
NＰＯ法人　やしおぬくもりネット

・代表者　　 石川 義紀
・発足年月　平成２３年（２０１１年）４月
・目的
　私たちの住む八潮市において、行政や各種団体と協力して人づくりのための社
会教育の推進、文化、芸術、経済等の振興をはかるための活動に関する事業を行
い、街の活性化及び発展に寄与することを目的としている。
・活動内容
　（１）社会教育の推進を図る活動
　（２）まちづくりの推進を図る活動
　（３）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
　（４）経済活動の活性化を図る活動
・活動日　　随時
・活動場所　八潮市内
・会員数　　 女性６名　　男性６名
・入会条件　なし
・会費　　正会員　入会金無し　年会費　2,000円／年
              助会員（個人）入会金無し　年会費　1,000円／口（１口以上）
              賛助会員（団体）入会金無し　年会費　5,000円／口（１口以上）
・会の紹介
　私たちは、八潮市が開設している「やしお市民大学」の卒業生が主体となって構
成されております。平成２４年からは、その「やしお市民大学」の運営を委託され
て、現在男性４名、女性４名が「やしお市民大学運営事務局」の事務局員として活
躍しております。

林（はやし）句会

・代表者　　  白澤　康子
・連絡先　　  電話　９９６－６８９６
・発足年月　 平成1２年９月
・目的　　      俳句を通じて仲間との交流
　                生涯学習の場として言葉の重みと季節を感じる
　                自分探しと日記であり人生に残る俳句を！
・活動日　　   毎月第２木曜日　午後１時～４時
・活動場所　  八幡公民館
・会員数　　   女性７名　男性６名
・入会条件　  初心者歓迎・年齢問わず（随時入会受付）
・会費　　       毎月　１,500円（入会金　1,000円）
・会の紹介
　文化祭出品、コラボフェスタ出品、吟行会
  指導者は「浮野」の白石みづゑ先生が杉戸より来て頂いております。

NPO法人　WISH8
・代表者　　　籠倉　正美
・連絡先　　　０９０－６９２７ー１７９１
・発足年月　平成27年10月
目的
　この法人は、ハンディキャップを持つ者とそのファミリーに対し、地域
で豊かに生きやすくなるよう総合的支援を行い、広く公益に寄与するこ
とを目的とする。
・活動日　　随時
・活動場所　八潮市内外
・会員数　　女性10名　　男性5名　　（賛助会員1名）
・入会条件　この会の目的に賛同し、支援協力する個人・団体
・会の紹介
　1、ハンディキャップを模擬体験『キャラバン隊』
　2、障害児者の相談支援　(家族含む）
　3、勉強会や見学会、体験会の企画運営
　4、手作り品の販売（夢ハウス・市内まつり・ネットショッピング）
　5、障害者の活動等の広報（HPやfacebook）
　6、子ども食堂（不登校児向ケア型）の開催
  上記の事業を通して障がいと障害にある方を理解してもらえるよう支
援をします。

YSK（八潮市精神しょうがい者家族会）

・代表者　　　髙波 幸雄
・連絡先　　　電話　０９０－２９１２－１９７４
・発足年月　 平成１８年（２００６年）８月
・目的
　精神しょうがい者とその家族が地域で普通に暮らしていけるようにする。
・活動内容　 月１回の定例会、会報の発行、レクリエーション、学習、電話相談
・活動日　　　定例会　毎月第４日曜日　午後２時～４時（原則）
　　　　　　　　 だれでも何でも」相談（電話予約・いつでも）
・活動場所　 楽習館
・会員数　　　女性11名　　男性1名
・入会条件　 精神しょうがい者の家族、協力者
・会費　　　　 年会費　3,000円
・賛助会員　 一口　2,000円
・会の紹介
　定例会で同じような体験をもつ家族が心を開いて語り合い、「自分だけではな
い」と感じてもらう。また、困っていること全部が話し合いできるよう心がけてい
る。見学は自由。入会は、よく見て、納得、安心してからがモットー。電話での無
料相談（毎日実施）もできます。相談員は、県連で講習を受けています。また、
八潮市精神障がい者相談員です。安心して電話してください。

朗読ボランティア　うしお文庫

・代表者　　 金津 億士
・連絡先　　 電話　９９５－４１８６
・発足年月　昭和６０年（１９８５年）９月
・目的
　県民だよりや市の広報、社協だより、ボランティア情報「ぬくもり」、依頼された本
をCDに収録して視覚障害者の方々に届けている。また、八潮市立図書館事業であ
る朗読会（月２回）に協力。その他、イリーゼ（月１回）等　訪問活動を行っている。
・活動内容　 CD収録、CDダビングをして利用者へ配布、
　　　　　　　　 イリーゼ訪問、朗読発表会等。
・活動日　　　作業、勉強会　水曜日（月４回）
　　　　　　      収録日　随時
・活動場所　 やすらぎ（身体障害者福祉センター）、やしお生涯楽習館、各自宅
・会員数　　　女性１３名　　男性３名（年齢層は５０代から８０代まで）
・入会条件
  声を出すことが好きな人、読むことが好きな人であればどなたでも歓迎。
・会費　　　　 年会費　1,200円
・会の紹介
　朗読を楽しみ、みんなで勉強しています。このいきいき活動がボランティアへとつ
ながっています。自分の向上と、CDを聞いてくださる人たちの喜んでくださる声が、
私たちの活動の支えです。

アプリコット

・代表者　　　 西村 泰子
・発足年月　　昭和５８年９月
・目的
　料理・ケーキ作りを通して社会のこと、自分達の周辺に関心を持ち活
動し、お互いの親睦を図る。
・活動内容
　ケーキ、料理と隔月毎に行い、講師は会員すべてが交替でする。(料
理のみ)また、ケーキは一人で一個を最初から仕上げまで行い持ち帰
る。
・活動日　　　 毎月第２水曜日　午前１０時～
・活動場所　　八幡公民館
・会員数　　　 女性１２名
・入会条件　　特になし（随時入会受付）
・会費　　　　　月額　1,500円
・会の紹介
　年に１度の総会、食事会、交換会を行っています。

八潮テニス愛好会

・代表者　　　増野 博之
・連絡先　　　http://blog.goo.ne.jp/yasiotenisuaikoukai
・発足年月　 昭和４９年（１９７４年）４月
・目的
　ソフトテニスというスポーツを通して、健康増進と、個々にあわせたレベルアッ
プを目指すことによっての生涯活動を目的とし、また、年代や性別、対外試合を
行うことによって、地域を越えた交流を目的としています。
・活動内容　ソフトテニス
・活動日　　 （基本）　土曜日、祝日、年末年始
・活動場所　八潮市北公園
・会員数　　 女性１０名　男性２７名
・入会条件　傷害保険に必ず加入のこと。
・会費　　     入会金　2,000円
                  月額　1,000円（Ｒ４.４月現在）
　　　　　                1,000円 × １２ヶ月 ＝ 12,000円（一括納入）
・会の紹介
　１０代から７０代までのソフトテニス愛好者が、男女、レベルの差なく一緒に練
習し、時には有志で食事会を行い、５月と１２月にはクラブ内の親睦大会を開催
して、交流を深めています。

八潮エースクラブ

・代表者　　　 仲村渠　直美
・発足年月　　昭和５７年（１９８２年）４月
・目　的　　　　スポーツ、バトミントン競技
・活動内容　　バドミントン競技
・活動日　　　 毎週水曜日　午前９時３０分～正午
・活動場所　　ゆまにて
・会員数　　　 女性６名
・入会条件　  多少経験のある方
・会　費　　　  月額　2,000円
・会の紹介
　汗を流しバトミントンを楽しむ方、技術向上を目指している方…　楽し
く和気あいあいなほっとなクラブです。

ＮＯＺＯＭＩ
（ハンディキャップを抱える子どもとファミリーのためのチーム）
　
・代表者       籠倉　正美
・連絡先       電話　０９０－６９２７－１７９１
・発足年月　 平成１８年（２００６年）５月
・活動内容　 月１回のお茶会、施設見学会（作業所見学）、
                 イベント（クリスマス会） 夏まつり（夏ボラ受入れ）
・活動日       毎月7日（7日が土日 祝日の時は翌平日）
　　　　　　　    午前１０時～午後４時　（出入り自由）
・活動場所    やすらぎ（社会訓練適応室）
・会員数　     15人（女性 13人 男性2人）
・会費  　　　  無　料
・会の紹介
　この会は南川崎にある「のぞみ」という療育施設で知り合ったメンバーに
よりメーリングによる情報交換を目的にしてスタートしました。検診等で
「発達に問題が…」「発達が遅いかも…」なんて言われたりしたファミリー
のためのチームです。現在はお茶会などで楽しく交流することで、ママ達
のよりどころになればと思いお茶会やイベントを開催しています。

豊延会(ほうえんかい)

・代表者　　　 千代田 静子
・目　的　　　　小原流華道の習得、並びに会員相互の親睦
・活動内容　　生け花の稽古
　　　　　　　　  市民文化祭、花展へ参加
・活動日・活動場所
　　　　　　　　　八幡公民館　第２・４木曜日　午後１時３０分～３時３０分
　　　　　　　　　八條公民館　月1回・水曜日
・会員数　　　 女性２０名
・入会条件　　特になし（随時入会受付）
・会　費　　　　月額　4,000円（花代込み）
・会の紹介
　忙しい世の中ですが、華道を通して学べる事がたくさんあり、毎日の
生活にうるおいと安らぎを与えてくれると思います。

八潮市では、男女共同参画を推進するため「地域で豊かに！グループ名簿」を発行しています。

誰もが自分の持てる力を発揮し、活き活きと暮らせる「男女共同社会」を目指し、家庭だけ、仕事だけ

の生活から、地域に目を向けてみたいと思われる方のお役にたてばと思い、この名簿を作成しました。

令和4年10月発行

八潮市企画財政部人権･男女共同参画課

会員募集中！



翠洋会(すいようかい)洋画クラブ

・代表者　　　榎本 良子
・発足年月　 昭和５９年（１９８４年）９月
・目的　　　　 油絵の向上心を高め、会員との親睦を図る。
・活動内容
　石膏デッサンから油絵・水彩画作成    八潮市美術展に協力
  年１回５月、八幡公民館ロビーにて翠洋会展を開催
  年２回は写生、上野美術館にて絵の鑑賞
  自分たちの作品を市内の病院１ヶ所に展示し、患者さんの心のケア
に役立てています。
・活動日　　　第４水曜日　午前９時３０分～午後４時
・活動場所　八幡公民館
・会員数　　 女性３名　男性４名
・入会条件　絵に興味ある人、初心者歓迎（随時入会受付）
・会費　　　 月額　1,000円
・会の紹介
　６０代～８０代の年齢層のグループです。白いキャンパスに好きな色
をのせていく。誰にでもすぐに描ける夢いっぱいの楽しい絵画教室で
す。

八潮童謡をうたう会

・代表者　　　 山本　真由美
・発足年月　　昭和６２年（１９８７年）８月
・目的
　2018年に童謡は100周年を迎えました。童謡は、小さな子どもから高
齢者までが口ずさめる優しいメロディです。素晴らしい童謡文化をいつ
までも歌い継いでいきたいです。
・活動内容　　月２回の練習、高齢施設訪問、市民音楽祭への参加
・活動日　　　 毎月第１・３水曜日　午後１時～３時
                  ・・・変更する場合あり
・活動場所　  りらーと八幡
・会員数　　　 女性１2名
・入会条件　　特になし（随時入会受付）
・会費　　　　　2ヶ月に1回集めます　5,000円
・会の紹介
　歌の大好きな仲間の集まりです。2時間の練習時間もあっというまに
過ぎてしまいます。楽譜が読めなくても大丈夫なので、是非一度、見学に来て
ください。

パッチワーク同好会あんずの会

・代表者　　　　加納　まり子
・連絡先　　　　電話　０９０－３６９０－０４５１
・発足年月　 　昭和６２年（１９８７年）１月
・目的
   パッチワークの技術の習得と、お互いの親睦を図ること。
・活動内容　　 月２回の作品製作・市民文化祭に参加、展示
・活動日　　    木曜日（月２回）　午前１０時～正午
・活動場所　　 八幡公民館
・会員数　    　女性１５名
・入会条件　 　定員２０名（その他特になし）
・会費　　       月額　2,500円　　入会金　1,000円
・会の紹介
   すぐに使えるポーチ・バックから大きなマット・タペストリーなど自分の
ペースに合わせて楽しく製作しています。

八潮女声(じょせい)コーラス

・代表者　　　 谷口　洋子
・発足年月　　昭和５２年（１９７７年）１０月
・目的
　女声コーラスの美しいハーモニーを求めて、音楽的技術の向上と会
員相互の親睦を図る。
・活動内容　 合唱の練習と発表及び鑑賞
・活動日　　　毎月3回　土曜日　午前１０時００分～正午
・活動場所　 八幡公民館
・会員数　　　女性１４名
・入会条件　　特になし
・会費　　　　　月額　4,500円　　入会金　1,000円
・会の紹介
　指揮者を中心に１つの曲をみんなで歌う楽しさは格別です。学生時代
に戻ったような練習時間はとても充実しています。

　
ペップ

・代表者　　　奥山　悦子
・発足年月　　平成６年（１９９４年）１月
・目的　　　　　技術の向上及び健康の増進
・活動内容　  バドミントンの練習と市内外への試合参加
・活動日　　　 毎週火曜日　午前９時４５分～正午
・活動場所　　ゆまにて
・会員数　　　  女性１２名
・入会条件　　 明るくスポーツ好きの方
・会費　　　　　 月額　1,500円
・会の紹介

　なごやかな雰囲気の中で楽しく、時に厳しく練習に励んでいます

市民防災ミューチャル・エイド

・代表者　　 石原 啓次
・連絡先　　 電話　９９７－３２３６
・発足年月　平成１８年（2006年）３月
・目的
　近年地震が多いのは肌で感じているのに、「自分は遭遇しない」と信じている人
が多いようです。今、関東地区も大震災が想定されますので、震度７の大地震でも
生き抜く知恵を学び、地域に発信していく事を目的としています。これから時代を担
う小中学生や、自覚が必要なシニアに現在は目標を定めていますが、楽しさも加
味したいと願う、日々発展する柔軟な会を目指しています。水害・原発・火山・竜巻
やウィルス災害も学習しています。
・活動内容
  月１回の勉強会、年５回のセミナー開催、出前講座、他団体との協働作業等
・活動日　　 月２～３回の木曜日
・活動場所
  やしお生涯楽習館および八潮市社会福祉協議会（他市へ出かけることもある）
・会員数 　  女性６名　　男性３名　（会員募集中）
・入会条件　１　決まったことは守っていただける方（協調性）
　　　　　　  　 ２　自分のできる範囲内で精一杯協力をしていただける方（実行力）
・会費 　　    年間　２,000円（見学会など旅費や食事代は別途必要）
･会の紹介
　誰でも地震や水害など、災害に遭遇しないと決まっている人はいません。その
上、初めは殆どの人は、私はシニアなのだから誰かが助けてくれると考えていま
す。そこから考え方を変えて、自分が助かる努力を日常実施する。人に迷惑をでき
るだけ掛けない。助かれば周りの人を助けることができる、に変えたい。と思ってい
る人たちの集まりです。楽しく活動しましょう。

ＮＰＯ法人　八潮シティ・サポート・センター

・代表者　　　大導寺　正美
・連絡先　　　電話　０９０－４４２３－２３６８
・発足年月　 平成２２年（２０１０年）６月
・活動内容　①楽習館子育てひろばの運営（市から委託）
　　　　　　　　②市内介護施設での音楽ボランティア
　　　　　　　　③八潮駅周辺防犯パトロール
　　　　　　　　④市内日本語教室のお手伝い
　　　　　　　　⑤八潮こども夢大学の引率
・活動日　　 ①毎週月・水・木・金
　　　　　　　　②毎月第２土曜日
　　　　　　　　③毎月第４日曜日
　　　　　　　　④毎週日曜日
　　　　　　　　⑤10月～12月の土曜日8回
・活動場所　①楽習館
　　　　　　　　②ＳＯＭＰＯケアラディーレ八潮
　　　　　　　　③駅周辺
　　　　　　　　④社協やすらぎ
　　　　　　　　⑤八潮市と提携した大学
・会 員 数　 １５名（男性９名　女性６名）
・会費    　　年会費 １，０００円、入会金１，０００円
・会の紹介
　自分の気に入った活動に参加する、というのが基本スタンスです。こ
のほかにもいろいろな事業に取り組んでいますので、体験だけでもか
まいませんので、是非一度参加してみてください。

◎入会をご希望される方へ

連絡先の記載のない団体については、

市役所人権･男女共同参画課までお問

合せください。連絡先をご案内します。

八潮市では、『男女共同参画』の推進に賛同する団体を募集しています。お申込みいただいた団体は、

市ホームページ上で紹介するとともに、男女共同参画に関する国・県・市のイベント情報をお送りいたします。

登録は、左記の事項を記入し、八潮市人権・男女共同参画課までお送りください。

メール：jinken_danjo@city.yashio.lg.jp ＦＡＸ：048-995-7367

◎八潮市ホームページから用紙をダウンロードすることもできます。

Http://www.yashio.lg.jp/shisei/jinken|_danjo/danjokyodo/meibo.html

登録事項

１．団体･ｸﾞﾙｰﾌﾟ名

２．代表者 （会長名、副会長名）

３．連絡先 （氏名・住所・電話番号）

４．団体発足年月

５．活動の目的

６．活動内容

７．活動日

８．活動場所

９.会員数（女性 名・男性 名）

10.入会条件

11.会費


