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地域で協働をすすめる皆様へ



子どもの居場所づくりに積極的に御支援いただける企業等には、

「子どもの居場所づくりサポーターペナント」を贈呈しました。

今後も、子どもの居場所づくりや、地域課題の解決に向けた取

組の支援を推進していきます。

埼玉県は、地域の人々が共に支え合えるよう、市民活動団体やNPO法人、

企業等をマッチングし、活力ある地域づくりを推進しています。

子どもたちへの支援に取り組む

NPO法人等の活動事例

●学習支援 ●子ども食堂 ●フードバンク

●スポーツ指導 ●プレイパーク（公園・里山など）

●各種体験活動やイベント

●居場所づくりサポーター・マッチング事業とは

令和元年度、県は子どもの居場所づくりに力を入れ、子育て支援に取り組むボ

ランティア団体やNPO法人等へ、物品や資金等を御支援いただく企業等をマッチ

ングしました。

共助仕掛人が
マッチングします！

詳しくは
Ｐ10～Ｐ14を
御覧ください！

IKEAは、「気候変動」 「再生可能エネルギーの促進」 「平等(子どもと女性の豊かな生活)」

の3つのテーマをサスティナビリティー(持続可能な発展)として、企業の持つ資源を活用して積極

的に地域貢献を行う、ホームファニシング製品 (インテリアや食器等の生活用品) を販売する会

社です。

「IKEAから支援の輪を広げる」 食材の提供を三郷から全県へ

IKEA新三郷のレストランを活用して

「子供の食育と居場所を考える会」

を開催しました。会には、子どもの支援を考え

る人々が参加し、子どもの貧困の現状について

考え、提供食品の試食も行いました。

また、NPO法人care nationと共助社会づく

り課は、企業と市民団体のつながりを考えるイベ

ントを開催しました。

三郷市近隣の子ども食堂や放

課後デイサービスへの食材提供を

進めるとともに、今では、IKEA新三郷

から埼玉県全域の子ども食堂に、多くの食

材が提供されています。また、このつながりを

きっかけに市民活動団体へのレストランの貸

し出しや、台風被害にあった東松山市の子

どもたちにおもちゃの寄附もいただきました。

「ひと、もの、場所」など、企業が持つ資源を

地域の方々が活用できるよう、県もその後

押しをします。

IKEA新三郷 & NPO法人care nation

NPO法人care nationと埼玉県は、 IKEA新三郷に子ども

食堂への食材の提供をお願いしました。

NPO法人care nationは、三郷市全体をバリアフリーにしたいと

活動している団体です。
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●子どもたちの笑顔のために ～地域で協働を～

共に支えあう豊かな地域づくり



NPO法人うりんこくらぶと埼玉県は、無垢スタイル建築設計

株式会社と、地域協働の輪を広げられるよう、日本工業大学

とともに話し合いを行いました。

「つながりを生む地域活動」

無垢スタイル建築設計株式会社は、「おうち祭り」に企業と

して出展し、「漆喰の手形レリーフづくり」や「漆喰塗りの左官

体験」 などの支援活動に取り組みました。

日本工業大学建築学科の学生の皆さんは、家をアルバム

に見立てて、家族の思い出写真を

等身大パネルにして展示しました。

この取組後は、

無垢スタイル建築

設計株式会社のモデル

ルームを広く地域活動に貸し出

すことになりました。県も子どもの居場所づくりに、企業の持

つ資源をつなげられるよう、マッチングを推進していきます。

アート体験を 障がいのある子も ない子も
シニアも 大学生も 大工さんも 一緒に

無垢スタイル建築設計株式会社は、SDGs（持続可能な開発目標）

の達成に取り組んでおり、「快適」 「健康」 「安全な住まい」の提供を目指しています。

また、地域防災ステーションとしてショールームに備品を置くなど、地域への貢献活動を大事に

しています。

無垢スタイル建築設計株式会社 ＆ NPO法人うりんこくらぶ

NPO法人うりんこくらぶは、障がいの有無に関わらず様々な子どもたち

との協働活動を通して、ふれあいと色々な経験の場を創出しています。

「2019キッズアートプロジェクト おうち祭り」

では、キッズ司会によるオープニングセレモニーを

開催し、埼玉県は、NPO法人とともに子どもの居場所づ

くり活動を行う企業として、無垢スタイル建築設計株式会社

に、子どもの居場所づくりサポーターペナントを贈呈しました。

「ウエルカフェから学習支援」 地域で、学びの助け合い

埼玉県は、「こども応援ネットワーク埼玉」HP

に にて、ウエルカフェでの学習支援を希望する団体

を募りました。筑波大学附属坂戸高校の３年生を中

心としたボランティアグループや、専門学校の教員、また、外

国にルーツのある児童生徒への学びの支援を行っている団

体が応募し、開設に向けて検討会を行いました。

小学生に将来の職業の夢を持って学習や生活

をしてもらいたいという願いから、筑波大学附属坂

戸高校の１、3年生を中心に、体験型学習カフェ

「アドベンチャーカフェ つくさかラボ」が結成されまし

た。今後、近隣の小学生を対象に、消防や警察、

物づくりや伝統文化活動など、ウエルカフェから魅力

ある体験活動を発信していきます。

ウエルシア薬局株式会社 & 高校生、学習支援団体

埼玉県は、「共助社会づくりのための協力に関する協定」を

締結しているウエルシア薬局株式会社と、地域で学習支援が

できるよう 「ウエルカフェ」 の活用を検討しました。

ウエルシア薬局株式会社は、地域の健康で豊かな生活を応援するた

め様々な地域貢献活動を行っています。店舗内には、埼玉県NPO基金の募金箱を設置し、

NPO活動への支援に協力しています。また、店舗に地域の活動をサポートするための、地域協

働コミュニティスペース「ウエルカフェ」を設置しています。「ウエルカフェ」は、営利を目的としない社

会的な課題の解決に取り組む団体 (市民活動団体及びNPO法人) に活動する「場」として積

極的に貸し出されています。
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「どの子にもスポーツの楽しさを」

NPO法人 熱いぞ！

熊谷からの野球教室は、創

立から８年を超えて、延べ8,00

0名の児童が参加しています。保

育園の卒業生を対象にした野球

教室も開催し、多くの子どもたち

が参加できる機会を創りだしています。

また令和元年度は、コミュニティースクール 本庄特別支援学校

の体育の授業でも、ボール投げ教室を行いました。

保育園児 や 特別支援学校生徒に

埼玉縣信用金庫 ＆ NPO法人 熱いぞ！熊谷からの野球教室

埼玉縣信用金庫は、地域密着型金融を推進し、 幅広い地域貢献活動に取り組んでいます。

大学や企業と連携した「ものづくり体験」を盛り込んだキッズスクールの開催､ また､各種スポーツの

振興にも幅広く貢献しています。

NPO法人熱いぞ！熊谷からの野球教室は、「将来を生

き抜く力をはぐくむ新しい幼児教育の領域拡大」を目指して、

幅広い子どもたちへのボール投げ教室を運営しています。これまで、

当法人の野球教室を支援していた埼玉縣信用金庫と県では、継続的

な寄附支援や職員ボランティア支援について検討しました。 ネッツトヨタ東埼玉株式会社は、地域に愛される企業であり続けるため、

関わりのある全ての人とのコミュニケーションを大事にし、地域貢献活動

に取り組んでいます。 平成30年には、各営業所の災害備蓄の非常食を

県内の子ども食堂などに寄附しました。

また、子ども司書によるお話会や小学生

まち探検など、子どもたちへの支援にも積

極的に取り組んでいます。

「ショールームから地域協働」 マルシェで子ども・ママを支援

埼玉県は、ネッツトヨタ東埼玉株式会社から、より良い地域社会

の実現に貢献するため、ショールーム（アイランドプラス）の活用に

ついて相談を受けました。

車のショールーム、 アイランドプラス

が、地域の人々の交流の場として活用

される事例として注目を集め、地元の自治会から

も問い合わせがくるようになりました。

「ひと・もの・場所」など企業が持つ資源を地域

の方々も活用できるように、今後も埼玉県はマッ

チングとその発信を進めていきます。

ネッツトヨタ東埼玉株式会社 & 浦和〇〇部

誰一人取り残さない社会に向けて、埼玉県は幅広い子どもたち

へのスポーツ支援のため、企業とともにNPO活動を応援します。

本庄市立いずみ保育所でのボール投げ教室

では、 子どもたちと一緒に、埼玉縣信用金庫の

職員の皆さんも、ボール投げを楽しみました。

埼玉県は、今後も安定したNPO活動の取組が継続できる

よう、埼玉縣信用金庫に継続的な寄附や職員ボランティアの

協力をお願いし、子どもの居場所づくりサポーターペナントの贈

呈を行いました。

埼玉県は、 ネッツトヨタ東埼玉株式会社

マイネッツさいたま中央に、地域のママたちとつながり

のある浦和○○部を紹介しました。浦和○○部は、さいたま市を

中心に様々な分野で活動する人たちをつなげるプラットホーム作

りを行っている団体です。手作りマルシェの企画運営や、企業と連

携した地域密着のイベントなど、浦和○○部の会員がそれぞれ興

味のあることを部活動のように楽しみながら活動しています。

マイネッツさいたま中央では、アイランドプラスを活用して、ママと

子どもたちが楽しめるマルシェを２回開催しました。
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銀座ステファニー株式会社は、 「感謝」 「愛」 「夢」 を企業理念とし

て、社員が活き活きと働ける会社を目指しています。また、企業の成長を社会に還元できるよう、

国内外に商品を寄附するなど社会貢献活動に取り組んでいます。

エフエムジー＆ミッション株式会社（旧エイボン）は、「Inspiring women」女性を元気づ

けることを使命として、乳がんから守るピンクリボン活動を長年行ってきた化粧品販売会社です。両

社はグループ会社として今回同時に、埼玉県の子どもたちやママたちへの商品の寄附について検討

しました。

「化粧品で、多くの女性を元気に」 化粧品で、女子支援

埼玉県には、女性や子どもたちに様々な

支援を行っている団体や施設が多数あります。

NPO法人care nationの協力を得て、 御寄附いただ

いた女性用化粧品や小物、雑貨類を2度にわたり、 NPO

法人パープルネットさいたまやNPO法人彩の国ママ倶楽部

など、母子支援団体10か所に届けました。

NPO法人パープルネットさいたまは、 暴力の影響に悩む

女性や子どもたちのために、各種プログラムやワークショップ

を開催しています。また、NPO法人彩の国ママ倶楽部は、

ママたちで作るママたちのための地域密着型の応援倶楽

部です。台風19号の被災地、東松山市では、

多くのママや子どもたちを支援しました。

埼玉県は、銀座ステファニー株式

会社、 エフエムジー＆ミッション株式

会社の両社にイベントへの講師派遣や、

物品の寄附、 ブース出展など、継続的な支援を

お願いし協力を得られることになりました。両社の

資源を多くの活動につなげ母子が安心して社会

で輝けるために取り組んでいきます。

銀座ステファニー株式会社、エフエムジー＆ミッション株式会

社は、商品の切り替えに伴う化粧品や婦人雑貨の寄附につ

いて、NPO法人care nationや埼玉県と検討しました。

銀座ステファニー株式会社 エフエムジー＆ミッション株式会社

株式会社ウム・ヴェルトは、 関連事

業所である道の駅きたかわべ遊学館を

貸し出し、NPO法人うりんこくらぶによる「う

りんこ夏祭り」の開催とともに、「地域デビュー

楽しみ隊」の鈴木隊員による「幸せのクロー

バー教室」もあわせて開催しました。

株式会社ウム・ヴェルトは、総合リサイクルカンパニーとして、

産業廃棄物の処理や、廃棄食品をリサイクルして飼料化し養

豚場やアグリファームを経営するなど、循環型の社会の創造に取り組んでいます。地域での雇

用の創出にも積極的に取り組み、グループ企業内に障がい者就労継続支援事業所「さくら」

を開設しています。

埼玉県は、NPO法人うりんこくらぶと、食品の循環を

考え地域の創生に取り組む株式会社ウム・ヴェルトを訪

問し、企業の持つスペースの貸し出しについて話し合いました。

株式会社ウム・ヴェルトには、キッチンや映像機器も

完備されたホールがあります。 道の駅きたかわべも含め

て、今後も、企業の持つ資源を地域に貸し出し、地域活動を支

援していただきます。

「イベント会場の貸し出し」 イベント開催で子どもたちの居場所づくり

株式会社ウム・ヴェルト ＆

また、道の駅の玄関前では、小中学生による、うりんこ

くらぶ特製ポテトチップスの販売や、野菜のすくい取りなど、

販売活動を行いました。ポテトチップスは、有限会社菊水

堂の御支援で、子どもたちと育てたジャガイモを加工してい

ただきました。
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株式会社ジーテクトは、安全・環境に即した先進技術の追求を通じ

て、開発から量産まで担う「車体専門メーカー」を目指している会社です。

環境活動や福祉活動など多岐にわたって取り組んでいます。

「社内から地域貢献」 フードドライブで、食品を子どもたちへ

埼玉県は、社会貢献に積極的に取り組んでいる株式会社

ジーテクトを訪問し、 埼玉県の施策の説明や企業の支援に

ついて検討しました。

株式会社ジーテクトは、

社内にてフードドライブを実

施して食品等を集め、「こども食堂フォ

ーラム」会場にて、NPO法人フードバン

ク埼玉に寄附しました。

株式会社ジーテクト ＆ NPO法人フードバンク埼玉

埼玉県は、 貧困の連鎖を解消するための事業についての理解を図る

ため、「こども食堂フォーラム」を御案内しました。

株式会社ジーテクトに、今後も

フードドライブの開催をお願いしました。フードドライブは、事前に皆さ

んにお知らせし、回収ボックスを用意すれば、家庭で余った食品を集められ

ます。県は、これからも企業発フードドライブを呼びかけていきます。

私たちに御相談ください！ 専門家ボランティア共助仕掛人

埼玉県は、市民活動のコーディネーター的存在として地域で活躍している方を「専門家ボラン

ティア共助仕掛人」に登録しています。それぞれが市民活動における豊富な経験を持ち、専門

分野や地域におけるネットワークを生かして活動しています。

専門家ボランティア共助仕掛人は、 自身の人脈や経験をいかし、市民団体や自治体、企業

のCSRなどの相談を受けています。お気軽に当課まで御相談ください。

笠井直歩さん（NPO法人care nation 代表理事）

三郷市を中心に福祉に関わるネットワークを生かし、パラスポーツイ

ベントやユニバーサルファッションショーなどを開催してきました。

三郷市がバリアフリーのまちになるよう、 企業・団体・個人・行政が

つながり、 暮らしやすい三郷を一緒に作っていきたいと思っています。

「居場所づくりサポーター・マッチング事業」では、IKEA新三郷や銀

座ステファニー株式会社、エフエムジー＆ミッション株式会社との協働

の取組に関わりました。人との御縁を多くの方につなげていきます！

（p2,p7)
根崎由美さん（NPO法人うりんこくらぶ 代表理事）

「子育てを一人でなく、たくさんの人の手で」をモットーに活動してい

ます。障がいのあるなしにかかわらず、みんなで野菜づくり、味噌づくり

販売体験、アート活動などを通して、誰もがありのままの自分でいら

れる場づくりを提供しています。企業、行政、多様な人たちとつなが

りながら中高生のための社会体験をサポートする活動も始めていま

す。「居場所づくりサポーター・マッチング事業」では、無垢スタイル建

築設計株式会社や、株式会社ウム・ヴェルトとの協働の取組に関

わりました。これからも素敵なつながりを大事にしていきます！(p3,p8)

田中明子さん (浦和○○部 部長)

「地域で楽しみながら興味のあることを、それぞれのペースで。」

そんな活動をしている人たちと一緒に、レンタルスペースや「路地裏ガレージ

マーケット」など各種イベントで、部活動を展開しています。

地域の個人商店の応援や防災もテーマにして活動しています。ネッツトヨ

タ東埼玉株式会社のマルシェでは、笑顔担当です。ぜひいらしてください。

(p6)                                           
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NPO法人フードバンク埼玉は、企業や個

人等から余剰食品を回収しています。 回収

品を消費期限等ごとに仕分けし、子ども食堂

や福祉施設、生活困窮者に無償で提供して

います。入れ替え時における、企業の災害備

蓄品の受け入れもしています。
まるまる
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マップ

共助仕掛人の居住地または主な活動地域を掲
載しています。＜令和２年２月2８日現在＞

南部地域

南西部地域

東部地域

県央地域

川越比企地域

西部地域

北部地域

秩父地域

利根地域

宮﨑 進一
(R0116)

小林 真
(R0102)

浅見 要
(R0107)

櫻井 幹三
(R0115)

絹山 利昭
(R0103)

吉田大樹
(R0112)

柳田 麻里子
(R0101)

豊島 亮介
(R0118)

川名 千鶴子
(R0119)

森田 圭子
(R0105)

笠井 直歩
(R0104)

斎藤 徹
(R0106)

平山 友子
(R0109)

齊藤哲也
（R0110)

根崎 由美
(R0113)

江藤 善章
(R0114)

斎藤 麻矢
(R0120)

金子 由里子
(R0108)

佐藤 真実
(R0117)

渡邉 朋子
（R0121）

園川 泰子
（R0122）

小林 範子
（R0123）

藤井 美登利
（埼玉県共助仕掛人）

浅野 正敏
（R0126）

岡野 高志
（ R0125）

田中 明子
(R0128)

若尾 明子
(R0129)

関根 健一
(R0127)

朽木宏
(R0111)

吉田 二郎
（R0124）

専門家ボランティア
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（ ）内の市町村名は、共助仕掛人
の居住地または主な活動地域を掲載し
ています。
＜令和2年２月2８日現在＞

埼玉県県民生活部

共助社会づくり課

コバトン＆さいたまっち

R0101
柳田 麻里子（和光市）

・和光市共助仕掛人（H26-H28）
・オリンピック、パラリンピックに向
けてビームライフル射撃体験会の企
画、調整、実施

R0102
小林 真 （熊谷市）

・熊谷市共助仕掛人（H26-H28）
・NPO法人NPOくまがや副代表
・熊谷市市民活動センターの指定管理
業務に従事

・市民活動コーディネート

R0103
絹山 利昭 （川口市）

・川口市共助仕掛人（H26－H27)
・大手生命保険会社での災害対策及び
リスク管理業務の経験を生かし、地
域防災や企業防災など

R0108
金子 由里子（さいたま市）

・公認会計士
・NPO法人を中心とする非営利法人の会計
や税務の相談、ファンドレイジング

（資金調達）の相談
・経営のコンサルティング
・准認定ファンドレイザー

R0107
浅見 要（鶴ヶ島市）

・NPO法人カローレ理事長
・学童保育をはじめとした子育て支援
事業、コミュニティレストランなど
を運営

・NPO法人(特に事業型)の運営や企業、
行政との連携に関するアドバイス

R0119
川名 千鶴子（入間市）

・NPO法人まちづくりサポートネット
元気な入間 理事

・国際交流、音楽イベントの企画運営
・小さなお仕事応援講座企画講師
・IRUMA女子まちづくり研究会の立ち

上げ

R0115
櫻井 幹三（和光市）

・乳幼児と保護者対象のベビーカーコ
ンサートの県内普及。朝霞、さいた
ま、戸田各市、宮代町で、東京芸大
出身演奏家をプロデュース。

・コンサート会場選定、演奏者の紹介、
収支見通し、助成金のアドバイス。

R0114
江藤 善章（さいたま市）

・埼玉に夜間中学を作る会
・国際交流、日韓友好、外国人教育な
どアドバイス

・災害被災者支援（宮北会）
・川越唐人揃いパレード実行委員会
代表

R0113
根崎 由美（久喜市）

・NPO法人うりんこくらぶ 代表理事
・障がいの有無に関わらず共に活動するイ
ベントの開催。発達障害や生きづらさを
抱える若者の社会体験事業、アート、
食育や親の講座等の企画運営アドバイス

・企業と連携したイベント等の企画

R0120
斎藤 麻矢（さいたま市）

・「ドナルド・マクドナルドハウス」
（埼玉県小児医療センター内）の運営
・ボランティア組織のマネージメント
・募金、寄付金集めなどのコーディ
ネート

R0121
渡邉 朋子（宮代町）

・NPO法人MCAサポートセンター 代表
理事（宮代町コミュニティセンター

進修館を指定管理）
・市民活動団体の運営、企画、相談、
コーディネートなど

・公共施設の市民運営に関する相談、支援

R0125
岡野 高志（北本市）

・NPO法人北本市観光協会
観光情報発信館館長

・地域資源を活用した観光、シティプ
ロモーション事業

・暮らしと場の習慣を観光に反映する
「暮らしの編集室」運営
・クラウドファンディングの実践など

R0126
浅野 正敏（飯能市）

・NPO法人天覧山・多峯主山の自然を
守る会 代表理事

・自然保護、トラスト活動など
・歴史的建造物保存活用など
・１級建築士

R0127
関根 健一（富士見市）

・ジーデザイン代表
・ＫＴＴプロジェクトオーガナイザー
・「障がい者が輝けるくらしデザイン」を
コンセプトに障がい者が暮らす場、働く場

のデザイン、企業のマッチングを展開。公
民館から発信するまちづくりを行っている。

R0122
園川 泰子（蕨市）

・NPO法人ふうせん代表理事
・保育サポーター講座の企画、運営
・子育て広場の運営や地域のママコ
ミュニティ作りなど

R0112
吉田 大樹（鴻巣市）

・NPO法人グリーンパパプロジェクト
代表理事

・放課後児童クラブ運営
・元内閣府「子ども・子育て会議」委員
・労働、子育て問題ジャーナリスト
・父親の子育て支援など

R0105
森田 圭子（和光市）

・NPO法人わこう子育てネットワーク
代表理事

・ホームスタート事業（家庭訪問型子育て
支援）立ち上げコンサルタント

・多文化子育て支援アドバイス
・プレーパーク、子育て支援施設の運営

R0110
齊藤 哲也（川口市）

・PRプランナー（まちづくり系）
・埼玉県よろず支援拠点コーディネー
ター

・NPO法人・中小企業の経営及びブラ
ンディングのアドバイス

R0117
佐藤 真実（さいたま市）

・浦和防祭連合（公共空間を活用した
防災啓発イベントの企画運営）

・地域サロン／地域マーケットの企画
運営

・広報物デザイン制作など

R0116
宮﨑 進一（さいたま市）

・自治体、民間企業、社会福祉法人等、

まちづくりに関わる各社会資源との

協働ネットワーク構築支援

・成年後見制度の普及促進

R0118
豊島 亮介（杉戸町）

・NPO法人フードバンク埼玉代表理事

・NPO法人すぎとSOHOクラブ理事

・（一社）協働型災害訓練代表理事

・防災、観光、NPO運営相談

R0111
朽木 宏（行田市）

・NPO法人ぎょうだ足袋蔵ネット
ワーク 理事

・歴史的建物を活用したまちづくり
コーディネートなど

・ものつくり大学客員教授

R0104
笠井 直歩（三郷市）

・NPO法人care nation 代表理事
・福祉に係るネットワークで課題解決。
車いすマラソン、ユニバーサルファッ
ションショーの企画運営。

・企業や団体の食材、物資を子ども食堂に
マッチング。企業連携のアドバイスなど

R0123
小林 範子（川越市）

・NPO法人アートバーブズフォーラム
副理事長

・文化×音楽×教育×観光をテーマに
活動

・尚美学園大学講師（都市と芸術）
・准認定ファンドレイザー

R0124
吉田 二郎（深谷市）

・NPO法人地域環境緑創造交流協会事務
局長、元深谷市産業振興部長

・「ふっかちゃん」を活用したシティプ
ロモーション

・市民主体のガーデニングによるまちづ
くりや、ボランティア養成、ユニバー
サルデザイン基本構想などに関わる

R0106
斎藤 徹（鴻巣市）

・街活性室株式会社 代表取締役
・県内6ケ所の市民活動センター、
コミュニティセンター指定管理を通
じて市民団体、NPO法人を中間支援

・行政、市民が主体となるイベントの
企画、運営支援

R0128
田中 明子（さいたま市）

・浦和〇〇部 部長
・手作りマルシェ、レンタルスペース
などの企画運営。

・地域イベントのコーディネート
・地域の企業や団体をつなげ「楽しく
暮らす」をテーマに活動中。

R0129
若尾 明子（さいたま市）

・NPO法人クッキープロジェクト代表理事
・企業の社会貢献プログラムの開発
・障がいのある人、ない人のまぜこぜ
交流のコミュニティカフェ運営。

・福祉作業所の商品開発、販路開拓支援。
・県立小児医療センター内にてクッキ
ーショップを運営

R0109
平山 友子（小川町）

・NPO法人小川町創り文化プロジェク
ト 理事

・建築、まちづくり関係ライター
・歴史的建物を活用したまちづくり
コーディネートなど

埼玉県共助仕掛人

藤井 美登利

・埼玉県共助仕掛人（H26～）
・NPO法人川越きもの散歩 代表理事
・東京国際大学非常勤講師（観光ガイド実習）
・きものでまちづくり・親子きもの体験などを開催
・県に登録の専門家ボランティア（約500名）を

NPO、行政、企業などとマッチング。
・准認定ファンドレイザー
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埼玉県 県民生活部 共助社会づくり課

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1（埼玉県庁 第三庁舎3階）

電 話：048-830-2828 FAX：048-830-4751

メール：a2835-03@pref.saitama.lg.jp

『コバトン古本募金』に御協力ください！

最新情報はここからチェック！

古本募金で、NPO活動を応援しよう！

【埼玉共助スタイル】

【NPOコバトンびん】


