
 

平成 28年 5月 14日（土）13時 30分～14時 30分 

於 袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」 

＜ 次 第 ＞ 

1, 開  会 

2, 代 表 挨 拶 

3, 来 賓 挨 拶 

4, 議 長 選 出    （総会成立報告） 

5, 議   事 

 議第 1 号  平成 27 年度ふらっと市委託事業報告 

 議第 2号  平成 27 年度ふらっと自主事業報告 

 議第 3号  平成 27 年度ふらっと収支報告  会計監査報告 

 議第 4号  平成 28 年度ふらっと役員（案） 

 報第 1号  平成 28 年度ふらっと事業計画 

 報第 2号   平成 28 年度ふらっと収支予算 

（添付資料：ふらっと会則） 

6, 閉   会 

[連絡事項]  

添付；人財バンクリスト（H28/4 市民団体紹介冊子に基づく） 

；総会当日の議事進行風景 

平成 28年度 

「ふらっと」総会 



 

１、委 託 事 業  

市民団体紹介冊子作成 （143 団体掲載） 

作成趣旨：市民活動啓発、協働相手の発掘、課題の抽出と適切な支援への手がかり 

・30 冊作成 公共施設に設置（公民館、交流センター、高等学校、大学校、図書館他） 

・次年度から掲載団体の情報更新及び追加を推進する。 

・人財バンク、協働コーディネートの情報誌として活用する。 

 

② NPO 相談会  

◇ふじのくに西部 NPO 活動センター出張窓口   相談件数合計 5 件  

・毎月第 2 水曜日 13:30～16:30  

◇ふらっと自主開催 NPO 相談         相談件数合計 17 件  

 ★8 月 1 件：NPO 設立相談、活動内容、   

★9 月 1 件：助成金申請書の書き方 

 ★10 月 1 件：イベント開催について、 

★11 月 3 件：ふらっと登録、講座開催、中間支援事業について 

★12 月 4 件：NPO 活動、協働について、活動拡大、広報について 

★1 月 2 件：活動内容、ふらっと登録について 

★2 月 4 件：ボランテイア活動希望、ふらっと登録、片付け業者紹介他、協働提案内容 

 ★3 月 1 件：協働提案内容 

 

③「ふらっと祭」開催   別紙報告書（2 ページ） 

1 月 24 日（日）9:30～12:30  in コスモス館 

 出展関係団体、個人：約 100 名、一般参加者：約 100 名 

 

④ 協働コーディネーター育成講座  別紙報告書（3 ページ） 

 

⑤ 市民団体のふらっと登録 及び情報会員登録の推進     

・登録団体 52   (26 年度から 5 団体増) 

・情報会員 152   (26 年度から 59 会員増) 

・ホームページ更新 

・ふらっと通信  8 紙発刊   

No8   No9   No10   No11   No12   No13   No14   No15 

 

⑥ 人財バンク 別紙「人財バンクリスト」参照 （5～7 ページ） 

◆市民団体紹介冊子作成事業に基づき「団体」の活動及び団体の保有する人財への 

 ネットワークを構築し、今後の拡大と活用を推進する。 

 

⑦ CSR 推進講座 別紙報告書（3 ページ） 

 

＜平成 27 年度ふらっと事業報告＞  
議第 1 号 



④ ⑦別紙報告書 

講 座 名 ◇ 内  容 ◇ 感 想 参加者数 開催日時 会  場 講  師 

「協働への入口」 

・協働、CSR の説明 

・協働コーディネーターの必要性 

感想：協働についてよく理解できた。課

題解決への熱意を持つことが大切 

NPO：15 

一般： 1 

市職員：5 

合計 21 

9/5(日) 

13:30 

～ 

15:30 

袋井北 

公民館 

今村 哲郎氏： 

ふじのくに西部

NPO 活動セン

ター 

副センター長 

「協働コーディネーター育成」1 

・必要性 ・役割 ・技術 

・ファシリテートの学習 

感想：コーディネートの勉強になった。ま 

ちづくりへの関心が高まり意欲が湧いた。 

NPO： 10 

一般： 1 

市職員：5 

合計  16 

9/13(日) 

9:30 

～ 

11:30 

コスモ 

ス館 

山内 秀彦氏： 

NPO 法人地域

づくりサポート

ネット理事長 

「協働コーディネーター育成」2 

・資金獲得のポイント 

・コーディネーターの仕事 

・ワークショップの進め方 

感想：自治会関係者にも参加してほしい

内容。今後も資料が役立ちそう。 

NPO： 5 

一般： 1 

市職員：5 

合計  11 

10/25(日) 

9:30 

～ 

11:30 

袋井北 

公民館 

山内 秀彦氏： 

NPO 法人地域

づくりサポート

ネット理事長 

「CSR 推進」１ 

・事例紹介「実態と取組」 

・CSR への道のり 

感想：多種多様な CSR が有り可能な範囲

で社会的責任を果たしたい。 

NPO： 3 

一般： 9 

市職員：3 

合計  15 

11/15(日) 

9:30 

～ 

11:30 

袋井南 

公民館 

内海 和幸氏： 

東海ビル管理 

株式会社 

管理次長 

「CSR 推進」2 

・今までの協働講座の振り返り 

・「協働」への期待、課題、疑問、方法 

感想：他団体の課題が良く理解できた。

参加団体の情報不足。協働の実現

まで話し合いたかった。 

NPO ：8 

企業： 4 

市職員：1 

合計  13 

12/12(日) 

9:30 

～ 

11:30 

袋井市 

総合セ 

ンター 

4F 

進行：ふらっと 

27 年度中の 

CSR 

活動紹介 

・NPO 法人 COMPAS＋保育所＞ぬり絵を通して子どもの心を読み取り、情操

的育成支援を行う 

・NPO 法人 MIRAI EARTH＋建設会社＞農園・公園作り、耕作放棄地解消 他 

・NPO 法人やくわり＋給食センター＞野菜栽培、障がい者自立支援 

・にゃん友 CLUB＋建築会社＞猫の里親探し、動物愛護啓発活動 

＜全体を通して 反省と今後の方向性＞ 

◇5回を通して参加人数が少なかった。（述べ 76名、1回平均 15名） 

◇開催日時の設定：土曜、日曜の午前中と地域のイベントなどが重なってしまった。 

◇開催場所：100 名参加を想定したことで会場の選択肢が狭まった。毎回変わった。 

◇反省点を考慮し、ニーズに適した内容かどうかを検証する 

◇今後の広報：ターゲットを明確にし、顔が見える発信方法で確実に伝わる広報を

行うことで参加者の確保を目指す 



 

③ふらっと祭 別紙報告書 

ポスター 

セッション 

参加団体 

団 体 名 紹 介 内 容 CSR・協働 

NPO 法人 COMPAS 色彩心理を活用した子育て支援 磐田市内保育園 

一般社団法人袋井シ

ニア支援センター 

助け合い事業、居場所づくり、高齢

者支援、シニアの活躍の場を提供 

いきいき長寿課 

NPO 法人 

ふぁみりあネット 

学童保育事業、ファミリーサポート

事業、高齢者支援、子育て支援 

教育委、福祉、

子育て課 他 

浜岡原発を考える 

袋井の会 

原発被災地復興支援活動 

原発に頼らない社会の実現 

 

袋井山の会 交流、安全、健康、達成感、感動  

新袋井フォーラム 方言かるた作成販売、俳句大会 教育委 

NPO 法人やくわり ET かぼちゃを特産物に、循環農業 食品関係企業 

にゃん友 Club 猫の里親探し、動物愛護啓発活動 市内建築会社 

NPO 法人 

MIRAI  EARTH 

耕作放棄地解消、公園づくり、スポ

ーツ教室、自然体験教室、オリーブ 

市内建設会社 

ふらっと 市民活動支援、協働コーディネート 事務用品販売店 

ステージ 

パフォーマ

ンス参加 

団体、個人 

オカリナ演奏 ふくろうオカリナ合奏団 

歌 結 花 

フラダンス ロケラニ 

相撲甚句 遠州相撲甚句会 

ありがとうの歌（閉会前に披露） ありがとう広め隊 

フリーマー

ケット 

出展団体、 

個人 

NPO 法人やくわり 焼き菓子 他 村松 和未 雑貨、衣類 

浜岡原発を考える会 復興支援品 m&n 焼きそば、雑貨 

あいまいもこ パン類 寺田 裕美 手作り雑貨 他 

神谷製茶 茶 前田 綾子 布製品 

ふらっと 

出展ブース 

寿司、焼き菓子（仕入販売） 輪投げコーナー（景品あり） 

ひめりんご（リサイクル雑貨、衣料） バルーンアート（バルーンハート） 

＜振り返りと来年度に向けて＞ 

・ポスターセッション 10団体中 CSRの活動が 5団体紹介できた。 

・餅まきで人寄せを図ったが最終的に約 50～60 名が残って居たにすぎ無い。 

・1月末という時期、気候も集客には難しい。 

・今後、他市町の NPO 団体との交流も含め参加呼びかけも検討したい。 

・今回の反省を踏まえて、開催内容の検討を行う。 

 

 

 

 



2、自 主 事 業 

①  ふらっと貸し館 関係事業       

・「ふらっと」施設利用：有料講座の収益 5％をふらっとに還元 

・27 年度ふらっと利用者数 約 8,205 名     

 

②  施設備品利活用事業           

・ロッカー等使用料：6 か月毎に徴収  （現在 5 団体活用中) 

・「印刷機器」「ラミネーター」「プロジェクター」「マイク」「テント」 

使用料徴収 

 

③  常設フリーマーケット「ひめりんご」    

・寄付品の整理、販売 

・無人販売方法で自主的に精算し「ありがとう袋」に代金を入れて 

「ポスト金庫」に投函 

 

④  もったいないフェア開催（ 7、9、10、11 月 1 月ふらっと祭） 

・7 月：4 店舗出店  ・9 月：2 店舗出店（雨） ・10 月：5 店舗出店 

・11 月：1 店舗出店（雨） ・1 月（ふらっと祭）：11 店舗出店 

 

⑤  大掃除及び交流会の実施 

・大掃除参加者約 25 名 

・交流会参加者 6 名 

議第 2 号 



１　収入の部         （単位：円）

予 算 額 決 算 額 増 減 額 内 訳

2,208,000 2,208,000 0 市民活動普及事業費

144,000 144,000 0 @3000×48団体

500,000 328,782   △171,218
印刷代、貸館料、
フリマ売上他

10,000 22,163 12,163 利子、その他

380,299 380,299 0

3,242,299 3,083,244   △159,055

        （単位：円）

予 算 額 決 算 額 増 減 額 内 訳

1 623,200 605,776 △ 17,424
250団体調査・143団体
掲載・30冊作成

2 691,200 609,263 △ 81,937 相談23件・窓口業務

3 250,000 148,546 △ 101,454
チラシ印刷、食品仕
入、他

4 150,000 115,674 △ 34,326
講師謝礼、チラシ・資
料作成（3回）

5 96,000 64,500 △ 31,500
HP更新、文書作成、ふ
らっと通信 他

6 76,800 76,208 △ 592 情報収集、人財登録

7 60,000 40,810 △ 19,190
講師謝礼、
チラシ・資料作成

8 1,246,600 1,399,425 152,825

人件費 800,000 857,935 57,935 スタッフ給料

通信費 120,000 145,745 25,745 電話、郵送料

消耗品費 100,000 152,679 52,679
文房具、
印刷機器用品、他

使用料及び
賃借料

186,600 220,285 33,685
カラーコピー機リース
代

備品費 20,000 13,916 △ 6,084 USBメモリー他

雑費 20,000 8,865 △ 11,135
交流会茶菓代、
しめ飾り　他

9 48,499 4,850 △ 43,649 火災保険料、印紙代

3,242,299 3,065,052 △ 177,247

収入総額　　 3,083,244 円
支出総額 3,065,052 円
差引残額 18,192

NPO相談・窓口業務

ふらっと祭

コーディネーター育成

情報会員登録・情報発信

繰越金

合　　計

２　支出の部

区 分

市民活動団体調査

円(翌年度への繰越金)

　　平成28年５月14日   上記の通り報告します。
　　　　　　　　　ふらっと代表　　長島 康男

人財バンク

CSR推進

事務局費

予備費

合　　計

雑収入

平成27年度　ふらっと収支報告

区 分

袋井市委託料

ふらっと登録料

自主事業収入

議第3 号



平成 28 年度ふらっと役員（案） 

 

役 職     氏 名     （所 属 団 体） 

代 表   萩田 房夫  （NPO 法人国際教育文化協会） 

副代表     森 智子   （袋井市青少年育成アドバイザーの会） 

委 員   比那 純   （袋井駅前商店街協同組合） 

委 員   玉川 周平  （公益社団法人袋井青年会議所） 

委 員   根津 幸久  （袋井山の会） 

委 員   村田 美千子 （ユースネット袋井） 

委 員   鈴木 直子  （NPO 法人すずらんの会） 

監 査   谷川 孝信 （一般社団法人 袋井シニア支援センター） 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

事務局運営スタッフ 

 

センター長     山鳥 裕子   （NPO 法人健康文化クラブ）    

事務局スタッフ  佃 良子   

事務局スタッフ  窪野 敬子 

事務局スタッフ  村田 美千子

議第 4号 



委 託 事 業 

① 市民活動団体冊子作成 

・平成 27 年度に作成した冊子（143 団体掲載）の更新及び追加。 

・調査情報の未回収団体と新規団体へのアプローチ。 

・協働コーディネートの情報源として活用する。 

・人財バンクの情報誌として人財育成、人材活用へつなぐ。 

・より多くの市民に活用して頂けるように、冊子の広報を行う。 

 

② NPO 相談会及び窓口業務 

  ・NPO 相談の受付、イベント問合せ、講座受付、問合せ申し込み、その他市民

活動支援の窓口業務を行う。 

  ・受け付けた事案の課題解決の支援を行う。 

  ・市民活動支援のための情報処理業務を行う。 

 

③ 「ふらっと祭」開催 

・市民活動の啓発を目的とし、市民活動紹介、発表の場を提供する。 

・市民及び市民団体の情報交換の場として、ネットワークの拡大を図る。 

・「ふらっと」の周知を図り、市民活動への窓口としての役割を果たす。 

・市内、市外のＮＰＯ団体の交流を図り、ＮＰＯ活動の連携と活性化を図る 

 

④ コーディネーター育成講座 

・市民、NPO、自治会長、市職員を対象としたコーディネーター育成講座を開

催する。 

 

⑤ 情報会員登録推進及び情報提供 

・ホームページ更新  ・ふらっと通信作成、配信 ・登録団体の増加 

・チラシ、情報誌、文書関係の作成発信 ・情報会員の増加 

 

⑥ 人財バンク 

・市民団体紹介冊子等を活用してニーズに対応する人財の確保、及び人財が活

躍できる団体との出会いの実現を目指し、情報収集を行う。 

 

⑦ CSR 推進   ※Corporate Social Responsibility (企業の社会的責任) 

・講座開催、事例発表、情報発信、交流、連携を通して（企業、NPO、行政）

の CSR 推進を図る。 

＜平成 28 年度ふらっと事業計画＞  

報第 1 号 



自 主 事 業 

① 「協働まちづくり事業」提案サポート事業 

・提案内容についてのアドバイスを行い、より公益性の高い事業を提案

者と共に考え提案書を作成する。 

・提案書の内容、書き方のアドバイスを行い、審査委員に納得、理解さ

れる事業提案のサポートを行う。 

 

② ふらっと貸し館 関係事業 

・ふらっと施設の円滑な活用をサポートする為、施設管理業務を行う。 

・有料講座及び委託料、会費が発生する活動での使用は、参加費または講

師謝礼の 5％を「ふらっと」に還元する。 

 

③ 施設備品利活用事業 

・コピー機及び印刷機器関係の、安全な利活用に関わる管理業務を行う。 

★カラーコピー機使用に関しては「情報会員」も利用可とする。 

・プロジェクター、ロッカー、マイク等の利活用を促進し、活動支援を

行う。 

 

④ 常設フリーマーケット「ひめりんご」 

・リサイクル、リユースで「心の豊かさ」を育み CO2 削減に貢献する。 

   ・常設、無人販売のメリットを活かした事業で、利便性と市民活動啓発 

につなげていく。  

・誰でも「買える」、誰でも「寄付できる」もったいない精神を啓発する。 

 

⑤ もったいないフェア開催（7 月、11 月ふらっと祭、3 月） 

・地域に定着する「もったいないフェア」を目指して定期的に開催する。 

・「もったいない活動」の理解を広げ、ふらっとが「交流の場」となり、

地域の活性化と「まちづくり」へのきっかけ作りを図る。 

・広く参加者を募り、広報することで「ふらっと」周知を図り NPO 活動   

啓発を目指す。



「ふらっと」会則 （H27 改訂版） 

 

（名称） 

第 1条 この会は、「ふらっと」と称する。 

（事務所） 

第 2条 「ふらっと」は、事務所を袋井市方丈 3丁目 5番地の 11 

袋井市協働まちづくりセンター「ふらっと」（以下「まちづくりセンター」という。）に

置く。         

（目的）     

第 3条 「ふらっと」は次の事項を目的とする。 

（1）市民活動団体の自主的・主体的で営利を目的としない活動を支援する。 

（2）情報の交換や研修の機会を通し、協力して地域課題に取り組む。 

（3）袋井市が目指す「協働まちづくり」の推進を図る。 

（4）「まちづくりセンター」 の円滑な管理・運営を行なう。 

（事業） 

第 4条 「ふらっと」は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（1）情報交換会（定期・臨時） 

（2）研修（視察・講座・体験） 

（3）先駆的活動（市民ニーズの実現） 

（4）情報の発信 

（5）行政への提言 

（6）行政・企業及び各種団体との連携 

（7）協働事業の支援 

（8）「まちづくりセンター」利用者の利便性の向上 

（構成） 

第 5条 「ふらっと」は次に掲げるものによって構成する。 

（1）袋井市内でＮＰＯまたはボランティア活動をする団体のうち、第 3 条及び第 4 条に賛

同し、「ふらっと」の委員会で承認された団体。 

（役員等）                              

第 6条 「ふらっと」は次の役員を置く                

（1）代表  1名 

（2）副代表 1名 

（3）委員  5名 

（4）監事  1名 

2. 役員は委員会で選出する。 

3．役員の任期は 1 年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、その

前任者又は現任者の残任期間とする。 

4．役員は、再任されることができる。 



（会費） 

第 7条 「ふらっと」の登録団体は、年度会費 3,000 円とする。     

（会議） 

第 8条 「ふらっと」は必要に応じて総会、全体会、委員会を開催する。                            

2．会議は代表が招集する。 

（総会） 

第９条 総会は全ての登録団体で構成する。 

2.  総会は次に掲げる事項を協議する。 

（1）会則の変更 

（2）役員の承認 

（3）事業報告及び収支決算に関する事項 

（4）その他、「まちづくりセンター」に関して必要と認められる事項   

3． 総会は登録団体の過半数の出席で成立する。 

4． 総会の議事は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合の議決権は議長にある。 

（全体会） 

第 10 条 全体会は登録団体と必要に応じてその他の団体、個人等によって構成する。 

2． 全体会は次の目的で開催する。 

（1）登録団体への情報発信 

（2）登録団体、行政、その他の情報交換 

（委員会） 

第 11 条 委員会は代表、副代表、委員で構成する。 

2． 委員会は次の事項を協議する。 

（1）「まちづくりセンター」の運営に関する事項             

（2）事業計画及び収支予算並びにその変更に関する事項 

（3）登録団体の承認 

3.  委員会は役員と委員の過半数の出席で成立する。 

4.  委員会の議事は役員と委員の過半数で決定する。賛否同数の場合の議決権は代表にある。 

（事務局） 

第 12 条 事務局を「まちづくりセンター」におき、本会の庶務及び会計はセンター長及び

その団体が行う。 

（会計） 

第 13 条 「ふらっと」の会計は会費及びその他収支を持って充てる。 

2．「ふらっと」の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

3．「ふらっと」は経理を適切に執行する。 

（委任） 

第 14 条 この会則に定めるもののほか必要な事項は総会の決定を経て、代表がこれを定め

る。 

 



附 則 

１ この会則は、運営会議設立の日から施行する。 

２ この運営会議の設立当初の役員等は、第 6条の規定にかかわらず別に定める。 

３ 平成 19年 5月 26日 改定 

４ 平成 20年 5月 10日 改定 

５ 平成 21年 5月 17日 改定 

６ 平成 22年 5月 15日 改定 

７ 平成 23年 4月 2日 改定 

８ 平成 27年 4月 4日 改定 



分 野 団 体 名 連絡先  備 考 

福  祉    mama＋(ママぷらす) 090-8457-5480 子育て支援 

一般社団法人 袋井シニア支援センター 0538-45-0355 助け合い（高齢者、障害者、子どもその他） 

照の会 0538-23-2494 視覚障がい者支援 

袋井市介護保険研究会 0538-44-3152 介護保険全般 

袋井図書館 音訳ボランティア みずのわ 0538-42-5325 視覚障がい者支援 

ゆずり葉 0538-42-5367 紙芝居 

要約筆記サークル OHPふくろう 0538-49-0591 聴覚障がい者支援 

 

スポーツ・健康 NPO法人 F-natural LOHAS Club 0538-23-4878 健康推進 

NPO法人 アートスポーツ 090-4193-8205 新体操 

一般社団法人 袋井市スポーツ協会 0538-42-1920 スポーツ普及 

浜松ラフタークラブぴぽぱの会 080-3695-5846 ラフターヨガ他 

袋井市エアロビック連盟 090-7604-0684 エアロビック 

袋井市マインドスポーツ協会 0538-23-3397 囲碁、オセロその他 

袋井市陸上競技協会 0538-42-1920 陸上競技 

レゾンフットボールクラブ 0538-23-0120 サッカー 

 

健康・まちづくり NPO法人 いきいき・いわた 0538-23-5258 気功 

 

健康・食育 袋井市健康づくり食生活推進協議会 0538-42-7410 食育 

多文化共生 JLFF外国人のための日本語学習会 090-7033-6368 日本語、在日外国人支援 

NPO法人 国際教育文化協会 0538-30-6466 日本語、在日外国人支援 

いろはにほんごくらぶ 090-5601-5778 日本語、在日外国人支援 

袋井国際交流協会 0538-43-8070 日本語、在日外国人支援 

 

スポーツ・教育 袋井市スポーツ推進委員会 0538-44-3129 スポーツ普及 

袋井デザフィーオフットボールクラブ 0538-43-8747 サッカー 

市民団体紹介冊子に基づく 人財バンクリスト  （H28,4） 



子育て支援 あさば子育て広場「チュンチュン」 0538-23-3014 子育て支援 

環境・防災 白木を守る会 0538-48-6710 太陽光、山芋 

教育・環境 いまい保全の会 0538-42-0672 環境教育 

教育・文化 

 

 

 

NPO法人 健康文化クラブ 0538-23-8186 健康、文化、復興支援、リサイクル 

一般社団法人 袋井市文化協会 0538-49-3443 文化振興 

花日和の会 090-2343-2570 生け花 他 

袋井丸凧の会 0538-43-3186 丸凧作り 

 

教育・青少年 SWOSの会 054-271-4028 心の教育 

えほんの会 0538-23-5835 絵本の読み聞かせ 

おはなしの会 赤いローソク 0538-42-5325 おはなし会他 

紙芝居ボランティア 0538-23-2342 訪問紙芝居 

伝統文化こどもいけばな教室 0538-23-2342 生花 

日本宇宙少年団袋井分団 090-4083-9507 科学教育 

袋井むかし話の会 0538-49-0328 昔話の再現、リニューアル 

読み聞かせの会「ゆりかご」 0538-23-4607 訪問読み聞かせ 

 

環境・まちづくり 桜管理ふれあいの会 0538-43-4529 桜管理 

にゃん友 Club 070-1616-1013 動物愛護 

袋井 EMショップはこべの会 0538-43-4410 環境対策 循環農業 

袋井さくらを育てる会 0538-42-9622 桜管理 

袋井市観光協会 0538-43-1006 観光 

 

教育・まちづくり NPO法人 色彩心理診断士協会 COMPAS 0538-86-3486 色を使ったカウンセリング 

スマイルリンクパソコンサークル 090-6618-0619 パソコン 

福祉・教育 NPO法人あそび子育て研究協会 053-583-1747 子育て支援 

手話サークルふれあい 0538-43-6468 聴覚障がい者支援 

 



 

 

防災・まちづくり 袋井市災害ボランティアの会 090-9898-0357 防災  減災  教育 啓発 

文化・まちづくり ママフラメンコ カラバーサ 090-2944-2186 フラメンコ 

まちづくり NPO法人 たすけあい遠州 0538-43-7775 助け合い 

NPO法人 日本瓦葺技能継承甍会 0538-42-4736 日本建築伝承 

NPO法人 ふぁみりあネット 0538-43-2288 助け合い 学童保育 他 

公益社団法人 袋井青年会議所 0538-31-8233 まちづくり人財育成 

月見の里学遊館 ルナ・スマイル 0538-49-3400 イベントサポート 

どまんなかまちづくり IN FUKUROI 0538-23-8122 講座企画 他 

袋井市協働まちづくりセンター ふらっと 0538-43-6315 中間支援センター 

袋井茶文化促進会 080-5295-6591 茶文化による まちづくり他 

メロプラサポータークラブ 0538-30-4555 イベントサポーター 

ユースネットふくろい 0538-42-4614 青少年の交流 人財育成 

夢の里 みつかわ あぐりい 0538-48-6683 婚活サポート 農による交流 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


