
認証団体一覧（主たる事務所の所在地が府中市） 平成１６年５月３１日現在
認証年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者 主たる事務所の所在地 電話番号 定款に記載された目的

1 H11.9.7 特定非営利活動法人エンゼルの会 田代　誠子
東京都府中市新町二丁目２番１
号　浜野ビル１階

042-360-7021

この法人は、在宅介護という場で高齢者との触れ合いを通じ高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮せる町づくりに寄与すること、
又、社会に貢献してきた高齢者を在宅介護で支援することを通じ
次の時代を担う世代に互いに尊重し支え合うことの価値観を伝え
ることを目的とする。

2 H11.9.7
特定非営利活動法人レインボー国際
協会

五十嵐　薫
東京都府中市浅間町二丁目１４
番地の２

042-362-2323

この法人は、開発途上国の貧困に苦しむ人々に対して、国際協
力およびそれに付随する事業を行い、国籍・民族・宗教・思想を
超えて、人間の生命の尊厳を遵守し、自己啓発と真の世界平和
に寄与することを目的とする。

3 H11.10.15
特定非営利活動法人日本せきずい基
金

大濱　眞
東京都府中市分梅町五丁目２７
番１号石井ハイツ102

042-366-5133
この法人は、せきずい損傷者のための財団が出来るまでせきず
い損傷に関する人道的、社会的活動を行い、社会福祉に寄与す
ることを目的とする。

4 H11.11.5
特定非営利活動法人黄色いハートの
会

松岡　武彦
東京都府中市押立町一丁目２４
番地の１　車返団地２－５－３０１

042-365-1227

この法人は、高齢者とその家族に対して、介護と自立に関する事
業を行い、地域福祉及び国際交流に寄与することを目的とする。
（備考：従たる事務所を静岡県に設置のため、H13.4.12内閣府認
証。所轄庁が東京都から内閣府へ変更される。）

5 H11.11.5
特定非営利活動法人府中国際友好交
流会

伊達　和男
東京都府中市本宿町二丁目２０
番地の8

042-365-3115

この法人は、府中市及びその友好都市であるウィーン市ヘルナ
ルス区の市民に対して交流・協力に関する事業を行い、両市民
の相互交流並びに日本国及びオーストリア両国の国際交流の増
進に寄与するとともに、府中市内在住外国人並びに関係在外邦
人への援助・協力など交流事業を行い広く国際交流の進展に寄
与することを目的とする。

6 H12.8.4 特定非営利活動法人つどい 林　繁
東京都府中市南町六丁目５２番
地の１

042-330-3927
この法人は、高齢者、心身障害者、その他必要とする人に対し看
護、介護、生活相談等を行い、福祉の向上に寄与することを目的
とする。

7 H12.8.4
特定非営利活動法人知的生産の技術
研究会

八木　哲郎
東京都府中市是政五丁目１２番
地の５

042-363-3445

本会は、自発的に知的生産あるいは知的学習を行う人達に対
し、知的生産の技術に関する情報およびその関連情報を提供す
ることによって彼らの自己開発やライフデザイン、自立的に行う事
業に寄与すること、さらに会員の中から生涯教育や学校教育にお
いて上記「知的生産の技術｣を教育する人材を育てることによって
わが国の社会教育の充実に寄与することを目的とする。

8 H12.9.25
特定非営利活動法人アビリティクラブ
たすけあい府中たすけあいワーカーズ
ぽぽ

浅田　多津子
東京都府中市宮町二丁目１６番
地の１　宮町村木ビル６０３号室

042-363-1816

本会は、市民によるたすけあいの理念に基づき、赤ちゃんからお
年寄りまで生活の支援を必要とする人々に対し、保育・家事・介
助・介護等の支援、調査、学習、政策提案等の活動を行い、自ら
の生活を主体的に決定する市民自治によるまちづくりと地域福祉
の増進に寄与することを目的とする。

9 H13.1.18 特定非営利活動法人ＣＯＡ 中嶋　正典
東京都府中市新町一丁目５番地
４３

070-5718-
4509

この法人は、主として第２第３の人生を目指す中高年者を対象
に、彼等がその熟練と専門性を生かし、ＳＯＨＯ型コンサルタント
またはＳＯＨＯ型アウトソーサーとして独立自立できるよう支援し、
もって中小企業やＩＴ等の起業を援護すべく、その橋渡しにも協力
することを目的とする。

10 H13.3.9
特定非営利活動法人府中地域福祉会
えりじあ

関　和子
東京都府中市天神町一丁目１２
番地２５メゾンエスポワール１０２

042-336-5800

この法人は地域社会のなかで自立した生活の実現を目指す精神
障害のある人に対して、その実現に必要な一人ひとりのニーズに
即した福祉サービス事業を提供することにより、不特定かつ多数
の利益の増進、ならびに社会福祉全体の発展に寄与することを
目的とする。



認証年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者 主たる事務所の所在地 電話番号 定款に記載された目的

11 H13.6.19
特定非営利活動法人樺太文化経済交
流会

高山　保雄
東京都府中市北山町二丁目２９
番地の２１

042-575-0071

この法人は、樺太に居住する人々に対して、経済、産業、文化等
の各分野に係る情報の提供、及び知識、技能の普及に関する事
業、又は第一次産業の振興のための協力に関する事業を行い、
もって住民生活の向上発展に寄与すること、並びに相互の交流
を推進し、平和共存のために相互にその認識と理解を深めること
を目的とする。

12 H13.6.19
特定非営利活動法人パーソナルケア
サービス　みもざ

杉村　靖子
東京都府中市片町一丁目1番地
の１第２滝島荘１０２号室

042-334-2042

この法人は、高齢化、少子化、核家族化が急速に進行している私
たちの生活社会において、そこに住む人たちが、お互いに助け合
い、共生し、必要に応じて行政の支援を受けながら、住み慣れた
地域で自立し、安心していきいきと生活できる地域社会を築くこと
に寄与することを目的とする。

13 H13.9.25
特定非営利活動法人市民生活アシス
トセンター

鹿島　主計
東京都府中市宮西町三丁目８番
地の１セザールプラザ府中１１８
号

042-368-8893

この法人は、各分野における専門的知識と豊富な経験を有する
会員相互の連携と協力により、一般市民に対しては、安心して生
活を営むために必要な情報の発信及び交換の場づくり、コンサル
ティング並びに研修会等の実施を行い、又市民生活に係る様々
な活動を行う団体に対しては、その運営及び活動に関する連絡、
助言及び援助を行うことにより、広く社会全体の利益の増進と市
民福祉の向上に寄与することを目的とする。

14 H14.5.1 特定非営利活動法人むさしの福祉会 長谷川　次郎
東京都府中市四谷三丁目５２番
地の３１

042-362-8722

この法人は、障害があるために社会生活上困難をきたしている
人々が、地域社会の一員として、障害のある人もない人も共に協
力し、自立生活を実現するための支援活動を行い、福祉の増進
に寄与することを目的とする。

15 H14.5.1
特定非営利活動法人若竹ミニキャブク
ラブ

松本　勇吉
東京都府中市本宿町一丁目２１
番地の６中山ハイツ１０１号室

042-369-0678
この法人は、障害者（児）、高齢者の社会活動への参加及び社会
的自立の向上を図るために、外出支援（移送サービス）を行い、
地域福祉の推進に寄与する事を目的とする。

16 H14.7.19
特定非営利活動法人府中リサイクル
推進協会

吉野　浩
東京都府中市府中町一丁目５番
地の４府中スカイビル３階

042-360-3751
この法人は、市民が排出するごみの減量やリサイクルの推進等
啓発活動に関する事業をおこない、もって公益の増進に寄与する
ことを目的とする。

17 H14.9.20 特定非営利活動法人府中ＹＳＳ 村山　健
東京都府中市若松町一丁目５番
地の４５

042-367-1844

この法人は、スポーツイベントの開催、スポーツ指導者の派遣、
スポーツ施設の整備・管理・運営などの事業を行うことで、スポー
ツを楽しむ機会を提供し、スポーツ全体の振興と地域住民の健康
づくり、スポーツや野外活動を通じての青少年の健全育成や地域
社会への貢献・国際協力に寄与することを目的とする。

18 H14.12.16 特定非営利活動法人西東京総研 富澤　利明
東京都府中市緑町一丁目１３番
地の１

042-368-4801
この法人は、子供に対して健全育成と、男女労働者が共に子育
てと職業生活を両立できるための事業を行い、広く社会に寄与す
ることを目的とする。

19 H15.2.12
特定非営利活動法人東京ヒューマン・
パートナーシップ協会

田中　みどり
東京都府中市若松町一丁目３６
番地の１７

042-358-5610

当該法人は、まず年齢、性別等を問わず人間性豊かな健全家庭
環境の文化的意識向上を目指し、男女共同参画による社会生活
の向上を目指す。又ドメスティク・バイオレンス、及びその他男女
間の不調和に悩む者に対して相談、助言、情報の提供・交換及
び支援・サポートすることにより心身のバランス・環境・生活・文化
の向上を目指し、より良い市民生活の向上、円満なる社会生活
の増進、しいては公共の福祉、公益の増進に貢献することを目的
とする。



認証年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者 主たる事務所の所在地 電話番号 定款に記載された目的

20 H15.3.26
特定非営利活動法人野外遊び喜び総
合研究所

中嶋　信
東京都府中市幸町一丁目２８番
地の１１

042-364-8031

この法人は、野外活動や生涯学習に参加できる機会を子どもた
ちに提供することを通じて、豊かな感性と社会の一員としての責
任感を併せもった人材を育成し、子どもの総合的な人格の成長を
サポートすることで、青少年の健全育成を図り、もって、社会の発
展に寄与することを目的とする。

21 H15.4.1 特定非営利法人SALA 　NETWORK
東京都府中市是政四丁目８番地
の１２

この法人は、広く一般市民、高齢者及び障害者、青少年を対象
に、動物保護活動及び里親募集活動、介助犬育成事業、動物を
通じた青少年の教育育成事業、アニマル・アシステッド・セラピー
及びアニマル・アシステッド・アクティビティなどの活動を行い、人
間社会が動物の生命と権利を尊重し現代の社会において人間と
動物がより良い形で共生できる社会の実現に寄与することを目
的とする。（従たる事務所　兵庫県西脇市板場町旭ヶ丘699番2号
-309号　内閣府認証）

22 H15.5.15
特定非営利活動法人府中アスレティッ
クフットボールクラブ

千葉　岳志
東京都府中市白糸台一丁目７３
番地の１

042-335-7559

この法人は、「府中市民の誇りとなる地域密着型サッカー／フット
サルクラブ」をビジョンとして掲げ、地域住民に対して、①生涯ス
ポーツとしてのサッカー／フットサルの定着・発展（老若男女を問
わずサッカーとフットサルが楽しめる環境の整備・提供）、②サッ
カー／／フットサルを通じての子供たちの健全なる成長の手助
け、③クラブのビラミッドの頂点となるサッカー／フットサルのトッ
プチームの強化（ジュニアユースからの一貫指導体制の構築、及
び市民の誇りとなる日本代表クラス、ワールドクラスのプレーヤー
の排出）、④優秀な指導者の育成（日本サッカー協会公認Ｓ級ラ
イセンス取得者の育成・輩出）、⑤トップレベルの審判員の育成
（日本サッカー協会公認スペシャルレフリー資格取得者の育成・
輩出）の5項目をミッションとするサッカー／フットサルに関する事
業を行うことを目的とする。

23 H15.6.20 特定非営利活動法人ＤＡＷＮ（ドーン） 馬場　昭
東京都府中市住吉町一丁目３２
番地の２

未設置
この法人は、障害者授産活動を支援する為、産業界と障害者授
産施設・作業所との関係に事業構築を行い社会福祉に貢献する
事を目的とする。

24 H15.6.12 特定非営利活動法人わの会 佐々木　公一
東京都府中市四谷六丁目６番地
の１第２冨士政荘１０２

042-360-3626
この法人は、高齢者や障害者に対し看護、介護、生活相談（移
送、カウンセリング、生活訓練）等を行い、福祉の向上に寄与する
ことを目的とする。

25 H15.6.26
特定非営利活動法人交通事故後遺障
害者家族の会

北原　浩一
東京都府中市西府町一丁目３８
番地の３

042-364-9014

本会は、交通事故の正当な解決を図ること並びに、交通事故を
減らすために以下の目的を定める。（１）交通事故被害者の人権
と尊厳を守る活動。（２）交通事故後遺障害者の損害回復活動と
して、刑事・民事裁判の情報提供と支援。（３）交通事故の正当な
解決を難しくしている諸制度の改善を求める活動。（４）交通事故
後遺障害者が安全に社会参加できるようにバリアフリーを求める
活動。（５）交通事故を減らすために、被害者の目で見た安全施
策を求める活動。（６）交通事故後遺障害者のリバビリと介護に関
する情報の提供。

26 H15.7.18
特定非営利活動法人タイタニックキャ
ビン

森　恭彦
東京都府中市府中町一丁目８番
地の１野村ビル４階

042-367-4141

この法人は、広く多摩地域の一般住民と同地域の事業者に対し
て、パソコン教室を中心としたＩＴ教育・インターネットを利用した生
活情報提供・街頭放送設備を利用した分化活動の広報と企業情
報提供支援・イベントの企画に関する事業を行い、ＩＴ弱者をなくし
豊かな情報化社会を実現すると供に高齢者や女性の社会参画と
生涯学習の支援及び地域の活性化に貢献し雇用の拡大に寄与
することを目的とする。
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27 H15.7.10 特定非営利活動法人いこい 倉光　智佳子
東京都府中市府中町二丁目３番
地の１１府中Ｋ・Ｔマンション２０１

042-302-0456

この法人は、地域社会において、日常生活を送る上で様々な困
難を生じ、援助を必要としている高齢者、障害者などが、より人間
らしい質の高い生活を送れるよう、そのニーズに適した援助を専
門家やボランティアとの協働により調整、提供し地域住民が自立
し互いに助け合い、その人らしい生活を送れる地域社会の実現
に寄与することを目的とする。

28 H15.9.10
特定非営利活動法人バディースポーツイング
リッシュアカデミー東京 石川　一騎

東京都府中市栄町二丁目１２番
地の１６

042-360-1378

この法人は、広く一般市民を対象として、世界中の人々と共に活
動し生活を楽しむ事のできるコミュニケーション能力を養成するこ
とを目的に、スポーツ、外国語、ＩＴ・パソコンなどを通じての交流・
イベント・教室事業を、あらゆる世代の地域住民が自主的に関わ
れる地域クラブの形態をとりながら、主に外国語コミュニケーショ
ン能力を有する地域住民と協力して行う。

29 H15.10.23 特定非営利活動法人Ｕ―ＣＡＬ 藤巻　智志
東京都府中市若松町一丁目９番
地の１１

042-405-3153

この法人は、次代を担っていく若い世代に対して、就職活動支援
イベント開催等のキャリア形成のプロセス支援関連事業、講演会
やＨＰ作成等によるキャリアに対する啓蒙活動関連事業、キャリ
ア形成のための情報提供関連事業を行い、若者たちを中心とす
る一般市民に自分自身で将来を切り拓くためのキャリア形成をす
るきっかけを提案、支援することで、自己表現を現実のものとする
インフラを構築し、アントレプレナーを多く輩出することによって、
日本経済の活性化を図り、広く公益の増進に貢献することを目的
とする。

30 H15.10.23
特定非営利活動法人家族葬をすすめ
る会

川嶋　弘美
東京都府中市押立町四丁目１４
番地の７２

0424-89-2257
この法人は、核家族化している都市生活者の葬儀を、家族だけ
でささやかに施行するよう推進し、個人の尊厳を尊重し、人権の
擁護に寄与することを目的とする。

31 H15.10.15 特定非営利活動法人日本交渉学会 藤田　忠
東京都府中市若松町四丁目４番
地の４

042-363-6805

本会は、広く一般市民、青少年を対象として、交渉（人と人との関
係の中からお互いが満足する成果を創造する過程）力開発に関
する教育事業、職業能力の開発に係る交渉学（人と人との関係
の中からお互いが満足する成果を創造する過程に関する学術）
による普及・啓蒙事業及び交渉学に関する広範な分野において
調査研究及び教育普及活動を行うとともに、市民・団体等を対象
に助言ないし支援・協力を行い、もって、社会の安定、国際協力
等の公益の増進に寄与することを目的とする。

32 H15.10.23
特定非営利活動法人アイティ・アカデ
ミーグループ

桑田　　昇
東京都府中市美好町三丁目４６
番地の２６

042-360-2220

この法人は、一般市民特に中高年齢者・障害者・老人ホームの
入居者及び子どもに対して楽しみながらかつ技術習得のための
パソコンに関する講習会を行い、パソコン活用支援・ＩＴ及びＩＰネッ
トワークの構築を支援し子どもの健全育成や情報化社会の発展
に寄与することを目的とする。

33 H15.10.29
特定非営利活動法人ドゥタンクたまじ
ん

岡田　雅代
東京都府中市南町四丁目５番地
の２２

未　定

この法人は、東京都の多摩地域を中心に、まちづくりに関する調
査研究、普及啓発、人材交流および情報交換の場づくり等を行
い、郷土性を尊重した住民主体のまちづくりの実現に資すること
を目的とする。

34 H15.11.7
特定非営利活動法人動真流躰術空手
道連盟動真館

阿久津　光司
東京都府中市美好町一丁目１８
番地の１０

042-364-4994

この法人は、広く一般市民に対して、空手指導、指導者の派遣、
競技会等の開催に関する事業を行うことで生涯にわたり武道を
楽しみ、身体的及び精神的に、健康に暮らせる社会の実現に寄
与することを目的とする。
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35 H15.12.12
特定非営利活動法人すまいづくりＮＰ
Ｏ

内山　隆夫
東京都府中市緑町三丁目７番地
４

042-369-5316

この法人は、今日の成熟型都市において、豊かで活力ある地域
社会を創っていくため土地、建物の価値を高め、共同建替えなど
の再開発事業、土地の有効活用事業、コーポラティブ方式による
住宅供給事業などの推進を図る事業を通じて、自治体や地域住
民と協働し広く地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

36 H15.12.12
特定非営利活動法人発達カウンセリン
グポップシップ

犬飼　知子
東京都府中市本町一丁目１５番
地の５　ジュエリーコート府中４０２

042-302-2230

この法人は、発達障害をもつ人々とその家族、その他関係者に
対して、障害特性の理解を深め、その特性に合わせたコミュニ
ケーションや指導の方法を提供し、本人とそれをとりまく人々が主
体的に生きていけるよう支援する。さらに、ノーマライゼーションの
理念に基づき、障害の有無に関係無く、地域社会の一員として生
活するために必要な環境とネットワーク作りを目指し、もって広く
社会全体の利益増進に寄与することを目的とする。

37 H15.12.17 特定非営利活動法人すみれ会 黒澤　椿弥
東京都府中市寿町三丁目９番地
の１１

042-361-5880

この法人は、不幸にも障害児として誕生した彼等が成長し、親が
高齢化を迎え、親亡き後の生活の場を求める必要が生じてきた
り、また、一方では社会環境についていく事が出来ない等が一因
の「ひきこもり」が大きな問題となっており、国際的な連携を計りな
がら生活の場の確立をはじめ仕事の場・余暇の過ごし方を援助
し、高齢の親と障害者の子等社会的弱者が安心して生き生きと
生活できるように、仕事・生活等全般を支援することを目的とす
る。

38 H16.1.13 特定非営利活動法人邦楽普及協会 森滿　隆文
東京都府中市府中町二丁目６番
地の１７　リトルアージュ１階

042-358-5351

この法人は、小中学生を中心に広く一般市民を対象とした邦楽全
般の事業を行い、我が国伝統文化である邦楽の豊かさや美しさ
を感じ取り、豊かな情操を養うことで、芸術文化の振興に寄与す
ることを目的とする。

39 H16.3.25 特定非営利活動法人南風 三上　文雄
東京都府中市矢崎町四丁目１５
番地の４３

042-334-5058
この法人は、障害者に対して地域生活支援に関する事業を行
い、地域福祉に寄与することを目的とする。

40 H16.5.21
特定非営利活動法人お買物サービス
協会

横井　滿彦
東京都府中市白糸台四丁目１９
番地の１　丸玉屋小勝ビル２０１

042-336-5101

この法人は、広く一般市民を対象として、日常生活全般における
専門的知識と豊富な経験を有する人達の連携と協力により、小
売店舗の活性化と、市販されている商品についての情報を提供
することにより家計の健康を図り、高齢者に色々な情報の提供や
日常生活に関する相談等により身体と心の健康対策を促進さ
せ、そして　ゴミの削減対策、公園等の清掃業務を支援すること
で生活の安全を保持し、「心豊かな生活」を営むことの実現に寄
与することを目的とします。


