
サポセン登録団体データベース_R4.10月現在

法人格

福祉 子ども
文化・ス
ポーツ

まちづくり
ボランティ

ア
国際交流 ＮＰＯ法人

1
明るい社会づくり運動岩瀬・須賀川地区協議
会

子ども まちづくり 明るい社会づくり運動福島県協議会の事業目的を推進すること

2 NPOはっぴーあいらんど☆ネットワーク まちづくり
福島県の復興支援を目指す被災者、避難者に対して、自立支援、保養事
業に関する活動を行い、福島県民に寄与することを目的とする。

3 npo百笑屋敷
　　　ヒャクショウヤシキ

まちづくり

心と体と地球のために温暖化防止、環境保護、永続可能な循環型農的生
活を実践し、年齢や障がいなどの垣根をとりはらい、それぞれの恵みを活
かし合えるような、みんなが笑顔で支え合えるゆるやかなネットワークを作
ること

4 NPO法人未来のかけはし福島
文化・ス
ポーツ

ＮＰＯ法人
広く一般市民に対して、世代を越えた交流の場を提供し、心身の健全な育
成に寄与することを目的とする。

5 奥州須賀川松明太鼓保存会
文化・ス
ポーツ

（１）須賀川市の伝統行事である「松明あかし」を太鼓の音により盛り立てる
とともに、郷土を愛する人づくりに貢献する。
（２）「松明太鼓」が、市民の守育のもと、市民の心のよりどころとなるべく、
郷土の伝統芸能として確立を図るとともに、その保存及び普及啓蒙に努め
る。

6 音訳サークルかわせみ 福祉
須賀川市在住の視覚障がい者に、晴眼者との情報格差をできるだけ少なく
するために、文字情報から音声情報に変換し、速やかに伝達すること。

7 合唱団「あいりす」
文化・ス
ポーツ

・健康維持のため・歌う喜びを満喫するため
・合唱を通じて団員の親睦を図り、質の向上に努める
・合唱音楽の普及・発展を図る

8 ククナオカラ
文化・ス
ポーツ

フラダンスを通して、健康づくりと会員相互の交流を図ること

9 公益社団法人　須賀川青年会議所 まちづくり
青年の立場において会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに明るい
豊かな地域社会の創造並びに日本の平和と繁栄に寄与し、国際的理解と
親善を深めることを目的とする。

10 高齢者介護を考える会 福祉
・高齢者が地域の中で安心して日常生活が送れるよう家族や地域の人々
と一緒に学習を行うこと。
・通年認知症について理解を深め、認知症予防に取り組むこと。

11 郡山調停協会須賀川支部 福祉
裁判所との協調のもとに、調停制度の普及発展に努め、かつ会員相互の
親睦融和を図ること

12 ｋｏｋｏｙｏｒｉ
ココヨリ

子ども まちづくり
会員相互の協力、協調のもとに、さまざまな体験や交流を通して、地域全
体で子どもたちのこころとからだを育てるために大人たちもつながりを持ち
共に学び育つ環境をつくることを目的とする。

13 須賀川かるた愛好会
文化・ス
ポーツ

百人一首の伝統を受け継ぎ、全日本かるた協会の、かるた競技の基準に
従い、情操教育並びに健全なスポーツ競技としての友愛を深めることを目
的とする。

14 須賀川棋友会
　　　　　　　キユウカイ 文化・ス

ポーツ
日本棋院の方針に沿って、囲碁将棋普及活動を行い、会員相互の親睦と
棋力向上を図ること

15 須賀川弓道会
文化・ス
ポーツ

弓道の普及・振興に務め、会員の弓道の研修と体力向上、スポーツ精神
の滋養及び、会員相互の親睦を図り、もって社会文化の進展に寄与するこ
とを目的とする。

16 須賀川市スポーツ鬼ごっこ愛好会 子ども
文化・ス
ポーツ

一般社団法人鬼ごっこ協会の目的に従い、スポーツ鬼ごっこやその他の鬼
ごっこ等を通じ青少年および青年の健全育成、体力向上、地域の活性化、
国際交流、世代間の交流等に資することを目的とする。

17 須賀川市手をつなぐ親の会 福祉 子ども 知的障がい児（者）を守りその福祉の増進を図る。

№ 団体名

主な活動区分

目的
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18 須賀川シニアリーダーズクラブ 子ども
ボランティ

ア
子ども会指導、高校生の自己研修及びレクリエーションに関すること、関係
団体との交流

19 須賀川市の防災を考える会
ボランティ

ア
須賀川市内において、市民の防災・減災に対する意識の向上に寄与する
ことを目的とする。

20 須賀川市婦人会連絡協議会
ボランティ

ア
市内単位婦人会の連絡協調をはかり、婦人の教養を高めて、地域の向上
と地域社会の福祉増進をはかることを目的とする。

21 須賀川市ボランティア連絡協議会 福祉
ボランティ

ア
ボランティア団体及び個人ボランティアの相互連携を図り、お互いに研鑽を
積むとともに、ボランティア活動の普及に努めることを目的とする。

22 すかがわ・市民後見制度の会 福祉
会員の後見制度の知識向上と会員相互の親睦jを図り、なおかつ後見制度
を必要とする人のため、社会福祉協議会と協力し、広報活動を進め、後見
制度の普及を図ること。

23 須賀川手話サークルあゆみ会 福祉
手話を学ぶと共に、ろうあ者と健聴者が共に手をとりあい、お互いの知識を
高め、会員相互の親睦を計ることとする。

24 須賀川知る古会
　　　　　　　　シルコカイ 文化・ス

ポーツ
まちづくり

須賀川の歴史・建築物・景観・樹木・人との交流を通してまちへの関心や愛
着心を深め、地域の歴史文化の継承とまちが活性化することを目的とす
る。

25 須賀川スクエアダンスクラブすまいる
文化・ス
ポーツ

社会体育、レクリエーションとしてのスクエアダンスを広く普及振興させるた
め、会員相互の連絡、交流並びに研究を行い、その資質の向上を図ること
を目的とする。

26 すかがわ松明連
文化・ス
ポーツ

YOSAKOIソーラン踊りを通し地域の活性化を図るとともに会員相互の親睦
と健康づくりを育むこと。

27 須賀川地区BBS会
　　　　　　　　　ビービーエスカイ

子ども まちづくり
青少年の健全なる育成を図り、友達活動の実施や非行少年の更生を目的
として会員相互の協力のもとに青少年の育成事業に貢献する。

28 須賀川地方健康を守る婦人連盟 福祉
健康増進に関する各種施策の推進並びに市、町、村婦人団体の運営指導
育成並びに関係機関との協調にあたること。

29 須賀川地方聴力障害者会 福祉
ろうあ者・ろう者、相互が助け合い励ましあって自立を図るとともに、福祉の
増進及び、その文化の向上に努め、社会的地位の向上を図ることを目的と
する。

30 須賀川地方ユネスコ協会
文化・ス
ポーツ

ボランティ
ア

国際交流
ユネスコ憲章の精神に則り、教育・科学・文化を通じて、国際理解と国際協
力を進め、世界の平和に貢献し、あわせて地域社会の向上と会員相互の
親睦に寄与することを目的とする。

31 須賀川中央商店街振興組合 まちづくり
加盟事業者の商業環境整備
街区内商業、居住、交通環境の整備

32 須賀川に清流を取り戻す市民の会 まちづくり
下の川（須賀川）の水環境の保全を図り、地域の環境保全に貢献するとと
もに、地域に安らぎと潤いを創出すること。

33 すかがわ昔話の会
文化・ス
ポーツ

まちづくり

須賀川市及びその周辺地域の民話を拾い集め、方言で語ることで、民話
に込められた先人の思いを次世代へ伝承する。
要請に応じて民話を語るボランティア活動を通して、社会に貢献するととも
に、会員相互の親睦を図る。

34 須賀川メンズ・クッキング倶楽部
文化・ス
ポーツ

男性の調理技能の向上による自立と健康の増進
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35 点訳・ふれあいの会 福祉
視覚障害者の求める情報を点訳して提供し、情報環境の向上に寄与する
とともに、会員の親睦と啓蒙普及を目的とする。

36 童謡の会「カナリヤ」
文化・ス
ポーツ

日本の童謡・歌曲を楽しみながら、人と人との和を深めることを目的とす
る。

37 特定非営利活動法人OYAKODOふくしま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オヤコドー

子ども まちづくり ＮＰＯ法人

子育てにかかわるすべての一般市民に対して、子育て支援に関する事業
や子どもの育成を支える地域コミュニティづくりに関する事業を行い、子ど
もの健全な育成と子ども及び子育て親の多様性を認め合いながらそれぞ
れが活気ある暮らしを送ることができる地域づくりに寄与することを目的と
する。

38 特定非営利活動法人チャチャチャ21 まちづくり ＮＰＯ法人

「歴史と文化の再発見こそまちづくりの原点」との理念のもとに、市民が主
体となり市民活動団体、特定非営利活動法人、公益団体、公共団体、自治
体、教育機関、企業等、地域社会を構成する個人、組織と積極的に連携
し、広く内外に向けた須賀川の情報発信に関する事業の展開を図ると共に
まちづくり活動を推進し、地域社会の振興並びに不特定かつ多数のものの
利益の増進に寄与することを目的とする。

39
特定非営利活動法人夢くりえいとＴＫＢすか
がわ

まちづくり ＮＰＯ法人

須賀川市の地域資源を活用したまちづくり、または、一般市民の資質向
上、健康増進、人材育成に関連する市民活動を行うとともに、それらを支
援することを通じて須賀川市の魅力を高め、まちづくりの推進と文化の振
興に寄与すること。

40 中通り南・結婚おせわ会 まちづくり

結婚を希望する人に対して、一組でも多く結婚できるようおせわ・手助けを
すること、会員相互の連携・親睦を図り、ふくしま結婚子育て応援センター、
各市町村担当部門と協力し、会の周知啓蒙広報活動を進め、福島県世話
やき人制度の普及を図ることを目的とする。

41 日本舞踊愛好会
　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤゾノリリュウ

（雅園流　みやび会）
文化・ス
ポーツ

会員相互の親睦を図り、個々の教養と知性を高め、健康管理に努め各種
事業に参加する。この会の中に日本舞踊の伝統を継承するため子ども教
室を設け、ともに研鑽していくことを目的とする。

42 火祭りで須賀川とイタリアを結ぶ会
文化・ス
ポーツ

まちづくり 国際交流
須賀川の松明あかしとイタリアのアブルッツォ州ファラ・フィリオールム・ペト
リの聖アントニオ祭という火祭りを通して、地域・教育他様々な分野での国
際交流を図り、広くすかがわの松明あかしのPRと社会に貢献する。

43 福島Dreams 福祉
文化・ス
ポーツ

バスケットボールの楽しさを知り、バスケットボールを通した人間形成、社
会参加、健全な余暇活動、バスケットボールの技術・知識習得、健康増
進、相互親睦等を図る。また、バスケットボール活動を通して、精神障がい
のある方の自立や心身の健康を目指し、社会参加や交流を図る。

44 プルメリア
文化・ス
ポーツ

フラダンスを通じて地域の活性化と会員相互の親睦と健康づくりを図るこ
と。

45 要約筆記通訳すかがわ 福祉
難聴者及び聞こえに何らかの障がいがある人たちへの支援として、その場
の音声情報を文字情報に替えて通訳行為をすることを目的とする。

46 F・D・C舞夢
フォークダンスクラブマイム 文化・ス

ポーツ
フォークダンスを通して健康づくりと明るい街づくりを図る。

47 鈴蘭の会 福祉
ボランティ

ア
服部ケサの人道的偉業と貢献を多くの人々に伝え継承するとともに社協が
行う諸推進活動に参加、協力し、もって社会福祉の増進に寄与すること。

48 フレンズ 福祉
地域に生活する知的障がいを持つ方々が自分の役割を果たし、皆と協力
し合いながら地域の方々とかかわって活動していく。

49 マミーズガーデン 子ども まちづくり
子育て世代に関心の高い独自の企画の遂行により、母親が地域社会と繋
がりを持てる機会を設け、子育ての孤立防止に努める。また、子育てをみ
んなで楽しむことができる地域社会を創造する。

50 特定非営利活動法人すばる 福祉 ＮＰＯ法人

精神障がい者に対して、自立生活促進を支援し、社会復帰、社会参加に関
する事業を行い、また福祉の増進を図るとともに地域住民が相互に人格と
個性を尊重し安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与するこ
と。
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51 特定非営利活動法人翠の家 福祉 ＮＰＯ法人
障がい児・者をはじめとする社会的弱者に対して、社会参加と自立に対す
る支援活動に関する事業を行い、誰もが安心して暮らせる地域社会の実
現に寄与することを目的とする。

52 須賀川市赤十字奉仕団 福祉
ボランティ

ア

赤十字の人道博愛のもとに、すべての人々のしあわせを願い、明るい住み
よい社会を築き上げていくため、日本赤十字社の奉仕者組織の一員として
自覚を持ち、各種事業促進のため、活動を行うことを目的とする。

53 須賀川市中央図書館ブック・クラブ
文化・ス
ポーツ

読書を通じての親睦

54 ＮＰＯ法人お結
ムスビ

まちづくり ＮＰＯ法人 充実した生涯を送るためのサポート（異業種交流や縁づくり）を図る。

55 福島アクティブキッズproject 子ども
文化・ス
ポーツ

まちづくり
福島のこどもたちに運動の楽しさを広く伝えて、体力の向上と健全育成に
貢献し、福島のよりよい未来づくりを目指す。

56 キッズ・オハナ 子ども
文化・ス
ポーツ

いけ花を通して技術と感性とともに会員の親睦を深めることを目的とする。

57 須賀川商工会議所青年部 まちづくり

青年経済人としての特性とその果たすべき役割を自覚し、会員の資質の向
上と会員相互の交流を通じて、将来を展望した企業の近代化と、商工会議
所活動への参画・協力を通じて、地区内における商工業の振興と豊かな地
域経済社会を築くことを目的に、対内外的に様々な事業を展開する。

58 須賀川共労育成園 福祉
地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援すること。

59 つばさ～日中ハーフ支援会 国際交流
日本と中国の子供たち及び親たちの交流の場を作り、互いの文化を理解し
合うこと。

60 国際ソロプチミスト須賀川 国際交流
国際ソロプチミストとは、理解、促進、提唱、活動を通じて女性と女児の生活と地位
向上のために努め、世界132か国3,000クラブに約75,000人の会員が所属し、力強
くダイナミックに発展を続ける国際的な女性の奉仕団体。

61 ヒッポファミリークラブ須賀川 子ども 国際交流
「ことばと人間」をテーマに、７か国語を中心とした多言語の環境づくりと、家族をは
じめあらゆる年代による多言語の自然習得及び国際交流の実践。

62 NPO法人どあどあ 子ども まちづくり ＮＰＯ法人
すべての子どもたちに対して、子どもたちが素直に成長できるような環境づくり、ま
た、世代を超えて連携できるような地域、社会づくりの実現に寄与する

63 須賀川美術協会
文化・ス
ポーツ

市民向けの展覧会・美術展、市総合文化祭を開催する等、地域の芸術文
化の発展に寄与することを目的とする。

64 PoF（Proud of Fukushima）make
ポフメイク

まちづくり
地域課題の解決に向けて活動し、福島県内の魅力の増進を図ることを目
的とする。

65 そらいろのたね 子ども まちづくり
子どもの健全育成、地域社会の創生、自然環境の再生をかかげ活動し、
社会教育およびまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

66 須賀川市訪問リハビリ研究会 福祉
健康長寿の社会を目指して積極的に情報発信を行ったり、地域住民とふ
れあう機会を設けたりすることで、地域福祉の推進に寄与することを目的と
する。
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