大和市民活動センターは、2014 年 11 月 1 日で 10 年目を迎えました。

2004 年→2014 年
この「10 年の歩み」を毎月「あの手この手」に折り込んでお届けします。
＜登録団体＞
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大和市民活動センターの登録団体は 264 団体（2 月 24 日現在）。
そのうち約半数が「市民活動団体」です。
市民活動センターの登録団体のうち、市民活動
を主たる目的とする団体をリストアップしてみまし
た。
地道な活動を長く続ける団体、大きく飛躍した団
体、新しく生まれた団体、それぞれの団体が自ら発
見した課題について、解決に向けて活動し、私たち
の暮らす大和市を豊かにしています。
引地川の掃除をする団体は、同時に子どもたち
が地域の川に親しむことができる活動を行なってい
ます。患者さんの外出介助サービスを行う NPO 法
人大和市腎友会は、大和市の協働事業では小中
学校に出張し、児童や生徒に福祉について理解を
深めてもらう教室を開いています。このように重層
的な活動を行う団体も数多くあります。
登録団体については市民活動センターまでお問
い合わせください。身近な問題を発見した時、市民
活動を始めませんか。

大和市民活動センター「市民活動団体」

障害のある人の作業所・就労
・社会福祉法人やまねっと
大和泉の森作業所
・障がい者自立支援事業所
パン工房 麦の香り
・薬樹ウィル株式会社
・社会福祉法人すずらんの会
ワークセンターやまと

、
大和市泉の森を源流とする引地川で活動する
2 団体をご紹介します。
【引地川水とみどりの会】
2004 年から毎月 1 回引地川の清掃をしています。
小学生の頃から活動している「こどもエコクラブ」
の子どもたちはこの春高校を卒業します。地域の川
に親しみ、環境問題に取り組みながら成長していく
子どもたちを大人が見守っています。
【柳とあそぼう引地川実行委員会】
1990 年、「引地川かわくだり実行委員会」が 7 月の
海の日の清掃を開始。この活動をきっかけとして日
本で初めて三角コンクリート護岸が自然護岸（ふれ
あい広場草柳護岸）に復元されました。
「柳とあそぼ
う引地川実行委員会」は草柳護岸を管理する活動を
しています。2004 年、大和市で絶滅したと言われて
いたハグロトンボの復活を確認、個体数の調査を開
始し、2014 に調査結果を日本昆虫学会関東支部第 51
回大会で発表しました。日本ではまだめずらしいシ
チズン・サイエンスの活動となっています。
※登録団体には市民活動団体の他、生涯学習の団体、
自治会などがあります。

視覚
・点図サークル オーロラ
・サウンドテーブルテニスクラブ
・アダプティブテクノロジー
・大和市録音奉仕会
・大和市身体障害者福祉協会視覚部
・大和市点訳赤十字奉仕団
聴覚
・大和市手話通訳者の会

地域福祉
・深見大和地区社会福祉協議会
・共生型コミュニティ「ひだまり」

こころ・精神
・NPO 法人共に歩む市民の会
・一般社団法人ハッピークローバー

その他
・NPO 法人日本ハンディキャップ
テニス連盟
・NPO 法人脳外傷友の会ナナ
・日本アニマルセラピー協会
・音楽療法なごみの会

移動制約者のための移動サービス
・NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ
ケアびーくる
・NPO 法人大和市腎友会
・NPO 法人かながわ福祉移動サービ
スネットワーク
・NPO 法人たんぽぽ

外国籍の人の支援・日本語教室
・NPO 法人かながわ難民定住援助協会
・かたつむりの会
・日本語教室「やまと・ともだち」
・NPO 法人日本ペルー共生協会
・NPO 法人在日カンボジアコミュニティ
外国籍の人と友達になる
・大和地区日中友好協会
・やまと国際フレンドクラブ(IFC)
海外支援
・認定 NPO 法人地球の木
・NPO 法人 WE21 ジャパン大和
・認定 NPO 法人いきいきフォーラム草の
根支援
・チーム ピース チャレンジャー
・財団法人海外日系人協会
・NPO 法人ネパールの子どもたちを援助
する会
・NPO 法人 APLA

高齢社会
介護
・ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブ想
・NPO 法人ひよどり（デイ南林間なんてん）
・市民のための介護保険をつくる会
・社会福祉士の会「やまと」
・介護のハッピー合同会社
（デイサービス ハッピー鶴間）
・大和介護サークル
住まい
・ハウスメンテ大和

住まいの問題
・NPO 法人かながわ県央マンション管理
組合ネットワーク
健康
・健康を考える会
・NPO 法人日本ハートエステ協会
芸術
・大和市芸術文化振興会
・「結い」音楽フェスティバル

子ども・子育て
障害のある子どもたち
（全般）
・NPO 法人フェアネット
（知的障害）
・NPO 法人サポートハウス・ワンピース
（発達障害）
・NPO 法人ピコピコ
・一般社団法人クロスオーバー大和
（肢体不自由）
・あそぼー会
親の会
・コミュニケーション“談”
・らんとまん（軽度発達障害児をもつ
親の会）
・大和市肢体不自由児者父母の会
・awish(あうぃっしゅ)
・病気や障がいを抱える子どもの親の会
はっぴい・くろ～ば～
・大和さくら里親会
子育て支援
・NPO 法人大和子どもミニデイサービス
ワーカーズ・コレクティブもこもこ
・NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ
チャイルドケア
・子育て支援「やまと虹の色」
・NPO 法人マイセラ・ジャパン
・さくらの森保育園
・NPO 法人ゆうがく
・栄養サポートやまと
・Yamato 子育てママ応援プロジェクト

配食サービス
・NPO 法人シニアネットワークさがみ
・企業組合たぶの木
時間預託制のボランティア
・NPO 法人ニッポン・アクティブライフ
クラブ（横浜拠点）
生きがいづくり
・一般社団法人神奈川健康生きがい
づくりアドバイザー協議会
・一般財団法人日本いきいき財団
神奈川本部

食に関わる活動
・生活クラブ 光丘クラブ
・食のアトリエ
・なないろ畑農場
・大和市食生活改善推進協議会
・さがみ生活クラブ生協 大和コモンズ
・生産者と消費者が手をつなぐ会大和
・たべものがかり
IT 支援
・親子でインターネット利用を考える会
・NPO 法人ヒューマン ICT 推進委員会

子どもを守る（防犯）
・NPO 法人やまと CAP ひまわり
・少年警察ボランティア 大和少年補
導員連絡会
子どもの育ち
・NPO 法人地域家族しんちゃんハウス
・大和市子ども会連絡協議会
中部 I ブロック
・渋谷きんりん未来の会
・大和南部おやこ劇場
・大和北部おやこ劇場
・NPO 法人科学探検隊
・ツリーガーデンの存続を願う会
・NPO 法人薫風
・NPO 法人さくらんぼ
・NPO 法人まんま
・NPO 法人ピープウ・ラボ
不登校・ひきこもりの人の支援
・NPO 法人湘南市民メディアネットワーク
・NPO 法人ぜんしん

引地川をきれいにする
・柳とあそぼう引地川実行委員会
・引地川・下福田子どもの水辺協議会
・引地川水とみどりの会
・引地川かわくだり実行委員会
・引地川ハグロトンボ調査隊

地域
地域通貨と地域の助けあい
・地域通貨グループ クラママ
・NPO 法人なんでもプラス地域ネット
・一般社団法人Ｇｉｖｅ & Take Plus
地域の活性化
・社団法人大和成年会議所
・NPO 法人 NPO あつぎみらい 21
・大和市イベント観光協会
・元気な商業まち創造プロジェクト
・ふるさとやまと実行委員会
・ドラマティックカンパニーYamato50
・やまとプロムナード古民具骨董市実行
委員会
・南輪乃声 元気会
・大和市地域活性化実行委員会
・大和市の観光資源を発掘・企画する会
被災地支援
・チームしらかし華の会
・一般社団法人やまと災害ボランティア
ネットワーク
・福島の被災地にとり残された犬猫を
救う会
平和の推進
・大和平和の白いリボンの会
・ヒロシマから平和を考える実行委員会
・憲法九条やまとの会
・大和市革新懇
・大和ぶんぶんプロジェクト
・公益社団法人全国自衛隊父兄会
神奈川県自衛隊父兄会 大和地区会
ボランティア
・トイドックやまと
・バルーンアート
・関東学院大学ボランティアサポーター
・緑手品クラブ
・NPO 日本を美しくする会・大和掃除に
学ぶ会
・国際ソロプチミストやまと-e
事業者
・Aregria(アレグリア)
・カットスタジオみどり
・ドコモショップ大和
・橋本法律事務所
・似顔絵 bovo
・タムタムライニングクラブ
環境を守る
環境
・久田緑地くらぶ
・やまとケナフの会
・大和ホタルを楽しむ会
・トコロジストの会
・さよなら原発やまとパレード実行委
員会
・畑ふらわーボラの会
・大和エコライフ委員会
・かながわ森林インストラクターの会

