本連は、伊予の狸伝説をテーマに、野球拳踊りを踊る団体です。松山祭りをはじめとする様々な地域
の催しを通じ、見ごたえのある演舞を披露しています。
●野球拳踊りが松山の伝統を表現する郷土芸能であることを広めたい！
●地元に多くの伝承を残す伊予狸伝説を知ってもらいたい！
以上を二本の柱とし、様々なイベントに参加することによって地域活性に寄与することを目的としてい
ます。
趣旨にご賛同頂ける方の活動への参加と、賛助会員としてご協力頂けるお力添えをしてくださる方の
ご協力をお待ちしていますので、何卒宜しくお願い致します。

ＮＰＯ松山障害年金相談室
室長 鴨川 耕作
H26.8.30
133 事務所の所在地
松山市梅津寺1301-20
電話(089-951-6727)
FAX(089-951-6727)

(1)広報事業
(2)年金相談事業
(3)その他必要な事業

公的機関の援助を受けながら行っていきたい。

福祉

まつやま子規の庭プロジェクト
代表 井上 泉
H25.1.11
134
電話(090‐7787‐2107)
FAX(090‐7787‐2107)
E-mail(matsuyamashikiniwa@gmail.com)

(1)子規の庭づくり
(2)講演会等のイベントを実施する
(3)会員のための研修活動
(4)その他本会の目的達成のために必要な事業

正岡子規が愛した植物や病床で夢見た世界をイメージした庭を子規の故郷松山につくりませんか？
子規が残した薫高き松山の文化を体感し、子規の魅力を再発見し、物心両面で未来に残せるような
庭を繋いでいきましょう。
提案や必要な人や物の紹介など、お手伝いいたします。

まちづくり
農山漁村
文化等
子ども

えひめライフサポート協会
会長 澤村 昭仁
H26.2.20
事務所所在地
135
伊予市下吾川2045-1
電話(089-983-1255)
FAX(089-983-1081)
E-mail(a-sawamura@ainaka.jp)

(1)社会福祉貢献活動
(2)生活安全支援事業
(3)松山市公共事業の支援

福祉
「衣・食・住」全般で地元にまだまだ眠っている商材を掘り起こして、どんどん松山市より発信していき
地域安全
たい。松山市の経済活性になればと希求する。
子ども
この意見に賛同の方は、是非、当協会といっしょにやっていきませんか？
経済

ＫＨＪ愛媛県こまどりの会
会長 大田 幸伸
H18.3.30
事務所所在地
136
松山市余戸中4-5-43-A102
電話(080-3167-2063)
FAX(089-994-5503)
E-mail(oooyykk1@gmail.com)

(1)毎月の当事者・家族・支援者が参加する月例会を開催
(2)講師を招いての「ひきこもり支援セミナー」の開催
(3)ひきこもり当事者・家族等への情報提供
(4)ひきこもり当事者・家族等の訪問支援活動

全国で社会問題となっている「ひきこもり」の人数は百数十万人以上とも言われています。ひきこもり
に対する行政支援はほとんどない状況であり、当事者また家族は困惑している状況です。当団体は
福祉
ひきこもりの当事者またご家族に寄り添いながら、少しでも改善できるよう、地道に一歩一歩ひきこも
りの克服のために活動しています。

NPO法人 NEXT CONEXION
理事長 越智 大貴
H26.1.22
137
事務所所在地
松山市山越1丁目15番33号
E-mail(contact@nextconexion.org)

(1)学びづくり事業
(2)[よのなか]づくり事業
(3)行政機関等からの委託事業
(4)その他この法人の目的を達するために必要な事業

NEXT CONEXIONは、実際のよのなかとつながったシティズンシップ（主権者）教育を通して、人々の
交流の促進、その効果から期待される人々の社会参加や地域活性化につなげ、より良い社会の形
成に寄与する活動を行う、教育NPOです。
こども・若者によのなかとつながった楽しい学びを創るためには、リアリティの実現のために、よのな
かで活躍している皆様のご協力が不可欠です。皆様のご理解・ご協力・ご参加を宜しくお願いいたし
ます。

(1)チアダンスによる地域のネットワークづくり事業
(2)地域貢献事業

昭和44年夏甲子園で松山商業対三沢高校の決勝戦再試合の時、アルプススタンドで応援団として
活躍したバドン部を中心に再結成したチアチームです。
あの青春の素晴らしい経験が強い磁場となり、いろいろな出会いを引き寄せ多くのメディアにも取り
上げて頂き、今もなおこうして元気にポンポンを振って、笑顔も振り撒いています。
文化等
60歳を過ぎ現役を退いた今後、なお充実した人生を送るために、今の自分たちに何ができるか？
まず、チアダンスによる柔軟な頭と身体を作り、社会や地域の中で自分の存在意義を認識し社会貢
献できるグループとして、各種イベントのオープニングセレモニー応援、またスタッフとして会場準備
等のお手伝いをさせて頂きます。

セカンドライフエンジョイグループ
『キャサリン・ラビット』
代表 川政 美佐子
138 H28.1.1
事務所所在地
松山市南吉田町1843‐32 石崎 方
E-mail(cathrab@hotmail.com)

社会教育
まちづくり
観光
文化等
国際協力

社会教育
まちづくり
人権
男女参画
子ども

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

福祉
社会教育
まちづくり
地域安全
人権
中間支援

(1)イベント企画・制作・運営に携わる事業
(2)障害者・高齢者福祉貢献事業
(3)ＮＰＯ団体支援・協力事業

アートトラック・配送トラック・四輪・二輪車中心のイベント企画制作・助言・募金活動・各種装飾品の
転売・軽トラック等での配送業務及び福祉に係る活動 交通弱者や盲人者等への支援活動 盲導犬
支援活動やカウンセリング活動 赤い羽根募金 ブルーリボン活動（拉致被害者救済活動） 病院福
祉施設でのコンサート開催活動 中古車椅子修理寄付活動の実施を行おうとしております。

愛媛日仏文化交流会
代表 西尾 俊治
140
H24.11.15
E-mail(ehimenichifutsu@yahoo.co.jp)

＊講演会、研究会、講習会など
＊音楽会、展覧会、映画会、パーティなど
＊フランス及びフランス文化圏出身者との交流
＊その他本会の目的達成に必要とする事業
＊愛媛県とのフランスの過去のつながりを調査・研究し、まちづくりにも貢献する。

松山市にはフランス風洋館”萬翠荘”があります。
まちづくり
これは、松山最後のお殿様と言われた久松定謨が建てたものです。久松定謨は、フランスの滞在期
観光
が１５年と長く、陸軍第一のフランス語の使い手と言われたそうです。その久松定謨の遺志を継ぎ、
国際協力
愛媛県・松山とフランスの国際交流を深めていきたいと思います。皆様、どうぞご参加ください。

クロスロードバスケットボール
代表 持田 英憲
H28.3.25
141 事務所所在地
松山市北斎院町951-12
FAX（089-992-9447）
E-mail（hidenori.mochida@gmail.com)

＊スポーツ教室事業
＊講習事業
＊交流事業
＊募金事業

当クラブはバスケットボールを愛する子供たちを中心に人々が集いコミュニティーを形成し社会に貢
文化等
献することを目的としています。
国際協力
機会を求められる人々をお待ちしています。
子ども
よろしくお願いします。

防災リーダークラブ
会長 矢田部 龍一
H27.10.21
事務所所在地
142
松山市文京町3番地
電話（089-927-9817）
FAX（089-927-9817）
E-mail(yatabe.ryuichi.mu@ehime-u.ac.jp)

現在、防災シンポジウムのスタッフとしての活動や、道後温泉旅館協同組合が主催する避難訓練へ
の参加、自主防災組織への地震火災延焼シミュレーションを用いた、同時多発の地震火災の危険性
の掲示、初期消火の大切さ、風が強い時の火災の延焼と避難の方法などについての解説を行ってい
る。
結成されたばかりのクラブなので、現在、定期的な研修会を開催している。

私たち大学生の防災士で構成する「防災リーダークラブ」は、地域の防災訓練や地区防災計画の作
成、小中学生の防災教室などを通じて、市民の皆さんと一緒に防災の意識と知識を高めて、地域の
災害救援
防災力を向上させたいと考えています。
地域安全
市民の皆さんと一緒に活動する中で、地域を守る心、地域を愛する心を育み、卒業後も地域のみな
さんと一緒に大きな災害から、地域のみんなの命を守るために活動していきます。

特定非営利活動法人トレーフルスポーツクラ
ブ
理事長 谷口 幸隆
Ｈ25.1.25
143 事務所所在地
東温市牛渕1138番地8
電話（089-964-1416）
FAX（089-964-1416）
E-mail（trefle.sc@gmail.com)

(1)スポーツスクール事業
(2)スポーツ行事の企画、及び開催事業
(3)スポーツ振興、子どもの健全育成に関する講師派遣事業
(4)身体障害者や知的障害者の健常者の交流を促進し、そのスポーツ活動を支援する事業
(5)スポーツプレーヤーサポート事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

総合型地域スポーツクラブとして活動しています。
サッカースクールをはじめ、ジュニアバレーボールスクール、各種教室を開催しています。
まちづくり
専門的にスポーツを学びたい、家の近くで気軽にスポーツをやってみたいなどありましたらお気軽に 文化等
ご連絡ください。また、指導者には専門的な知識を持った有資格者が多数います。また、その人個人 子ども
にあった指導も心がけています。

森のこころ音
代表 井上 泉
H13.4.1
事業所所在地
144
松山市北井門2丁目10－16
電話（090-7787-2107）
FAX（089-956-6348）
E-mail（morinokokorone@gmail.com)

＊良い音楽と共にセンス・オブワンダーの朗読を行う
＊自然観察会や体験のイベントを実施する
＊会員のための研修活動
＊その他本会の目的達成のために必要な事業

身近な自然から、子どもに残していく環境と、子ども達の環境教育について、楽しく、ともに学べるよう
社会教育
な機会や、魅力的な演奏家を招いてのセンス・オブ・ワンダーの朗読などを計画しています。自然に
環境
ついて知識がない、経験がない人も子ども達と一緒に自然の不思議に目を見張りましょう。

＊定期演奏会を開催する事業
＊学校、老人ホームなど施設訪問を行う事業
＊関係地域催事に参加する事業

福祉
まちづくり
コッコロは「地域と世代をつなぐ音楽」活動を行っています。クラシックを始め、童謡、地域の音楽を演
観光
奏する音楽ユニットとして、地域イベント、合同企画にも積極的に参加したいと考えていますのでお気
農山漁村
軽にお声かけください。
文化等
子ども
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コッコロ
代表 吉岡 亜林
H28.3.3
145 事業所所在地
松山市若葉町７－２４
E-mail（cc@gosee.jp)

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

堀江吟詠会
会長 井上 満雄
H18.11.1
事業所所在地
146 松山市福角町甲1234-7
電話（089-997-9545）
FAX（089-997-9545）
E-mail(tokiwa@dokidoki.ne.jp)

主

な

活

動

P

R

活動分野

＊吟詠の研修を通して会員相互の親睦を深める事業
＊県、市の文化事業及び地域の文化事業に協力、参加する事業
＊老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護施設、デイサービス施設等からの要請に応じ、ボランティ
ア出演活動をする事業。
＊その他目的の達成に必要な事業

詩吟は腹式呼吸、腹式発声が基本で、健康に優れており、詩を吟じることは、脳の活性化、認知症
予防に効果がある。また名詩を鑑賞することは、風雅な潤いを日々の暮らしにもたらします。風情溢
れ、品格のある詩吟、健康的で、ストレス発散にもなる「詩吟」をはじめませんか。初心者、経験者を
問わず、詩吟指導歴４０年の講師が貴方を親切に指導します。

社会教育
まちづくり
文化等
子ども

＊子どもたちの学習支援事業
＊地域のネットワークづくり事業
＊食を通じた子ども支援事業

私たちは、地域の子どもたちを地域で見守り、子どもたちの笑顔を支え、そして子どもたちの将来を
明るいものへ育てていきたいと願い、まつやま子ども食堂清水店を設立することといたしました。子ど
もたちがさまざまな居場所を通じて、多彩な人間関係を育む機会を持ち、信頼できる人間関係を育む
機会を持ち、信頼できる大人や若者に繋がっていくことができる居場所作り。そして見えてきた問題
に対しての解決に向けた相談や関係機関へつなぐ役割も可能な限り担っていきたいと考えていま
す。

福祉
まちづくり
人権
男女参画
子ども

ACoA松山だんだんグループ
148 H28.4.1
E-mail(fririka@yahoo.co.jp)

＊ミーティング事業
＊広報事業

アダルトチルドレン・オブ・アルコホーリクス（ACoA）は、アダルトチャイルドのための１２ステップグ
ループです。ACAWSOが２００６年に刊行した通称「ビックレッドブック」（BRB）をテキストにミーティン
グを行っています。ACoAは自己否定感や見捨てられ不安など、機能不全家族の中で育った問題を 福祉
分かち合うことができる安全な場所です。私たちは、あなたをこころから歓迎します。気楽に一緒にや
りましょう。

四国学生演劇祭実行委員会
実行委員長 久松 隆介
149
H27.4.1
E-mail(ehime.orange2015@gmail.com)

全国各地で学生演劇祭が立ち上がる中、四国には学生演劇祭が存在しなかった。そこでぜひ愛媛
が一番乗りしようということで、実行委員会を作り今年の２月１３日・１４日に、愛媛学生演劇祭ＯＲＡ
愛媛学生演劇祭ＯＲＡＮＧＥを2016年2月13日、14日に開催。愛媛から全国学生演劇祭に代表のチー ＮＧＥを企画・運営した。この学生演劇祭は、全国学生演劇祭出場のための予選としての役割も果た まちづくり
ムを送り出す。四国学生演劇祭開催のための、制作物の作成や交流会の計画
している。古くから演劇は人間の生活と切り離せない所に存在しており、作り手の心も観客の心も豊 文化等
かにするものである。これからの松山をつくっていくであろう学生たちや、観劇に来てくださる市内の
方々の心が豊かになることは、松山市をより豊かにすることに繋がるはずである。

まつやま子ども食堂
理事長 野中 玲子
事業所所在地
147
松山市鉄砲町3‐5 メゾンすみか203
電話(090‐3788‐4467)
E-mail（makoshoku@gmail.com)

NPO法人えひめ人材ブリッジ
理事長 東矢 憲二
H28.5.16
150 事務所所在地
松山市山越5丁目8-17
電話(089-922-6844)

NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会
理事長 松本 陽子
H21.4.20
事務所所在地
151 松山市古川南3-8-24
電話(080-3549-2327)
FAX(089-997-7638)
E-mail(machinaka179@hi3.enjoy.ne.jp)
特定非営利活動法人Radiant
理事長 堀川 あゆみ
H28.10.3
事務所所在地
152
松山市土居田町331番地13
電話(080-2980-9166)
E-mail(owlcafe@hi3.enjoy.ne.jp)

＊女性経営者・女性管理職等の社会進出の推進
＊経済活動の活性化に係る創業者・企業・団体のコンサルティング支援
＊登録会員たちの高度な知識・技術・経験を活かした地域社会貢献事業の推進
＊幅広い世代への雇用機会の提供
＊その他、第３条の目的を達成するために必要な事業

28年8月時点にて準会員も含めて80名の各種方面のプロが登録しているため、あらゆる企業経営課
題、多くの生活課題についてアドバイスや支援をさせて頂くことが可能です。主なメンバーは次の通
り。
○実務経験者（行動する人）レクレーション指導・アマチュア無線・医療事務２級・第一種衛生管理
者・福祉用具専門相談員・介護福祉士・福祉車両取扱士・ヘルパー１級・その他
○プロ職人（作る人）造園家・調理師・料理研究家・店舗コンサルタント・クリエイター・その他
○国家資格等の保有者（考える人）弁理士・不動産鑑定士・技術士・ＩＴコーディネーター・プライバ
シーマーク審査員・公認システム監査人・リスクマネージャー・税理士・司法書士・中小事業診断士・
社会保険労務士・その他

＊がん患者・家族（遺族を含む）の交流会
＊がん医療に関する啓蒙活動
＊講演会、シンポジウムなどの開催
＊がん経験者による相談（ピアサポート）活動
＊その他、目的達成のための事業

「あなたはひとりではありません。ここには不安、悲しみ、苦しみを分かち合える仲間がいます。一緒
に歩いていきましょう」８年前、おれんじの会設立時に掲げたこのメッセージの思いを大切に、活動を
続けています。おれんじの会例会で、がんと向き合う町なかサロンで、病院サロンで、同じ立場の仲 福祉
間で語り合うこと、学びあうことで支えあっていきましょう。どうぞ一度サロンにおいでください。お待ち
しております。

（１）イベントの企画・提案・運営を行う事業
（２）地域活性化を目的とする団体及び教育関連機関とのネットワークの構築
（３）女性の社会参画及び青少年育成に対する支援事業
（４）その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

まちづくり
女性が中心となって地域活性化、女性の社会参画、子どもの教育支援イベントを積極的に行ってお
子ども
ります。Radiantはあなたの笑顔と綺麗を応援します。
雇用

社会教育
まちづくり
環境
男女参画
子ども
情報化
経済

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

(1)発達障害児者及びその傾向のある児者の学習等支援事業
(2)病虚弱児者学習等支援事業
(3)相談支援事業
(4)保護者支援事業
(5)学童保育
(6)QOL向上(イベント企画・運営）事業
(7)バリアフリー文具・自助具等貸出販売事業
(8)啓発事業

私たちは、一人一人の発達過程や特性に応じた学習サポート、就学・就労支援を行います・また、障
害がある児童生徒、その傾向のある児童生徒、キャリーオーバー（小児慢性特定疾患等に子どもの
福祉
ときに罹患し成人になった者）だけでなく、その家族も支え、心豊かな暮らしが続けられるよう、諸問
子ども
題を一緒に解決していける存在になりたいと考えています。発達障害やその傾向、病虚弱の子ども
雇用
たちが、地域で暮らし、進学し、より良い社会生活を送れるように、関係機関と連携をとって支援しま
す。

①障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス事業」の受託・運営
②障害者総合支援法に基づく「一般相談支援事業」の受託・運営
③障害者総合支援法に基づく「特定相談支援事業」の受託・運営
④障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」の受託・運営
⑤職業生活の自立を図るため、就業とそれに伴う生活上の支援を要する障がい者の職業安定の為
の事業
⑥児童福祉法に基づく「障害児相談支援事業」の受託・運営
⑦児童福祉法に基づく「障害児通所支援事業」の受託・運営
⑧障がい者の福祉に関する調査・研究・相談・提言活動
⑨障がい者の福祉に関する事業に対する助言・援助

ノーマライゼーション及びインクルージョンの理念のもと、自立と共生の社会を目指して平成18年には障害者
自立支援法が施行された。同法は平成25年4月より障害者総合支援法へと改正され、その法のもと、現在も
障がいのある人が地域で生きていくための様々な障がい福祉サービスが運用されている。
就労系障がい福祉サービスの社会的役割は三つあり、その三つは段階的に行われるものと考える。一つ目
はセーフティーネット機能。二つ目は経済的自立の基盤としての機能。最後にノーマライゼーション及びインク
ルージョンの実現である。現在愛媛県内には238（定員4,414名）の就労系福祉サービス事業所が存在し、それ
ぞれがそれぞれの特性を活かし多岐にわたる作業や訓練を提供し、上記の役割を果たしている。
少子高齢化問題や人口減少問題が日本全国で叫ばれて久しいが、今後長期的には一般企業においても労
働力の減少による生産力の低下が予想される。また厚生労働省の様々な施策及びＣＳＲ（企業の社会的責
任）の観点から、一般企業において障がい者を積極的に雇用しようとする機運が高まっている。だからこそ、三
つ目の役割であるノーマライゼーション及びインクルージョンの実現に重きを置いた障がいのある人のための
就労支援事業を展開いたしたい。一般企業において当たり前に経済活動を行う障がい者を一人でも多く輩出
するため、雇用側である企業と被雇用側である障がい者の間に立って、調整を行いながら全般的な就労支援
を行っていきたい。

（１）身体や心にリスクのある方などへヨガレッスンやカルチャースクールの開講事業
（２）法人や団体の方々向けヨガのイベント企画や運営事業
（３）前各号に付帯する一切の業務
（４）その他、当サークルの目的を達成するために必要な事業

私たちのサークルは、松山市を中心に活動しているヨガやピラティスのインストラクターで結成をし
ております。通常のヨガのレッスンでは行っていないレッスン内容にフォーカスし独自でレッスンを行
い、各企業団体などでイベントとしてもレッスンをおこなっております。現在開講しているレッスンは、 福祉
ママのための産後ヨガ、がん経験者の為のリラクゼーションヨガ、うつ経験者の為のリラクゼーション 男女参画
ヨガ、女性ホルモンのバランスを整えるヨガ、不妊治療中の方、不育症治療中の方をサポートするヨ 子ども
ガ、サークル寄付のクラスとしてエジプトで有名な踊り、ベリーダンスなどがあります。ご興味のある
方は是非、レッスンにご参加下さい。賛助会員様もお待ちしております。

障がい者・児の性と生を考える会
代表 渡邉 泰正
H29.2.14
156 事務所所在地
松山市宮田町3-1
電話(089-989-9998)
FAX(089-989-9998)

○障がい者・児への性についての教育研修事業
○家族支援事業
①親なき後の相談事業（親が無くなったあとのことを相談対応）
②医療相談（病気や歯の治療などの相談）
③日常生活相談（服を着る、ごみの仕分け、バスに乗る等の日常生活が中心）
④しつけ相談（集団生活に於いてのコミュニケーション能力が中心）
⑤健康相談（（けがの対応や病気の診断 身辺周りの衛生管理、性の関すること）
⑥進路就職相談（就職、結婚、学校も含む）

この会は、障がい者の性と生について、本人を交え、家族と共に考え、当事者家族に全てを押し付け
福祉
るのではなく、障がい者本人を中心とした家族を、地域が支え合い、共に成長することを共に喜び合
子ども
うことのできる社会をつくることを目的としています。

まつやま防火防災ものづくり隊
代表 末光 哲郎
H29.4.1
157
事務所所在地
松山市湯の山3丁目5-4
E-mail(suemitsu.esnet@gmail.com)

着衣着火は、誰も自分の身に起きるとは思っていません。しかし、それは誰にでも起こる火災事故で
す。火災事故は高齢者が犠牲になることが多いので、周りの人の知識と配慮が必要です。「高齢者
の着衣着火ゼロ運動」にご協力ください。
松山市消防局と連携して、高齢者対象の防火セミナーへの参加を通じて、防火防災啓発活動を実施 手作り防災ずきんは、子どもの命を守りたいという気持ちで作る防災グッズです。キャラクターの生地
まちづくり
している。また、各地区防災訓練行事において、手作り防災頭巾などの展示とリーフレットの配布や を使って作るので、子どもたちが喜んで使います。普段はキルティングの手さげ袋として持ち歩くこと
子ども
作品展示などを行い、防災頭巾の普及活動を実施している。
ができ、いざというときに防災ずきんになるので、普段から、防災を意識することができるグッズで
す。
より多くの市民の皆さんに「手作りの防災ずきんを子どもに持たせる運動」を知っていただきたいと思
います。

志リレーションＬａｂ
理事長 石丸 利恵
153 H29.1.13
E-mail(cocoro.relation.lab@gmail.com)

特定非営利活動法人まこと
理事長 鈴木 公生
H29.3.10
事務所所在地
154 松山市此花町5番32号
電話(089-909-5677)
FAX(089-909-5688)
E-mail(Makoto_npo@yahoo.co.jp)

えひめみんなのヨガサークル
代表 鎌田 美佳
H29.1.1
事務所所在地
155
松山市和泉南4丁目1-7
電話(090-7570-4714)
E-mail(inquiry@ehimeminnanoyogacircle.org)

福祉
社会教育
人権
子ども
雇用

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先
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な
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色育は、最も身近にある「色」の心理的効果を使って、3つの生きる力「集中力・想像力・コミュニケー
ション力」を育てます。カラフルでかわいくて簡単にできる、一般社団法人日本色育推進会のオリジナ
ル教材を使い、3つの力を育てる体験型のカラー講座です。
短時間で楽しく五感を刺激して、「3つの力」を育てるワークを体験し家庭やや職場で活かしていただ
まちづくり
けます。オリジナル教材をお持ちでなくても、子どもから大人まで幅広く活かせる内容です。
子ども
身近にあふれる「色」を使って、心身の健やかな発達や心豊かになるコミュニケーションを取り入れて
みませんか？
愛媛色育会は、「色育」を通して皆さまが心豊かな関わりをし幸せに生きるためのお手伝いをするた
めに活動しています。
お役に立てることがあれば、お気軽にご相談ください。

愛媛色育会
代表 清水 さゆり
158 H29.9.1
電話(090-5913-0686)
E-mail(kuruton0209@yahoo.co.jp)

(1)色育の啓発事業
(2)親子のネットワークづくり事業

特定非営利活動法人 アイムえひめ
理事長 奥村 紀子
159
H14.9.10
E-mail(norikokanokumura@gmail.com)

＊まちづくりにおけるシンポジウム事業
＊まちづくりを推進するセミナー
＊まちづくり及び観光資源に関するシンクタンク（調査研究）事業
＊まちづくりの一環としての産業活性化のための助言、支援事業
＊まちづくり促進による情報発信事業
＊まちづくり情報発信ＶＴＲ作成事業
＊イベント実施、支援事業
＊まちづくり及び観光資源活用による企画、立案事業
＊地域活性化を図る会員、各種団体への場所提供

市民のために先人の足跡を顕彰しつつ未来志向で行動します。

まちづくり
文化等
環境
国際協力
子ども

わくわく勇気を広げる会
代表理事 土屋 希
160
H30.1.1
E-mail(tana.82kazuchan@outlook.com)

(1)育児支援・育自支援・企業や先生の人育て支援事業
(2)コミュニケーション能力・対人関係向上開発事業
(3)恋愛コミュニケーション・婚活(結婚）につなげる事業

「勇気づけ」とは「困難（課題）を乗り越える力を与える事」です。今、子育て・孫育てをしている方、人
育て（例：先生が生徒や上司が部下を育てる）をしている方は大きな役割を担っています。昔と違い
現在は、近所付合や親戚付合までもが、希薄だと言われる環境で、人を育てる事に、また人間関係
そのものを築く事に周りのサポートが必要となっています。様々な人間関係向上のサポートがある中
で、「心や感情」のサポートは現代において必要不可欠ではないかと考えています。「自分の心の軸」
が育っていれば自分を信頼し、社会との繋がりを信じ歩むことが出来ます。
「勇気づけ」はいつでもだれでもどこででも出来るサポートです。心と心が通いあう・・人と人とが繋が
りあう温かいお手伝いがしたいと思っております。

社会教育
男女参画
子ども
雇用

NPO法人瀬戸内西部遊漁船協議会
代表理事 濱本 誠
H28.8.15
事務所所在地
161
（松山市高浜町3丁目1503‐12）
電話(089-952-7060)
FAX(089-952-9168)
E-mail(kuroiwa@modify.gr.jp)

特定非営利活動に係る事業
①遊漁船業法に関する普及啓発活動
②観光客などの誘致による漁村の活性化
③魚介類に接する機会を通じた子どもへの育成活動
④海の生態系保存に係る活動
⑤遊漁船業その他の海の仕事に関する研修会の開催
⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業
その他の事業
①船用品の販売
②登録済みの遊漁船業者の紹介又はあっせん

社会教育
まちづくり
観光
農山漁村
素晴らしい瀬戸内の大切さ、釣りの楽しさ、魚の美味しさ等を広め、稚魚放流・清掃など環境保護活
環境
動及び地域活性化目的のイベント等を行っています。共に活動参加して頂ける方を募っています。
地域安全
子ども
経済
中間支援

乾癬患者、家族、支援者会員募集事業
乾癬患者の会、乾癬の広報事業
セミナー、イベントを通じての交流、意見交換事業

乾癬患者の会は全国に21あります。
欧米では患者数が多く、日本では最近になって患者数が増えつつあるため、あまり知られていませ
ん。
この病気は皮膚炎の発症、関節の腫れといった症状を引き起こし、症状がひどくなると歩行不能にな
る事例もあります。
福祉
皮膚の炎症が人目につくために社会に出られない患者もいます。そういった患者さんを主な会員と
し、治療方法、新薬や病状などの情報を共有し、共に手を携えて乾癬を乗り越えて行く事を目的とし
た団体です。
この病気で心を痛めている患者は、積極的に参加してもらいたいと思っています。

①回想法による認知症予防事業
②回想法活用の教育・研修事業
③自分史の作成サポート
④コミュニティづくり・交流事業
⑤その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

私は今までの現場での経験から、福祉施設、老人会、公民館等で、適材適所で認知症予防の回想
法を実践して参りました。福祉施設等では、一日中きめ細かいメニューが組み込まれています。その
中に、脳トレの一部として軽度の認知症ケアを実施して参りました。
福祉
今までの経験を基に、さらに回想法を促す為のノウハウ等を十分勉強し、習得出来たスタッフと共に
活動したいと思っております。
市民の皆様方に少しでも貢献出来ますよう、精進して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

愛媛乾癬患者の会
代表 中村 明彦
H30.3.1
162 事務所所在地
（松山市粟井河原370番地7）
電話(090-7582-4022)
E-mail(yumehatume@yahoo.co.jp)
特定非営利活動法人W・Yチャレンジパート
ナー
理事長 石山 よし子
H29.12.21
事務所所在地
163
（伊予市灘町266番地1 サントノーレ伊予灘町
804号）
電話（089-995-8177）
FAX（089-995-8177）

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先
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(1)写真整理に関する啓蒙活動及び生涯学習事業
(2)女性の社会参画を推進する講師育成事業
(3)その他この団体の目的を達成するために必要な事業

私たちアトリエmamanは、写真に関するレスキュー活動を行うNPO団体です。
近年、写真のデジタル化によって「気軽に」「大量に」写真が撮れるようになった反面、写真を「残す」
「保存する」ことがないがしろにされるようになってきています。
フォトブース撮影会、スクラップブッキング教室、アルバムカフェ、カメラ教室、写真整理講習会などを
実施し、デジタルとアナログ両方の良さを持ち合わせた「写真」で思い出を共有すること、子どもの成
長・日々の生活・家族の歴史を記録していくお手伝いをいたします。また、次の世代への橋渡しとなる
ように写真の持つ力を人々に伝える啓蒙活動に取り組んでいます。写真整理に困っている方、思い
出写真を持て余している人、大量にある写真アルバムの処遇に困っている人、アトリエmamanのレッ
スンでスッキリ解決させませんか？

まちづくり
文化等
子ども
情報化

ママふわLIFE
代表 飯野 めぐみ
165 H30.2.1
電話（090-4332-3547）
E-mail(zabecolor@yahoo.co.jp)

(1)ママのためのイベント企画・運営事業
(2)ママふわLIFEの活動を啓発する事業
(3)その他、この団体の目的を達成するために必要な事業

子育ては今、「孤育て」の時代に突入しています。
平日子育てをひとりで頑張っているママも多く、ストレスを発散する場所があまりありません。
なかなか自分のことを考える余裕がないママが多いのが現状です。
笑ってふわっと緩む♡ときめいて心が弾む♡
自分に余裕ができると、自分のことを見つめられるようになります。
家族や周りに優しくなることができます。
ママの笑顔があれば子どもは元気に育ちます。
子育てが上手くいけば、社会で働く意欲やエネルギーも湧いてきます。
ママふわLIFEはママのリフレッシュから働くまでのハッピーな循環をサポートします。

男女参画
雇用

愛媛カメ研究会
代表 清水 聖哲
166
H30.2.11
E-mail(Kameken20180211@gmail.com)

①ニホンイシガメに関する調査・研究及び情報発信
②ニホンイシガメの保護および生息環境の保全
③ニホンイシガメに対する理解を深めるための勉強会の開催
④全各号に関する調査及び研究の受託
⑤その他この会の目的達成のために必要な事業

社会教育
私たちは、県内に生息する日本固有種であるニホンイシガメの保全に努めています。
まちづくり
昨今の開発による生息域の減少や、外来種による影響などを調査、研究する事によってニホンイシ 環境
ガメを後世にまで残すための活動を積極的に展開しています。
子ども
科学技術

(1)人間関係の悩み解消やコミュニケーション能力向上のための人財育成事業
(2)アドラー心理学をもとにしたコミュニケーション方法を活用し、日常生活を豊かにする啓発事業
(3)その他、この団体の目的を達成するために必要な事業

人間関係のストレスや子育てのイライラ、自分との向き合い方に悩む方のために、コミュニケーション
能力の向上を目指して、サポートさせていただきます。
アドラー心理学をもとにしたコミュニケーション法で、自分自身や周りの身近な人を信頼して好きにな
れるような「つながり感覚」と「勇気」を身につけるお手伝いをしたいと思っております。
自発的なやる気と自身、責任感を育むようなワークを体験し、家庭や職場で活かしていただけます。
専門的な知識をお持ちでなくても、子どもの教育から大人の人材育成まで幅広く活かせる内容です。
心身の健やかな発達や心豊かになるコミュニケーションを学んでみませんか？
アドラー心理学愛媛は、「コミュニケーション」を通して皆さまが心豊かな関わりをし前向きに生きるた
めのお手伝いをするために活動しています。
お役に立てることがあれば、お気軽にご相談ください。

社会教育
男女参画
子ども
雇用

(1)地域情報マガジン制作事業
(2)まちづくりのイベント企画・運営事業
(3)まちづくりの人材育成事業

松山圏域を拠点に民官学連携による市民参画型まちづくりを推進する、市民主体のプロモーション
型非営利活動団体を設立いたします。平成28年10月よりスタートし、平成30年3月現在までに全7号
を発行している市民マガジン「MOBURU」は、松山市中心地の活性化や周辺地域との連携を目的に
話題を発掘し、提供する定期刊行物です。
市民マガジン「MOBURU」の発行を中心に、媒体・市民参加イベント・SNS発信などの企画・制作・運
営事業を創出、実施します。また、「まちづくり」をテーマとするプロモーションや媒体の研究や、人材
育成も進めていきます。

まちづくり
農山漁村
文化等
経済

アトリエmaman
代表 三好 祥子
164
H30.3.20
E-mail(atelier.maman.ehime@gmail.com)

アドラー心理学愛媛
代表 清水さゆり
167 H30.4.1
電話(090-5913-0686)
E-mail(kuruton0209@yahoo.co.jp)

MOBURU HOUSE
代表 黒田 仁朗
H30.5.1
168
事務所所在地
（松山市山越1丁目1-47 松原ビル303号）
E-mail(moburu.udcm@gmail.com)

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

NPO消費者支援グループひめまる
代表 武田 咲枝
H30.6.1
事務所所在地
169
（松山市河原町141番地）
電話（089-933-6441）
FAX（089-933-6441）
E-mail(sakisuke@kmh.biglobe.ne.jp)

主

な

活

動

P

R

活動分野

(1)消費者教育教材の研究開発事業
(2)消費者支援講座（授業）企画・運営事業
(3)消費者関係情報の提供事業
(4)相談対応及び消費者教育事業

愛媛県内の有志の現役相談員が連携し、知識や経験を生かして、悪質商法被害未然防止のための
啓発活動や消費者教育等に取り組んでいます。消費者の自立支援のために、幼児期から高齢者ま
で、さまざまな年齢、対象に応じた消費者教育、教材開発等をおこなっています。高齢者や障がい
消費者
者、見守り者（介護、福祉関係者等）のための出前講座はもちろん、学校や公民館、児童クラブ等に
おける小学生、中学生向けの消費者教育の出前講座や授業も、開発した教材を使用して実施してい
ます。お気軽にお問い合わせください。

SSDプロジェクト松山
代表 浅海 咲彩
H30.4.1
170
事務所所在地
（松山市文京町3）
E-mail(ssd_projectmatsuyama@yahoo.co.jp)

(1)シニアの皆さんが、楽しくやりがいを実感できる活動を提案し、実施する。
(2)シニアの皆さんの健康の保持増進に貢献する。

SSD80の活動において、歌とダンスを取り入れた活動をすることはシニアにとって心拍の微増、元気
度の増加、日常への意識変化をもたらすことが分かりました。さらに、コミュニケーションも蜜になり、
シニアと学生の共創が実感できる活動です。さらに、この活動をすることですでに地域にあるシニア 福祉
の居場所をさらに元気に。そして、シニアが地域愛を語り、いきいきといつまでも現役でいられる応援 まちづくり
ができます。
文化等
地域には大学生が第3の人口（関係人口）として活躍できる場が至る所にあります。その可能性を発
信できる活動です。

松山北高校生徒会地域おこしWorkingTeam
代表 髙橋 淳
H30.4.1
171 事務所所在地
（松山市文京町4-1）
電話（089-925-2161）
FAX（089-927-2964）

私たちが実施を計画している『ごごしま検定』は、興居島の島民の方々からの情報収集や
WorkingTeamのメンバーによる現地調査などをもとに、入門編から上級編までの4つのコースに分け
2017年度は、興居島の魅力と課題をライフステージに分けて、まとめ、えひめ地域づくりアワードユー
て検定を作成します。興居島の観光情報から歴史・文化・風土などに関する問題をそれぞれ15問か
ス2017に応募した。本年は実際に、地域おこしに参加・行動するために、『ごごしま検定』の問題作成
ら25問程度出題します。この検定を受けることで、興居島の情報が分かるだけでなく、興居島の魅力
に向けての情報収集や協力者の方々にアドバイスをいただいて準備を進めている。
について発信することができ、興居島を訪れようと思ったり、興味を持ってもらえると思います。なお、
『ごごしま検定』は11月に実施されるハイムインゼル興居島主催の『秋の収穫祭』で実施します。

まちづくり
観光
文化等
経済

三津浜お茶クラブ
代表 門田 眞知江
172 H30.4.1
事務所所在地
（松山市三津3丁目3-20）

古くから松山の玄関口として栄えていた三津浜では、茶の湯や句会などが人々に楽しまれていまし
た。三津浜には参勤交代でお殿様が休憩されたお茶や井戸が残っています。
・茶の湯や句会などが盛んだった三津浜の伝統を伝えることができる。
私たち「三津浜お茶クラブ」は三津浜の小学生・中学生・高校生・大学生が地域の人々にお茶をふる
・お茶のふるまいを通して、私達子どもと地域の高齢者や大人が触れあうことができる。やさしい心を
まう活動をしています。お茶のふるまいを通して、高齢者をはじめ地域の人々と触れ合いながら、茶
育む。地域に誇りと愛着を持つ。社会貢献に努める。
道という日本の伝統文化を受け継いでいきたいと思います。私たちの活動が三津浜で育つ子どもた
ちにとって、地域に対する誇りと愛着につながればよいと思います。

社会教育
まちづくり
文化等
子ども

日浦ホタルの会
H30.7.1
会長 松野 禎治
173 事務所の所在地
（松山市水口町甲426）
電話（090-5149-3143）
E-mail (matsuno3hiura@gmail.com)

日浦ホタルの里山づくり
○ホタルの保護活動
・ホタルの捕獲、産卵、養殖、放流＆鑑賞会
・カワニナの養殖、放流
○里山自然体験学習
・日浦ホタル農園等での農作業・収穫＆交流会

道後温泉、松山城のある松山市郊外、石手川ダム上流にある松山市民の水源郷を大切にする小さ
なグループです。
これまで仲良しグループでホタルの保護活動（捕獲、産卵、養殖、放流＆鑑賞会）や里山における自
然体験学習（家庭参加型の農作業＆交流会）を行ってきました。
環境
今回、NPOとして設立し、その活動を見つめ直し、会の発展とともに素晴らしい里山を維持していきま
す。そして、会の活動に賛同する一人ひとりが家族の絆、命の大切さ、自然の恵みへの気づきなどを
分かち合い豊かな人生を歩いていくことができる企画を実施していきます。

（1）ミロクシネマ事業
（2）ミロクシネマを通じて、松山の魅力を再発見する事業
（3）ワークショップ事業

『ミロクシネマ』…耳新しい言葉です。
歌・音楽演奏・映像・動画が大きな舞台に溢れています。それらをバックに、動物や人や物が匠な絵
に彩られ、そこに声が重なり合って、泣き笑いの舞台と観客が一体化し、未だかつて味わったことの
ない臨場感、達成感を共有しようという画期的な舞台の試みです。近い将来、世間では、「ねえねえ、
ミロクシネマ観た？面白かったよね！楽しかったよね！また、行きたいよね！」の言葉が日常的に飛
び交うような、オリジナルな舞台を目指しています。きっと、広辞苑やイミダスでもすぐに引き出せる
文化を、チーム力で構築していきます。

この会は目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)犬猫の殺処分ゼロ社会実現への啓発事業
(2)犬猫の殺処分ゼロ社会実現への政策提言事業
(3)保護犬猫の譲渡に係るボランティア事業

市民の皆さん。
愛媛県で殺処分される犬猫の数が全国最多だという事実を知っていますか？
私達はこの不幸な現実を変えるために、小手先の愛護活動にとどまらずに、社会として“犬猫の殺処
分ゼロ”の実現に向けた持続可能なシステム作りを模索・研究し、行政に提言していくために設立さ まちづくり
れた団体です。
皆様からのご意見も広く取り入れ、参考にさせていただきたいと思っております。
是非、ご意見をお寄せ下さい。

MIROC friends.
代表 増見 譲
174
H30.9.26
E-mail(mirocfriends369@gmail.com)

Save Dogs & Cats Project
H30.12.1
理事長 石崎 一成
事務所の所在地
175
（松山市鷹子町36-1）
電話（089-975-1707）
FAX（089-975-1707）
E-mail (yutakade@sirius.ocn.ne.jp)

社会教育
まちづくり
観光
農山漁村
文化等
環境
子ども
経済

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

おかねについて学ぶ会
H31.1.1
理事長 安部 奈央
176 事務所の所在地
（松山市鴨川1-6-4）
電話（089-925-8007）
E-mail (fp_matsuyama@yahoo.co.jp)

主

な

活

動

①金銭教育事業
②暮らしとお金の相談事業
③教育資金相談事業

P

R

おかねについて学ぶ会は、お金の専門家（ファイナンシャルプランナー）により、すべての世代の市
民の皆様に、「暮らしとお金」について学ぶお手伝いをする会です。
私達は、金融、税、社会保障情報を独立、公平、公正な立場で発信し、日常のお金に関わる悩みや
不安の解決、解消の一助となり、皆様に寄り添える活動をしていきます。
そうした活動を通し、誰一人取り残さない持続可能な、安心安全で暮らしやすい地域社会、松山市の
実現に向けて努力して参ります。

活動分野

社会教育
子ども
経済
消費者

愛媛相続相談センター・相続の森
H31.1.23
理事長 森本 一郎
この会は、目的を達成する為、次の事業を行う。
事務所の所在地
177
（1）相続関連の啓発事業
（松山市大街道3丁目2-8 オリエントビル2階）
（2）相続等に関する相談事業
電話（089-978-9021）
FAX（089-978-9023）
E-mail (change.assist@gold.ocn.ne.jp)

少子高齢化の現代には、相続問題、精神障害者家族の親亡き後問題、空家問題、一人親の見守り
問題等があります。
当団体は、税理士、司法書士、不動産業、介護、保険業等の専門家と協力して、現代社会の抱える 消費者
問題の対策方法を分かり易く市民の皆様に伝え、安心して暮らしていける街にしてきたいと思いま
す。

NPOこどもデジタルサポート
H30.12.26
代表 古谷 大志
事務所の所在地
178
（松山市西石井2丁目10-17 miflats101号）
電話（080-4037-1136）
FAX（089-916-4222）
E-mail (ava_ggg@outlook.jp)

現代はスマートフォンやパソコンを1人1台所持する時代になり、人々の生活はとても便利になりまし
た。しかし、その一方で、思わぬ生活トラブルを生み出しているのも事実です。
例えばインターネットやオンラインゲームに過度にのめり込むこと（一般的にインターネット依存・ゲー
ム症と呼ばれます）です。これらの行為は中々やめることができず、長期化することで日常生活に大 福祉
きな支障をきたす場合があります。
子ども
私たちはこのようなデジタル社会において、これらの問題に関する啓発活動や交流活動を行い、愛
媛県の子どもや青少年がデジタル機器と上手に付き合い、健やかに社会生活を送れるよう支援する
団体です。

（1）インターネット依存・ゲーム症（障害）に関する予防啓発事業
（2）当事者や家族、支援者の交流・ネットワーク支援事業
（3）その他、この団体の目的を達成するために必要な事業

（1）地域資源の活用
・淡路ケ峠整備
（2）伝統文化芸能の保存伝承
・秋祭りの神輿活性化、獅子舞の継承
（3）人材の発掘と育成
・まちづくり活動を担う若い人材の発掘

これまで、桑原地区の地域資源を磨いていくため、淡路ケ峠の整備に取り組んできた。これについて
は、引き続き山道の整備や桜の植樹や維持管理などに取り組んでいく方針である。
しかし、人口減少や少子高齢化、コミュニティの希薄化などが進んでいる中、桑原地区の将来を考え
たとき、地域活動に取り組む団体や組織をサポートしていかなければ、地域のまちづくりは確実に衰
退していくと思われる。
そこで、桑原地区を愛する住民を中心に、様々なかたちで地域と関わるきっかけを作り、当団体の活
動を通じて「みんながみんなを支える」仕組みを作っていきたいと考えている。

福祉
社会教育
まちづくり
文化等
環境
災害救援
地域安全
人権
子ども
消費者
中間支援

地域おこし協力隊ネットワーク愛媛
H31.3.11
代表 板垣 義男
180
事務所の所在地
（松山市東方町甲1179）
E-mail (info.ehime.nw@gmail.com)

（1）情報発信・サポート事業
（2）研修事業

松山市の人口は平成22年の51万7千人をピークに減少傾向にある。その人口減少対策として、松山
市及び愛媛県では県外からの移住者呼び込みのための移住促進事業を強化している。
そのなかで、地域外の人材に地域活動を行ってもらい、定住・定着を図る『地域おこし協力隊制度』
の役割は非常に大きい。松山市では、五明地区に1名、中島地区に2名、県内全域では約90名の現
役地域おこし協力隊が活動している。
しかし、3年の任期を終えたあとの定住や生業づくりに苦戦をする者も少なくない。松山市では、過去
に2名の地域おこし協力隊が任期満了を待たず、退任となった。このような現状を打破するために、
地域おこし協力隊のサポートを担うネットワーク組織の存在が不可欠であると考える。

まちづくり
観光
農山漁村
経済

八竹山公園を守り育てる会
181 H31.3.28
会長 立町 邦雄

「八竹山公園を守り育てる会」は、正岡地区の宝である八竹山を整備し、地域の拠点として、地域住
現在は、八竹山の草刈りや山道などの整備や平成24年からは、毎年3月に正岡小学校の6年生が卒 民のつながりを深めていきます。
業記念として桜の植樹を実施している。
また、八竹山からの眺望は鹿島越しに忽那諸島を望む絶好のビューポイントであり、春には満開の
桜の中で他にはない美しい山です。ぜひ、地域外の皆さんも一度登ってください。

社会教育
まちづくり
環境
子ども

NPOひめコレ
H30.4.1
代表 大上 千惠
182 事務所の所在地
（松山市束本1丁目2-32）
電話（080-9452-1368）
E-mail (chienowa@tau.e-catv.ne.jp)

（1）高齢者の輝ける場創生事業
（2）高齢者の生きがい発見事業
（3）高齢者の交流の場事業

桑原まちづくり応援団
H31.3.25
179
理事長 江戸 通敏
E-mail (edo_0120@outlook.jp)

高齢者が暗く引きこもりがちになることなく、オシャレにキレイになっていき、どんどん外に出ていき元
気になるきっかけを創出して支援。プラチナシニア世代が生き活きと輝きスポットライトを浴びることに
福祉
より、心身ともにより健康になり、あらゆる世代と交流のもてる生きがいのあるポジションを得ていくこ
とで今後の高齢化社会に明るい光を差し込んでいきます！

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

劇場で出会うプロジェクト実行委員会
183
E-mail (theater.neco.festa@gmail.com)

この会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）市民が芸術表現に触れる機会を創出する事業
（2）市民が芸術表現を通して交流する機会を創出する事業
（3）その他目的達成のために必要な事業

劇場で出会うプロジェクト実行委員会は、舞台芸術の作り手、観客、中間支援者からなる団体です。
松山市にある民間小劇場シアターねこで年1回開催するシアターねこフェスタの企画・運営をしていま
す。
まちづくり
シアターねこフェスタの理念は「出会いの場所」です。芸術的手法を用いて人々の出会いと対話を促 文化等
し、劇場を出会いの場としたコミュニティづくりを目的としています。
子ども
地域に暮らす人々が集い、表現と出会う場をつくる活動に関わってみたいという方のご参加を、いつ
でもお待ちしています。

松山アーバンデザインネットワーク
代表 松村 暢彦
H31.4.1
事務所所在地
184
（松山市花園町4-9）
電話(089-968-2921)
FAX(089-968-2921)
E-mail(udnm.matsuyama@gmail.com)

(1)まちづくり活動支援事業
(2)視察対応事業
(3)情報発信事業
(4)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業

松山アーバンデザインネットワークでは、松山アーバンデザインセンターとの連携を通じて、アーバン
デザインとまちづくりに関する調査研究、計画立案、実践ならびに将来の担い手育成を促進し松山
市における公民学連携の総合的なまちづくりを推進していく、まちづくりの担い手を相互にサポートす
まちづくり
る組織です。
まちづくり活動に参加してみたい人、まちづくり活動を支援してもらいたい人、そんな人達を募集しま
す。

MMM新緑舎
理事長 森田 美春
H31.4.4
185 事務所所在地
（松山市森松町956-6）
電話(089-955-6734)
E-mail(m-morita@kfy.biglobe.ne.jp)

(1)外国人に日本語を教えつつ日本文化の良さを伝える事業
(2)外国人に松山ひいては愛媛県の観光スポットや美味しい処をご紹介する事業
(3)地域の小中学校を訪問して、外国人と生徒との交流を行う事業

日本文化を外国人とともに学べる機会をご提案していきます。

特定非営利活動法人 地域教育サポートの会
理事長 森 章
H15.2.28
事務所所在地
186
（松山市平井町1426-2）
電話(089-970-9210)
FAX(089-970-9210)
E-mail(info@edu-npo.com)

・地域における既存の教育活動の支援及びサポート事業
・児童・生徒並びにその保護者への適切な教育情報の提供及び講演事業
・児童・生徒の学習に係わる相談事業
・地域における老人と子供達とのコミュニティ形成の支援事業
・児童・生徒の体験学習サポート事業
・放課後を利用して子供の健全育成を図る事業

次世代を担う子供たちが、人と人の繋がりを大切にし「自ら考え行動できる人」になってほしい。
地元を愛し、国内、海外で活躍できる人になってほしい。
まちづくり
私たちは多くの子供たちにワークショップや野外活動を通して自分の考えを伝える大切さや小さな成 国際協力
功体験を積み重ね、多くのことを、学び、考え、共に成長できる場を作っていきます。
子ども
どなたでも参加できます。一緒に学びませんか。

まつやま民泊管理ラボ
代表 山之内 淳
R1.5.1
事務所所在地
187
（松山市山越2丁目4番7号）
電話(089-909-5571)
FAX(089-909-5571)
E-mail(minpakulab@gmail.com)

（１）空き家に関する相談・啓発事業
（２）民泊に関する相談・啓発事業

空き家・民泊に対する相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

（1）こども達と社会の仕組みをたのしく学ぶ交流事業
（2）その他、目的に関わる活動に関する事業

社会教育
まちづくり
観光
文化等
こどもとかけるNPOは、社会の仕組みを楽しく学び合いながら、シティズンシップ（主権者意識）を育 環境
む活動を通して、人々の交流の促進、その効果から期待される人々の社会参加や地域活性化につ 地域安全
なげ、より良い社会の形成に寄与する活動を行う、中高生が主体となった教育NPOです。
人権
こども達と一緒に「翔ける（羽ばたく）」こども達と社会を「×（つなぐ）」ために、活動をしていきます！ 男女参画
子ども
経済
雇用
消費者

こどもとかけるNPO
代表 越智 大貴
R1.5.1
188 事務所所在地
（松山市山越1丁目15-33）
電話(090-3461-8434)
E-mail(kodomotokakeru@civic-project.com)

イイトコ道後
（1）地域活性化のイベント事業
代表 上市 輝
189
（2）歴史的資源の普及・伝承事業
R1.5.1
（3）広報事業
E-mail(iitokodougo.yuyakebenchi@gmail.com)

国際協力

まちづくり
観光

皆さん、宝厳寺・上人坂をご存知ですか？
宝厳寺は、一遍上人の生誕地で松山市内が一望でき、夕日に染まる松山城を眺めることが出来るス
まちづくり
ポットです。
観光
上人坂は、正岡子規と夏目漱石が実際に歩いた道で、小説「坊ちゃん」にも登場します。
文化等
このほかにも、このエリアにはたくさんの魅力が隠れています。
私たちと一緒にみつけてみませんか？

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

中島中学校「Smileven」
代表 山内 繁幸
H1.4.1
190 事務所所在地
（松山市長師817番地）
電話(089-997-0204)
FAX（089-997-1862）

主

な

活

動

(1)島外から参加者を募り、島内の絶景ポイントをバスで回る。（バスツアー）
(2)中島中学校で記念品を作成したり、島の高齢者と交流したりする。

P

R

活動分野

PR動画は動画サイトやSNS、学校ホームページなどで配信したいと思っています。
ウォークラリーは幅広い年代の人に参加してもらいたいので、各地域にはバスで移動し、紹介したい
ところを私たちが説明しながら歩き、誰でも楽しめる活動にしたいと思います。また、最後にみかんな まちづくり
どの特産品を手土産として持ち帰っていただき、中島の味覚も楽しんでもらいたいと考えています。 観光
私たち３年生は、総合的な学習の時間に「ふるさと中島を守る」というテーマで、活動しています。今 農山漁村
回の活動を成功させ、中島の良さを島外の人たちに知ってもらうとともに、中島に住んでいる人たち
に再認識してもらいたいと思います。

松商地域ビジネス科２期生 2019
代表 内田 直幸
H31.4.1
191 事務所所在地
（松山市旭町71番地）
電話(089-941-3751)
FAX(089-943-8039)

「ミッションポッシブル ～はじめてのおつかいIN大街道・銀天街～」の開催

松山から若者が離れている。南予の方々は、松前町まで買い物に来ては、用を終えると帰路につく。
松山市民ですら、買い物といえば市内中心部よりも松前町に向かう傾向が強くなっている。地域の未
来を託す子どもたちに、銀天街や大街道といった中心街を身近な場所として感じてもらうためにも、
松山商業高校地域ビジネス科の生徒として感動的な体験をプロデュースしたい。

特定非営利活動法人パラワク
理事長 川崎 壽洋
H31.3.25
事務所所在地
192
（松山市木屋町3丁目12-7）
電話(089-923-5002)
FAX（089-923-5020）
E-mail(info@parawaku.jp)

1
2
3
4
5
6

福祉
国際大会に出る実力がある選手が、パラリンピック出場という夢をあきらめないで頑張るために、可
文化等
能な範囲での資金援助や練習環境・生活基盤の安定のための支援をお願いします！！
子ども
まず知っていただき、選手の輝きにふれてください。心がワクワクしたら、一緒に応援して、さらにワク
雇用
ワクと感動を広げ、みんなで愛媛を元気にしていきましょう！！
中間支援

まつやま防災ボラネット推進委員会
会長 大橋 和彰
R1.5.1
193 事務所所在地
（松山市中村3丁目3-23）
電話(089-904-6859)
E-mail(ohashi@harvest-s.com)

インターネット等による情報発信・情報提供 事業
講演会等による情報発信・情報提供 事業
パラアスリートの活動環境の充実の為の支援
パラアスリートの生活基盤の安定化の為の就労の支援
パラアスリートの生活基盤の安定化の為のグループホームの運営等
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

社会教育
まちづくり
男女参画
子ども

（1）防災に関連するイベントを開催する事業
（2）地域との連携を行う事業
（3）防災に関する知識を身につける事業

まつやま防災ボラネット推進委員会では、『防災』に関連するイベントや講習会等を通じて、市民の皆
様に防災をより身近なものとしてとらえて頂くために活動を行っています。
有事の際に普段から防災意識を高めておくことで、自分だけでなく家族や隣人の大切な命を守れる
災害救助
と考えています。
『防災』と聞くと敷居が高く感じられるかもしれませんが、少しの知識・意識だけでも変わると思います
ので、当委員会を1つのきっかけとして関心をもって頂ければ幸いです。

えひめ教育支援ボランティア
共同代表 北須賀 逸雄、畑野 智司
R1.7.7
194 事務所所在地
（松山市東雲町4番地17）
電話(089-933-8789)
E-mail(northitsuo@gmail.com)

（1）学校教育支援事業
学校教育支援ボランティアの派遣
教職員および児童生徒に対する講話・講演等
部活動支援等
（2）その他目的を達成するために必要な事業

愛媛の未来を担う子どもたちには、将来起こり得る様々な変化に積極的に向き合い、他者と協力し、
新しい価値を創造していく力が求められ、学校はその負託に応えるべく教育活動を充実させていく必
要があります。
また、働き方改革を推進する学校では、教師が心身の健康を損なうことのないよう業務の質的転換
を図り、限られた時間の中で児童生徒に接する機会を十分に確保し、複雑な諸課題に対処していく
子ども
ことが求められています。
こうした状況の中、今、愛媛の子どもたちの育成を負託している学校に対し、経験豊かな退職教員等
の地域住民の参画により、地域を挙げて学校教育への支援体制を築き、未来を担う大切な子どもた
ちの健全な成長を図ることは急務であると考えます。
このような課題に応えるために、えひめ教育支援ボランティアを設立いたしました。

グローバルファミリー助け合い
理事長 米屋 由美
H31.4.30
事務所所在地
195
（松山市富久町165‐14）
電話(080-6397‐1174)
FAX(089-973-3402)
E-mail(Yumi.i422@gmail.com)

（1）異文化交流事業
（2）観光事業
（3）外国人生活支援事業
（4）異文化交流の為の普及啓発事業

1．来松外国人のお世話を行う。
2．松山市民と異文化交流を通じて、松山の活性化をはかりたいと思います。

（1）ベビーシッター派遣（病児保育）事業
（2）子育てセミナー事業
（3）その他の上記目的を遂行するに必要な事業

ベビーシッターのマミリアです。
お勤めのお父さんお母さん、お子様の体調不良でお仕事休んで嫌な思いをされたことありません
か？
福祉
マミリアは働く保護者を応援する団体です。利用料は￥1500/時間 ですが、3人までまとめて保育可 まちづくり
能な他、幼保無償化にも対応しております。
男女参画
「急な子どもの体調不良が多く、会社に迷惑がかかるから社員で働けない」「学童を利用したいけど
満員で入れなかった」「ちょっと息抜きに使いたい」等、幅広く使えますのでお気軽にご利用下さい。

マミリア
代表 中塚 貴也
R1.9.1
196 事務所所在地
（松山市古川南3‐14‐6）
電話(089-950-4740)
E-mail(info@yumenoya.net)

まちづくり
観光
国際協力

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

主

な

活

動

P

R

活動分野

（1）交流・研修事業
（2）情報受発信事業
（3）協働および連携仲介事業
（4）その他、目的を達するために必要な事業

不登校の数は6年連続で増え続けており、2018年には小中学校で16万人、不登校傾向の子どもは更
にその3倍いると言われています。学校に行けない。行きたくない。いろいろな理由で学校に行かない 福祉
ことを選択した場合、日中の子どもの居場所は本当に限られています。そうした子どもたちの学習支 人権
援、居場所支援などを行う団体と、愛媛県下の支援団体、行政とも連携を組んで愛媛県のすべての 子ども
子どもたちが健やかに成長することを応援しています。

（1）子育てに関する情報収集並びに提供事業
（2）療育者のネットワークづくり事業

「お母さんがにこにこしながら子育てする姿をたくさん見れたらいいなぁ。」
それが「きりかぶ」設立のきっかけです。
子育てには正解がないと言われています。
社会教育
そんななかたくさんの親が孤独と不安のなか子どもと向き合っているように感じます。「きりかぶ」では
まちづくり
子育てについて知り、考え、意見交わす場所を提供します。
子ども
「きりかぶ」に集まってたくさんの人の考えに触れ子育ての正解ではなく、それぞれの「納得解」を見
つけてみませんか？
そして少しでも、にこにこしながら子どもと関わる時間が増える手助けができることを願っています。

お大師さんお灸接待の会
代表 浦川 武之
H27.10.12
事務所所在地
199
（松山市柳井町3丁目3‐13）
電話(089-946-3388)
FAX(089-986-6191)
E-mail(s-nakayama@kawahara.ac.jp)

（1）お灸接待事業
（2）お灸文化普及事業
（3）お灸文化研究事業

「やいとをすえる」というと、いたずらっ子だった方は小さい頃の苦い記憶がよみがえるかもしれませ
ん。または、今は亡きご家族の懐かしい記憶かもしれませんね。目的は健康を維持するため、肩や
腰の痛みを和らげるため、風邪や扁桃腺を治すためなど様々ありました。そうして愛媛、松山では数
百年にわたってお灸は人々の暮らしの中に常にあるものでした。
ただ、一般の人がすえるお灸は少々大きく、熱さと痛みを伴うものだったことも事実でしょう。そのた
め、冒頭のようなイメージが定着してしまいました。しかし、現代のお灸はお米の半分ほどの大きさで
一瞬感じるだけの、痕の残りにくい軽微な刺激で行われます。外国人も含めて、お灸は初めてという
ほとんどの方が「気持ちがいい」と言われます。みなさんも元気になれるお灸を無料体験してみませ
んか。

すてっぷ編集部
編集長 中岡 彩
R1.8.1
事務所所在地
200 （松山市二番町1丁目12-2 河原デザイン・
アート専門学校）
電話(089-931-9111)
FAX(089-946-0074)
E-mail(msmr.step@gmail.com)

①絵本のフリーペーパー『mashimaro step－ましまろすてっぷ－』発刊事業
②絵本を通した子育ての応援・推進
③子育てをする親目線やプロのデザイナー目線ならではの企画提案・実現

私たちは、絵本のフリーペーパー『mashimaro step－ましまろすてっぷ－』を発刊しています。お子様
と絵本を楽しむ手軽なコミュニケーションツールを目指すとともに、手に取ってよかった、次の号も楽 文化等
しみだと思っていただけるフリーペーパーとなるように頑張ってまいりますので、応援よろしくお願い 子ども
いたします。

（1）観光情報の集約・発信事業
（2）ハラルコンサルティング事業
（3）その他の上記目的を遂行するに必要な事業

「四国をおもてなし大国2.0にする」
イスラム教エージェントのBagus！Japanです。
まちづくり
Bagus！Japanはイスラムと四国を繋ぐ団体です。日本人イスラム教徒がイスラムの方の旅行やホー
観光
ムステイなどの受入れを担います。
人権
イスラム教徒の喜ぶ料理や接客、対応には特別な知識やコツを必要とします。
私たちは世界中のお客様を対象に、四国の活性化のお手伝いを行います。

特定非営利活動法人こどもNPOシビックス
クール
理事長 越智 大貴
202 R2.2.28
事務所所在地
（松山市山越1丁目15番33号）
E-mail(contact@ochisen.com)

（1）スクール事業
（2）体験・交流事業
（3）行政機関等からの委託事業
（4）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

社会教育
まちづくり
環境
中高生によるボランティア活動を進めるため、NPOを作ることにしました。中高生だからできること、 地域安全
中高生ならではのアイデアをみんなで出し合いながら、社会の一員としてできることやしなければい 人権
けないことをみんなで考え、行動することを通して、責任ある市民や主権者とは何かを学び合う場づ 男女参画
くりをします。興味のある人は、ぜひ参加してみませんか。
子ども
経済
雇用
消費者

アミーゴ和輪話
代表 木村 和代
R1.12.2
事務所所在地
203
（松山市道後喜多町4番6号）
電話(089-923-6118)
FAX(089-923-6118)
E-mail(tobetobe@npo-peace.jp)

（1）地域サロンの運営
（2）子ども文庫の運営
（3）文化活動の推進
（4）多様な人たちを支えるネットワークづくり
（5）その他、この団体の目的を達するために必要な活動

わたしたちは、年齢や性別、国籍などにとらわれることなく、明るく楽しく支えあえる関係を多くの人と
結んでいきたいと考えています。
和やかに、輪になって、みんなで話ができる。そういう地域になればいいなと願っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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愛媛県フリースクール等連絡協議会
代表 孕石 修也

NPOきりかぶ
代表 富田 美智
198
R1.12.1
E-mail(kirikabu.japan@gmail.com)

Bagus！Japan
代表 當銘 祥太
R1.9.1
201 事務所所在地
（松山市道後多幸町6-38）
電話(090-5038-0133)
E-mail(shotamorimatsu@gmail.com)

福祉
まちづくり
観光
文化等

福祉
社会教育
まちづくり
子ども

NO

団体名・代表者名
設立年月日・事務所の住所・連絡先

特定非営利活動法人コンパッション
R1.12.9
事務所所在地
204
（松山市和泉南1丁目9番地38）
電話(080-2977-0229)
E-mail(gakudou.2525@npo-compassion.com)

主

な

活

動

P

R

活動分野
福祉
社会教育
まちづくり
子ども
経済
中間支援

（1）学童預り事業
（2）学習相談、家庭相談などの教育事業
（3）子育て講座、スキルアップ講座
（4）その他目的を達成するために必要な事業

子どもたちの明るい未来を育むために活動を開始しました。
コンパッションという言葉には「相手の気持ちに寄り添う」という意味があります。常に寄り添う心を大
切に考え、相手を思いやる気持ちをもつことのできる子どもたちの健全育成に努め、子どもの健全な
心、健康な身体を育み、各々の個性・表現・生き方を理解し、あるがままの姿を受け止められる環境
を提供していきます。地域の皆様のお役に立てるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。

（1）現地協力者と連携した支援物資の送付事業
（2）困難を有する子どもたちへの里親支援事業

アジアやアフリカの困難な子供たちのために、支援物資（夏物衣類、文房具、楽器、ボール、バック
等）を収集・荷造りし、現地協力者と連携して、まごころ込めて「ハンドtoハンド」で届けます（2020.1月
現在、15か国に1061箱を送付、支援活動を継続16年）。
愛媛大学等の留学生も参加し、母国紹介等による現地理解とともに、楽しい国際交流や国際支援活
動を行っています。子供たちが笑顔で学校に行き、健やかに成長・自立することを願って活動してい 社会教育
ます。
国際協力
＜荷造りボランティアにご参加、支援物資のご提供をお願いします。＞
子ども
【実施日時】偶数月の第3日曜日：14時～16時（約2時間）
【場所】アジアキッズケア事務所（伊予郡松前町北川原1054‐3）
【参加者】子供から大人まで広く歓迎します。留学生も参加、参加無料
【交通案内】旧国道56号・警察学校近隣、岡田駅徒歩10分、駐車場有

(1)高齢者寄り添い事業
(2)子どもと高齢者の居場所づくり事業

少子高齢化、核家族の増加、2025問題、ひとり親家庭の増加といった様々な課題が地域の中に隠
れています。松山市においても介護保険や子育て支援といった様々な制度の中で課題の解決に取り
組んでいただいておりますが、行政だけに頼っていられない状況もあります。私たちはそういった状 福祉
況を深刻にとらえ、私たちにできることは何かを考え、市民目線での課題解決のための取り組みを行 子ども
いたいと考えております。高齢者の日常の困りごとに寄り添う事業や、子どもや高齢者が気軽に立ち
寄ることのできる居場所づくりを行っていきたいと考えております。

NPO団体Do
代表 高松 さよ子
R1.12.24
207 事務所所在地
（松山市高岡町171－8)
電話(090-1171-5984)
E-mail(sayo@lime.ocn.ne.jp)

(1)様々な人権問題に関する講演会・学習会の開催
(2)様々な人権に関する研究会・研修会等への参加
(3)様々な人権問題解決のための啓発活動・相談（カウンセリング）活動

2004年に松山市集会所連絡協議会の業務の継続でNPO法人『同和問題を考える市民の会』として
発足し2018年まで活動を続けて、同和問題に関する知識を活かして講演会等を実施します。また、
その14年間のなかで様々な人権を学習し、種々の人権に関する学習会、講演会の開催及び各種団
体、専門機関へつなぐことができます。代表が産業カウンセラーの資格、電話相談カウンセラーの資 人権
格を持ち、会員には、美容カウンセラーもいることから、多方面での市民の相談に対応することが可
能です。また、相談内容の守秘が徹底されておりあんしんして相談いただけます。映画で学ぶ学習
会も開催及びノウハウも教えます。少人数での座談会の実施も行います。

松山おはなしの会
代表 光藤 由美子
S60.2.1
208
電話(089-977-8714)
FAX(089-977-8714)
E-mail(ohanashi8@gmail.com)

(1)おはなし会の開催
(2)講習会、研修会、勉強会の開催及び参加
(3)目的を同じくする各種団体との連携及び交流
(4)その他目的達成のために必要な事業

私たちのするストーリテリングは、詩や昔は無しや物語を何も水にすっかり自分のものにして語りま
す。夏のおはなし会（小学生以上と大人）、秋のおはなし会、冬のおはなし会を開催していますので、
聞きに来てください。また、おはなし会の依頼があれば、松山市や松山近郊であればどこでもお届け 社会教育
します。わらべ歌や絵本、紙芝居、小道具を使ったお話など、小さい子向けのおはなし会から、お年 子ども健全
寄りまで様々な集まりでのおはなし会、また語りの養成講座や講演の依頼も受け付けます。耳で聞く
物語の世界に戯れ、ほっこりやさしい気持ちに浸るひとときをあなたに！

NPO法人アジアキッズケア
理事長 喜安 美紀
H23.9.13
事務所所在地
205
（伊予郡松前町大字北川原1054番地3）
電話(090-5912-4515)
FAX(089-909-8199)
E-mail(kids@asian-kids-care.com)

natu-Re-lief
代表 河﨑 元
R2.4.1
事務所所在地
206 （松山市北斎院町714-1 ワンカラー北斎院
201）
電話(080-1990-6294)
E-mail(n.relief2020@gmail.com)

