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スマイルオブキッズ

子ども

0
子どもと家族の生活環境を向上し、豊かな毎日を過ご
せるようなシステムを小児医療関係団体と共に作り上
げていくこと、また、志のあるボランティアの育成や、
支援の必要性を周知することで、子ども達を温かくサ
ポートできる社会を目指しています。

横浜市南区六ッ川4-1124-2

045-824-6014 lilanoie＠lilac.plala.or.jp

～愛する子ども達のために～病気や障害
のある子どもと家族を支援しています。

＜主な活動内容＞

★ 神奈川県立こども医療センターに遠方から難病治療を受けに来る
子どもの、家族の為の宿泊施設「リラのいえ」運営事業

★ 入通院する子どもの、きょうだい児預り保育事業
★ 家族の交流の場の提供事業（重症心身障がい児への音楽支援等）

ＮＰＯ等支援人権・平和保健医療福祉

認定

指定

ＷＥ２１ジャパン・たかつ

0
市民の皆様からご不要な品物を無償で寄付して頂き、
「ＷＥショップ・たかつ」で販売、収益で国内外の女
性や子どもたちを支援しています。また、環境保全活
動の拠点として廃食油の回収や生ごみから堆肥が作れ
るダンボールコンポストの販売等も行っています。

川崎市高津区溝口3-15-8

044-829-5238 we21-takatsu＠tbz.t-com.ne.jp

リユース・リサイクルでアジアの女性や
子どもたちの自立・医療・教育支援

＜主な活動内容＞

★ リユース・リサイクルのチャリティショップ「ＷＥショップ・
たかつ」の運営

★ 国内外の女性や子どもたちの自立・医療・教育支援に寄付する事業
★ 廃食油の回収、ダンボールコンポストの販売等の環境保全活動

ＮＰＯ等支援環境国際協力人権・平和

認定

キーパーソン２１

子ども 社会教育 まちづくり

0
主に小中学生から大学生世代に対して、様々な社会人
との交流の場を作り、自分の将来について考えるきっ
かけを持つことで、一人ひとりが視野を広げ、社会へ
旅立つことの自覚と自立心を醸成していけるよう寄与
することを団体の目的としています。

川崎市中原区新丸子東2-907-25 ハイツ武蔵小杉704

044-431-0420 info＠keyperson21.org

主体性を引き出し、生きる力を育むキャ
リア教育に取り組む認定ＮＰＯ法人

＜主な活動内容＞

★ 川崎市学習支援・居場所づくり事業・川崎市寺子屋事業
★ キャリアプログラムの開発（オンラインプログラム・講師養成）
展開事業（まちづくりプロジェクト、家庭・学校・大学生向け
プログラム実施）

認定

指定

神奈川被害者支援センター

0
当センターは、神奈川県公安委員会から「犯罪被害者
等早期支援団体」の指定を受けた民間の被害者支援団
体です。神奈川県犯罪被害者等支援条例により設置さ
れた「かながわ犯罪被害者サポートステーション」で
犯罪に遭われた方などへ支援を行っています。

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

045-328-3720 k-shien＠kanagawa-vsc.or.jp

神奈川県、県警と一体となり、犯罪被害
者等への支援活動を行っています。

＜主な活動内容＞

★ 電話相談、面接相談︓犯罪被害者等からの相談に応じています。
★ 付添支援︓希望により検察庁、裁判所等へ支援員が付き添います。
★ カウンセリング︓臨床心理士等によるカウンセリングを行います。
★ 自助グループの活動支援︓遺族等が集い支え合う場を提供します。

災害救援人権・平和

認定

指定

別冊



ぐらすかわさき

まちづくり

0
誰もが暮らしやすい地域社会をつくるため、地域課題
の解決を目的として、市民活動、障がいのある人たち
や地域の人たちが集う交流スペースの運営などを行っ
ています。

川崎市中原区新城5-2-13 

044-872-9325 info＠grassk.org

このまちに暮らす様々な人が今よりも深
く繋がること、それが私達の願いです。

＜主な活動内容＞

★ 八百屋＆コミュニティカフェ「メサ・グランデ」の運営
★ 地域活動支援センター「メサ・グランデ」の運営
★ 地域の縁側「遊友ひろば」の運営
★ コミュニティビジネスの創業・継続の支援

ＮＰＯ等支援

認定

指定 すずの会

0
高齢期の悩みを自分事と考え、地域の医療・介護・福祉
のネットワークを整えて、住民主体の「地域包括ケア」
の実践を行っています。「気になる人を真ん中に」ボラ
ンティアの介護予防、生きがいにもなる共生型居場所を
中心に活動しています。

川崎市宮前区西野川1-19-14

044-755-7367 keiko-s@h6.dion.ne.jp

「ちょっと困ったとき鈴を鳴らして下さい」
高齢者の暮らしを支える活動を実践。

＜主な活動内容＞

★ 介護予防事業 居場所「すずの家」の運営
★ 地域ネットワーク事業「野川セブン」企画・運営
★ 調査研究事業
★ 研修事業

認定

保健医療福祉 社会教育 まちづくり 子ども 経済 職業能力・雇用機会

ＮＰＯレインボー

社会教育

0
川崎市内を中心とした地域で介護認定を受けた方や
障がいを持った方を対象に移送サービス、生活支援
サービスを行っています（スタッフは有償ボランティ
ア）。また、サービス付き高齢者向け住宅の管理運営
を行い安心して暮らせる住まいを提供しています。

川崎市川崎区大師町6-7

044-270-0220 reinbow@union.email.ne.jp

高齢でも障がいがあっても、住み慣れた
地域で安心して暮らせるよう支援します。

＜主な活動内容＞

★ 移送サービス（病院への通院や入退院、買い物等外出時の送迎）
★ 生活支援サービス（介護保険等対象外の家事援助）
★ サービス付き高齢者向け住宅の運営
（60才以上で一人暮らしが可能な高齢者が対象）
【レインボーの家 川崎大師16室、レインボーの家 上平間20室】

指定

保健医療福祉

アクト川崎

子ども社会教育まちづくり

0
多くの市民団体、事業者、学校、行政と連携しながら、
川崎市内の環境保全、地球温暖化防止対策、ＣＯ２削
減の活動を推進するとともに、文化、社会教育、子ど
もの健全育成を図る人材育成、活動支援を行っています。

川崎市宮前区神木本町1-14-12

＜活動拠点＞川崎市地球温暖化防止活動推進センター

044-813-1313 act-kawasaki-jm＠nifty.com

私から！はじめる・つながる・エコシティ
かわさきへ！－SDGsを視野に入れて…

＜主な活動内容＞

★ 川崎市地球温暖化防止活動推進センターの企画・運営
★ 小黒恵子童謡記念館の企画・運営
★ こどもエコちゃんずクラブの企画・運営【自主事業】
★ エコぷらっとＣ３（事業者と市民をつなげる事業）【自主事業】

ＮＰＯ等支援環境 学術・文化等

認定 認定

mailto:044-755-7367keiko-s@h6.dion.ne.jp
mailto:044-270-0220reinbow@union.email.ne.jp


かわさき創造プロジェクト

子ども 社会教育

0
会員のライフワークを生かし、シニアの社会参加支援、
子どもの教育支援、地域情報受発信などの活動を中心
として、市民団体、行政と協働、連携しまちの活性化
を推進します。

川崎市多摩区中野島6-29-1 新多摩川ハイム4号棟101

044-951-1089（事務局・自宅） secretary＠kawasaki-sozo.net

シニアの持つ知識や経験を生かし、地域
のシニアのセカンドライフを支援します。

＜主な活動内容＞

★ シニアの社会参加支援事業︓パソコン・スマホ教室、傾聴講座、
シニアライフ講演会、地域コミュニティ「ゆうゆうサロン」

★ 教育支援事業︓小学校のPC学習支援、遊びと学びの寺子屋
★ 地域情報受発信事業︓ポータルサイト「かわぽ」で情報発信

ＮＰＯ等支援まちづくり 情報化社会

指定

認定

あさお市民活動サポートセンター

0
２００８年に発足。２００名近い正会員に支えられ、
麻生市民交流館やまゆりを５０名超のボランティアで
運営、市民の交流や活動促進の支援活動を行っている。
やまゆりテック・あさお区民記者クラブなどが生まれ、
６００超の利用登録団体のサポートをしている。

川崎市麻生区上麻生1-11-5

044-951-6321 kouryukan-yamayuri＠view.ocn.ne.jp

麻生区の市民活動の中間支援機能として、
コミュニティづくりのエンジン役に！

＜主な活動内容＞

★ 麻生市民交流館やまゆりの企画運営
★ 委託事業として市民活動相談・地域コミュニティ活動支援など
★ 自主事業として区民講師講座・ＰＣ勉強会、やまゆり楽芸会など
★ 区民記者による市民活動団体の紹介などの広報活動

まちづくり ＮＰＯ等支援

指定

認定

川崎市サッカー協会

子ども

0
広く川崎の一般市民を対象に、サッカー競技を通じて、
地域住民の交流・支援を理念に、各種スポーツ施設の
管理・支援、各種スポーツ関連団体への協力・支援の
基、サッカー競技者の健全育成とスポーツの振興を図
り、広く公益に寄与することを目的とする。

川崎市中原区小杉町1丁目526-23 武蔵小杉マンション104

044-733-7655 info＠kawasaki-fa.com

サッカーを通じ地域における健全育成と
世代間交流の場づくり

＜主な活動内容＞

★ 少年少女からシニアまでのサッカー大会及び協議会の企画・開催
★ サッカー競技の啓蒙及び振興に関する事業
★ サッカー選手及び指導者・審判等の育成及びその支援に関する事業
★ 地域住民の交流のための支援に関する事業

学術・文化等 保健医療福祉

認定

秋桜舎

子ども 社会教育まちづくり

0
加速度的に少子高齢化が進行する現代社会において、
「デイサービス事業（高齢者福祉）⇒介護支援」と
「保育園事業（児童福祉）⇒共働き支援」を二大中核
事業とし、国を支える「生産年齢人口」を支援してい
くことで、持続可能な社会の実現に貢献するNPO法人。

川崎市多摩区三田2-5-3

044-932-2425 cosmos＠mail.kinet.or.jp

「デイサービス事業」と「保育園事業」
を二大中核事業とするＮＰＯ法人

＜主な活動内容＞

★ デイサービスセンター（介護支援）
★ ケアプランセンター（ケアプラン作成）
★ こすもす保育園（共働き支援）
★ ふれあいセンター（介護予防）

保健医療福祉

認定

指定



教育活動総合サポートセンター

子ども 社会教育

0
家庭や学校、地域の方々と連携して、様々な事情から
学校に行けずに悩んでいたり、勉強が苦手で困ってい
たりする子どもたちのために、教職経験豊かなスタッ
フがマンツーマンで学習の支援等を行っています。

川崎市高津区下作延5-11-8

044-877-0553 support0731＠luck.ocn.ne.jp

明るく豊かな社会の実現に寄与するサポー
トセンター“子たちに力を”スローガンに

＜主な活動内容＞

★ 不登校等に悩む児童生徒及び保護者への相談活動
★ 不登校・いじめ・学習不振に悩む児童生徒への学習支援
★ 生活困難世帯等の児童生徒への学習支援・居場所づくり、地域の寺子屋
★ 学校サポーター配置事業、臨任研等指導員配置事業 など

ＮＰＯ等支援学術・文化等 保健医療福祉

認定

フリースペースたまりば

子ども 社会教育

0
学校や家庭・地域に居場所を見出せない子ども・若者
たちの居場所づくり。多彩な講師陣による様々な講座
などを通して多様な学び・生き方を支援しています。
また、生活困窮世帯の中学生への無料学習会やひきこ
もりの若者の居場所づくり・就労支援など。

川崎市高津区千年435-10

＜活動拠点＞川崎市子ども夢パーク

044-833-7562 freespace＠tamariba.org

誰もが安心して過ごせる居場所づくりと
学校外の学び育ち・就労支援など

＜主な活動内容＞

★ 居場所（子ども夢パーク・フリースペースえんなど）の開設と運営
★ 学校外の多様な学び・生き方を支援（各種講座や個別学習の支援）
★ 不登校・ひきこもりなどで悩む本人や家族等の相談活動（要予約）
★ 生活困窮家庭のひきこもりの若者の居場所づくりと就労支援

人権・平和

認定

くるみ－来未

子ども

0
自閉症スペクトラムなど発達障害のある当事者とご家
族を中心に、普段ご家族だけではチャレンジしにくい
イベントの企画・運営をしています。支援者も含めた
みんなでの高尾山登山やアウトドアクッキングは毎回
好評です。ご一緒にいかがでしょうか︖

川崎市中原区上平間1264-3

044-567-5511 kurumi.naoto＠gmail.com

障害の有無や年齢、性別、国籍などの
垣根のない社会づくりを目指しています。

＜主な活動内容＞

★ インクルーシヴな地域社会づくりに寄与するための事業
★ 自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル向上に寄与する事業
★ 自閉症スペクトラム等に関する普及啓発事業
★ 自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル等の情報提供事業

情報化社会保健医療福祉

指定

認定

ＮＰＯ等支援

かわさき市民アカデミー

社会教育 まちづくり

0
市民の生涯学習と社会参加意欲に応えるため、専門的
で継続的な学習と研究の場として、1993年10月に開
学しました。政治、経済、歴史、文学、自然科学、環
境、音楽、芸能、美術、地域に密着した川崎学等年間
100講座以上開講し、延べ7000人が学んでいます。

川崎市中原区今井南町28-41

044-733-5590 info＠npoacademy.jp

生涯学習を目的とした誰でも参加できる
市民のための市民による市民大学

＜主な活動内容＞

★ 時代の半歩先を見据え、優れた講師陣による充実した講座を開講
★ 「学びの場」・「自分さがしの場」・「仲間づくりの場」を提供
★ 地域社会との結びつきを大切にした「地域協働講座」を開講
★ 学習成果としての社会参加を応援

学術・文化等

指定

認定


