
番号 団体名 番号 団体名

1 小田原音楽連盟 18 いしかわ会

2 混声合唱団小田原木曜会 19 箏の音を楽しむ会

3 小田原少年少女合唱隊 20 日本舞踊花月流豊賀の会

4 小田原吹奏楽研究会 21 直乃会

5 旭丘高等学校吹奏楽部

6 函嶺白百合学園中学高等学校 22 朗読「征の会」

7 ＯｙａＯｙａ合奏団 23 さざなみ会

8 マロン4 24 朗読フレディ

9 大正琴愛好会「花」 25 小田原朗読ボランティアもくせい会

10 琴城流大正琴曽我和子＆ｎｅｗＷａＫａＮａ 26 朗読サークル「オレンジ」

11 ベルシュガ― 27 よみきかせグループ「すずの会」

12 城山ハンドベルクラブ

13 ハーモニカ・ジョイ・メモリーズ 28 芝居屋

14 Ｓポップス 29 小田原奇術クラブ

15 小田原レディースフルートアンサンブル「オルフェ」 30 小田原 ヨーヨー練習会

16 小田原ディジュミ－ 31 ちーむこなき

17 秦野オカリーナ合奏団

番号 団体名 番号 団体名

1 小田原史談会 18 ８月１５日を 考える会

2 ＮＰＯ法人 小田原ガイド協会 19 原水爆禁止 西さがみ地区協議会

3 小田原の城と緑を 考える会 20 温暖化防止 アクショングループ

4 西湘城郭研究会

5 酒匂川 ネットワーク会議 21 西相美術協会

6 文芸誌「酒匂川」 の会 22 小田原良寛会

7 小田原報徳実践会 23 からくり創作研究会

8 報徳塾ＯＢ会

9 近代文学を読む会 24 めだかサポーターの会

10 西さがみ文芸愛好会 25 酒匂川水系のメダカと生息地を守る会

11 西さがみ 文化フォーラム

12 古文書を読む会 26 西湘地域自治体問題研究会

13 小田原 鉄道歴史研究会 27 箱根ボランティア 解説員連絡会

14 おだわらミュージアムプロジェクト 28 ミニコミえん

29 足柄茶ラボ

15 おだわら子ども防災 30 お堀端健康生活 ネットワーク

16 富士山と酒匂川流域 噴火と減災を 考える会 31 高齢社会をよくする女性の会あしがら

17 応急手当勉強会 32 たのしい輪の会

33 特定非営利活動法人　市民活動を支える会

索引

催 し 物　（8～9ページ）

合唱・演奏 邦楽・伝統芸能

朗読・読み聞かせ

その他

講 師 派 遣　（10～12ページ）

歴史・郷土文化 社会問題

災害

芸術・文化

自然

その他
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番号 団体名 番号 団体名

1 ぴよぴよクラブ 8 タンポポキッズ

2 楽しい絵本を広める会「子どもの本箱」 9 大窪学区連合 子ども会

3 特定非営利活動法人すずらんチャイルドケア 10 ＮＰＯ法人 チルドリン小田原

4 ＮＰＯ法人 命を大切にする 小田原を創る会 11 特定非営利活動法人　小田原食とみどり

5 特定非営利活動法人　子どもと 生活文化協会 12 ガールスカウト 神奈川県連盟 第１３団　

6 あおぞら野外育ちの会　はらっぱ 13 ボーイスカウト 小田原第13団

7 みんなの学校 14 しゅんぺい学習会

番号 団体名 番号 団体名

1 特定非営利活動法人ＷＥ２１ジャパンおだわら 4 NPO法人 ＭＯＴＴＡＩ

2 さよなら原発小田原 5 リサイクル水樹

3 エコロジカルコミュニティあおいほし

番号 団体名 番号 団体名

1 書道指導者育成協会 12 神奈川県 現代俳句協会 西部ブロック

13 小田原俳句協会

2 こすもすニット サークル 14 鷹俳句会小田原

3 編み物サークル 15 小田原鹿火屋会

4 絢布の会 16 小田原川柳会小径

5 うめの会

6 デコパージュ・ アート 17 悳墨友会

18 紅波会

7 小田原茶道連盟 19 藤の会

8 茶道裏千家 淡交会　小田原支部 20 ネット 小田原グループ

9 お堀端地区伝統文化いけばな親子教室 21 ブルーミング スタイル

10 さくらんぼの花教室 22 鎌倉彫小田原教室

11 花みずきの会 23 梅会

24 バーチャルリアリティーワールドを 知る会

番号 団体名 番号 団体名

1 やさしい英会話 5 小田原 海外市民交流会

2 日本語教室はるの会 6 西湘日中友好協会

3 イタリア同好会 7 小田原 トーストマスターズクラブ

4 えんどう豆の会

華道

俳句・川柳

絵画・絵手紙

その他

語学・国際交流　（15ページ）

子どもの健全育成　（12～13ページ）

環　境　（13ページ）

趣味・実用　（14～15ページ）

書道

手芸

茶道
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番号 団体名 番号 団体名

1 小田原市 歩け歩けの会 4 笑いヨガ

2 城下町 スポーツクラブ 5 骨盤体操赤心クラブ

3 小田原バドミントン協会

番号 団体名 番号 団体名

1 小田原市 環境ボランティア 協会 5 公益社団法人 小田原青年会議所

2 まちをきれいに する会 6 酒匂・小八幡地区 まちづくり委員会

3 学生ボランティア グループ 「Ｓ.Ｐ.Ａ.Ｃ.Ｅ.」 7 ケアネットＯＨＭＹ

4 小田原松風 ライオンズクラブ

番号 団体名 番号 団体名

1 小田原バリアフリーを考える会 5 そよかぜ計画

2 精神保健福祉 ボランティア 小ゆるぎ 6 NPO法人 脳外傷友の会 ナナ小田原地区会

3 小田原生（いき）ごみクラブ 7 西湘地区介護老人 保健施設連絡会

4 西湘カウンセリングの会

ボランティア活動　（16ページ）

福祉・社会活動　（17ページ）

健康・スポーツ　（16ページ）

連絡先がＵＭＥＣＯ経由となって

いるものは非公開となっている団

体です。

必要な際はＵＭＥＣＯまでご連絡

ください。
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