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あ アイ通信社 昭島市に都立高校を増設する会 アジア太平洋資料センター　＊ＰＡＲＣ

アオイスタジオ株式会社 昭島の給食を考える会 アジアニュースセンター

愛隣舎 秋田県生涯学習奨励協議会 アジアの女たちの会

青葉地域に公民館をつくる会 秋田県生涯教育推進本部
アジアの働き学ぶ仲間と連帯する労働者・市民の
会

青森県総合社会教育センター 秋田県生涯教育センター アジアンロード

青柳保子 あきる野市中央公民館 足元から地球温暖化を考える市民ネット・えどがわ

赤ちゃんと遊ぶ会 アクト練馬たすけあいワーカーズむすび 梓川村公民館広報部

あかねグループ編集部 アグリルネッサンス アストラ

明るい老後を考える会 あごら編集室 あそびかわら版発行所

秋川市教育委員会 ＜あごらミニ＞編集部 「あそびのページ」編集グループ

秋川市社会福祉協議会 浅川地区女性の会広報委員会 「あそびの学校」

秋川私立児童館 浅川地区女性の会事務局 足立・教育と福祉を考える会

秋川の自然と環境を守る会 朝日新聞社 足立区東和センター

昭島市企画部企画政策室 朝日新聞社事業本部メセナ・スポーツ部 足立区立郷土博物館

昭島市教育委員会事務局 アジア科学教育経済発展機構 アトリエ　オン

昭島市自然に親しむ会 アジア記者クラブ 新しい団地のおんな編集委員会

昭島市社会福祉協議会 アジア児童教育支援センター 新しいホームをつくる会

昭島市農業委員会産業経済課 アジア女性交流・研究フォーラム 厚木市文化会館

昭島市立公民館 アジア女性資料センター アップル会

昭島たすけあいワーカーズ（大きなかぶ） アジア太平洋資料センター アドマス



アトリエ＆フリースクール　風と木 い 飯田しづえ 稲城市教育委員会生涯学習課

アビィフィールド日本協会 石井義裕 稲城市公民館

アビリティクラブたすけあい 石川逸子 稲城市市民部生活環境課生活係

あひるの家 石川県立社会教育センター 稲城市教育委員会生涯学習課

アフリカ地域開発市民の会 出水水俣病被害者の会 稲城市社会福祉協議会

アマナクニ 井関美智子 稲城市第三公民館

アムネスティ・インターナショナル日本支部 板橋区教育委員会 稲城市立公民館

雨宮けい子と共に町政に参加する会 板橋区女性部女性青少年課 稲城の社会教育を考える

あゆみの会 市川房枝記念室 稲城の老後を支え合う会

荒川区教育委員会社会教育課 五日市町山田せきれい文庫 稲城の老後を支える会

荒川晃一 五日市町教育委員会 井の頭地区住民協議会広報部

新たな視点で立川の明日を拓く女たちの会 一攫千金サークル 茨城県立社研教育研修センター

アリスセンター（まちづくり情熱センター・かながわ） 一攫千金冊子製作所 今女の会

安全食糧開発グループ 一緒にやる会 入間市博物館ALIT

あんふぁんて出版部 言ってもいい会 いろりん

遺伝毒性を考える集い 岩手教育委員会

移動サポート　ひらけごま 岩手県沢内村

いなぎウィメンズ 岩手県沢内村役場　総務課

稲城市 岩手県　体験活動ボランティア活動支援センター

稲城市教育委員会社会教育課



う・え ヴァンテアン 江本さんを支援する会

ウィズ新宿　新宿区立男女共同参画推進センター 衣紋道高倉流有職文化研究所

ウィメンズＴ エルダーホステル協会

ウィメンズセンター大阪 エンゼルの会

ウィメンズネットサポート 衣紋道高倉流有職文化研究所

上野芸友倶楽部 エルダーホステル協会

宇治市中央公民館 エンゼルの会

宇宙はてない社

内田絵子と女性の医療を考える会

裏高尾圏央道反対同盟

衛生通信教育振興協会

衛星都市問題研究会

エコ・コミュニケーションセンター

エコサーチ・ドット・ネット

エコのもりセミナー事務局

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金

江戸エヌ・ピー・オーケアサービス

愛媛県生涯学習センター

エポック１０　豊島区立男女平等ス新センター



お オイコス編集部 大阪府立文化情報センター 親子読書センター

桜実会 大阪ボランティア協会 おやこの広場びーのびーの

淡海ネットワークセンター 大沢住民協議会 オルター・トレード・ジャパン

青梅運行サービス 大島セミナーハウス 音楽文化集団ともしび

青梅おもちゃ図書館 大田区教育委員会 女たちの反天皇制連絡会

青梅市 大田区教育委員会社会教育課 女のホットライン

青梅市教育委員会 大田区立郷土博物館 女も男も育児時間を！連絡会

青梅市第2婦人会 大田区第７９回婦人学級

青梅市中央図書館 小笠原自然文化研究所

青梅市ボランティア・センター 小笠原野生生物研究会

青梅手をつなぐ親の会 小川公民館

青梅にいい図書館を作る会 小川西町公民館

青梅のゴミを考える会ニュース編集部 沖縄県教育委員会

大石洋子さんの公務災害認定訴訟を支援する市
民の会

奥多摩木村奨学会

大分県生涯教育センター 奥多摩町教育委員会

大蔵省銀行局内　暮らしと金融研究会 奥多摩町役場

大阪市教育振興公社 奥多摩木村奨学会

大阪市立南市民教養ルーム 大人・子供のいじめ問題を素人の目から語る会

大阪人権博物館 オーム社ＰＲ室

大阪府立大学社会福祉学部 親と子と教職員の教育相談室



か 外国人労働者弁護団 学管親睦会 （株）　内外ニュース

解放区原詩人　多摩原詩人の会 学校給食を考える連絡会 株式会社　日動画廊

外務省経済協力局，国際協力プラザ事務局 学校法人　武蔵野女子学院，武蔵野大学 上宿公民館

科学博物館後援会 葛飾区家庭福祉員の会 空堀川に清流を取り戻す会

核軍縮ネットワーク　キャッチピース 葛飾区郷土と天文の博物館 ガリ版ネットワーク

学習ソフトウェア情報研究センター 葛飾区若手産業人会 川井章司

覚了寺の蓮月さんを支える会 家庭栄養研究会 川口公民館

覚了寺の蓮月と共に歩む会 神奈川芸術文化財団 川口市総務部青少年女性課

影絵劇団かしの樹
神奈川県児童医療福祉財団　小児療育相談セン
ター

川崎市生涯学習振興事業団

かけこみ亭 神奈川県立かながわ女性センター 川崎市ふれあい館

鹿児島県子どもの人権を守る会県連絡会 神奈川県立生命の星・地球博物館 川崎水曜パトロールの会

笠懸町立笠懸野文化ホール（パル） 神奈川県立歴史博物館 川崎地方自治研究センター

風早登志男 株式会社アドマス　ＴＯＭＯＲＲＯＷ編集部 川崎地方自治体問題研究所

風の子子ども会 株式会社　海象社，三橋規宏編 川戸れい子

家族社 （株）　影書房 環境科学総合研究会

片倉幸子 （株）北水 環境科学総合研究会・実行委員会

かたつむりの会（登校拒否・不登校を考える北多
摩の会）

株式会社　関西マガジンセンター 環境自治体会議事務局

片麻痺ネットワーク 株式会社　今週の日本 環境保全局自然保護部管理課調整係

語らいの家 株式会社　シャルレ 韓国の原爆被爆者を救護する市民の

語り手たちの会 株式会社　大学教育研究所 関西大学



神田精養軒 き 企画部秘書企画課女性広報編集委員会 教育文化研究所

環の会 木更津親子学級 教育文化ネットワーク

涵養林の会 北区教育委員会「くおん」編集委員会 共同購入会「いきいき広場」

北区教育委員会社会教育課 共同作業所全国連絡会

北区教育委員会生涯学習推進課 京都市社会教育振興財団

北区教育委員会生涯教育部社会教育課 京都市生涯学習総合センター

北区精神障害者を守る家族会　ＮＰＯ飛鳥会 京都美術倶楽部・京都美術商協同組合

北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会,北韓同胞の
生命と人権を守る市民連合

共和教育映画社

北林暁子 清瀬ごみともだち

喫茶・フリースペース　パイザ
清瀬市企画部企画課広報部・こども広報編集委員
会

キッズプラザ編集部 清瀬市企画部企画広報課女性広報編集員会

絹の道文庫 清瀬市秘書広報課

キミ子方式を楽しむ会 行革国民会議・市民立法機構

救援連絡センター 巨大情報システムを考える会

九条・つなぐ会
きれいな水といのちを守る合成洗剤追放全国連絡
会

教育委員の準公選を考える会 記録の会

教育委員を自分たちで選ぶ会 近代思想研究会

教育学術新聞

教育家庭新聞社

教育・福祉・公害を考える会わらべの家



く 草の実会 くにたちの街づくりを考える会 グループ“なずな”

草萌 国立富士見台団地自治会事務局 ぐるうぷ・はこび屋

くじら雲 国立婦人教育会館 グループ“ひとりひとり”

薬を監視する国民運動の会 国立婦人教育会館情報図書ボランティア グループフレンズ

クッキングハウス くにたち婦人の会新聞部 グループKIKI

国立市学童保育連絡協議会 くにたち婦人問題行動計画学習会 グループＭＩＯ

国立市企画部企画財政課女性問題担当 くにたち文化・スポーツ振興財団 車いす市民全国集会実行委員会事務局

国立市教育委員会 国立ワンパックグループ くるみ

国立市公民館 椚田遺跡調査団 グローバル教育　西東京センター

国立市公民館キネマ・サロン 久保田秀雄 群馬県教育文化事業団

国立市公民館保育室運営会議 熊本県生涯学習推進センター 群馬県生涯学習センター,群馬県教育文化事業団

国立市身体障害者福祉協会 区民生活センター危害情報室

国立市富士見台団地自治会 くらしの助け合いの会　しあわせ

国立市婦人問題市民委員会を見守る会 くらしのお手伝い　こぶしの会

くにたち市民新聞 クラフトボランティアＪＯＹ

国立第六小学校父母と先生の会 クリーンアップ全国事務局

くにたち地域国際交流会 クリーンアップ東大和

くにたち中央図書館 グループ・アビー

国立町公民館 グループたまねぎ

国立　土の会 グループ・手をつなごう



け ケアサービスいずみ こ 恋が窪公民館ミニコミグループ 高麗博物館をつくる会

警視庁総務部広報課 公開自主講座「公害原論」実行委員会 交流編集会議

頸髄損傷者連絡会事務局 公開自主講座「大学論」実行委員会 高齢化社会をよくする女性の会

刑法「改正」に反対する日野・八王子連絡会 高校留学フォーラム 声なき声の会

刑法改悪に反対する婦人会議 公私日記研究会 小金井・まちづくりの会

芸術の授業研究会 口唇・口蓋裂友の会 小金井市

劇団・現代座 合成洗剤研究会事務局 小金井市企画財政部広報公聴課男女参画室

劇団協同 厚生労働省　都道府県 小金井市教育委員会

劇団文学座 硬組織成長因子研究会 小金井市広報課広聴課・女性施策推進室

劇団文化座 高知市文化振興事業団 小金井市公民館

劇団民藝 江東区教育委員会生涯学習部生涯学習課 小金井市公民館市民映画会運営委員会

健生会 江東区女性センター 小金井市保育婦人課婦人施策推進室

原子力資料情報室 江東区地域振興会 小金井市民のくらしをつくるみんなの会

原水爆禁止東京協議会 江東区地域振興部女性政策課 小金井市民の声編集部

現代家族問題研究所 行動する女たちの会 小金井青少年センター

建築技術支援協会 神戸市下水道公社 こがねい女性ネットワーク運営委員会

減農薬研究会 神戸事件を究明する有志の会萌の会 小金井の環境をよくする連絡会

県民運動資料センター青森県新生活協議会 神戸復興新聞 小金井老後問題研究会

県民ボランティア活動支援センター 公民館運営審議会を楽しく傍聴しよう会 國學院大學法学会

公民館をよりよくする会 国際開発フロンティア機構



国際障害者年日本推進協議会 国分寺市立光図書館 小平市文化振興事業団

国際女性の地位協会 国分寺市立本多図書館 小平市立小平公民館

国際人をめざす会 国分寺市立もとまち図書館
小平中央公民館内婦人教育サークル「めだ
か」

国際婦人教育振興会 国立科学博物館 小平都立高校増設をすすめる会

国際婦人年大阪の会 国立教育会館 小平をよくする会

国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たち
の会

国連・憲法問題研究会 「国家秘密法」に反対する市民ネットワーク

国際武道院
国連「子どもの権利条約」の批准をすすめる三多
摩の会

鼓童

国際武道連盟 小平いたわりの会 後藤多美子

国際文化通信社 小平・教科書裁判を考える会 寿支援者交流会

国分寺市 小平・高校問題協議会 子どもオンブズパーソン研究会

国分寺市市民生活部女性施策推進室
小平公民館の教育の自由を守り沼賀さん、浅沼さ
んを公民館に復帰させる会

子ども虐待を考える会

国分寺市身体障害者福祉協会 小平市 子どもの権利条約ネットワーク

国分寺市青少年育成南地区委員会 小平市教育委員会 子どもの権利条約フォーラム福岡実行委員会

国分寺市のまちづくりと農業を考える懇談会 小平市教育委員会学校教育部庶務課 子どもの権利条約をすすめる八王子の会

国分寺市光公民館 小平市公民館等利用者懇談会 子どもの食事を考える会

国分寺市光公民館保育室の会 小平市生活文化部・女性施策推進実行委員会 こどもの仲間と生活をつくる品川センター

国分寺市立恋ヶ窪図書館 小平市中央公民館 子どもの未来を考えるてんとう虫の会

国分寺市立公民館 小平市中央公民館内　竹の会 子どもひろば・ＣＡＰ

国分寺市立西部地区図書館準備室 小平市図書館 子供問題研究会

国分寺市立図書館 小平市婦人のつどい実行委員会 子ども＆まちネット名古屋



狛江市教育研究所

狛江市公民館

狛江市難病患者と家族の会

狛江市立中央公民館

狛江市立西河原公民館

ごみ・環境ビジョン２１

ごみ問題さいたまの会

コミュニオン

ごみを考える会

こもれび館

呼倫貝爾地域緑化推進協力会

互療会東京三多摩センター



さ さーくるカムデスク 財団法人東京都人権啓蒙センター 三多摩学校給食問題連絡会

サークルゆずり葉
財団法人　東京都文化振興会　東京都結婚相談
所

三多摩「学校・職場のいじめ」ホットライン実行員会

財産管理委員会・さぽーと
財団法人東京都歴史文化財団　江戸東京たても
の園

三多摩言友会

在宅福祉サービス・ウイズ （財）　東京フロンティア協会 三多摩高校問題連絡協議会

埼玉県文化施設連絡協議会 財団法人　豊島区コミュニティ振興公社 三多摩公民館研究所

埼玉県民活動総合センター 財団法人　トヨタ財団 三多摩自治体問題研究所

財団法人　市川房枝記念会出版部 財団法人　日本自然保護協会 三多摩自立生活センター

財団法人　大竹財団 （財）　日本性教育協会 三多摩たべもの研究会

財団法人　科学技術広報財団 財団法人　日本損害保険協会 三多摩たべもの研究会

財団法人　河川環境管理財団 財団法人　日本放送教育協会 三多摩食べ物研究会準備会事務局編集部

財団法人　自然保護協会 （財）　日本ユニセフ協会 三多摩地域連絡会議

財団法人　社会教育協会日野社会教育センター （財）　ぼけ予防協会 三多摩通信編集委員会

財団法人　私立大学通信教育協会 財団法人　モラロジー研究所
三多摩の図書館を考える会，三多摩図書館問題
交流会

（財）　人権教育啓発推進センター
財団法人　やまぐち県民活動きらめき財団，やまぐ
ち県民活動支援センター

産直研究会

財団法人　新生活運動協会 佐賀県教育庁社会教育課 サンプラザ図書館

財団法人　世田谷区コミュニティ振興交流財団
佐賀県立生涯学習センター(アパンセ）内県民カ
レッジ夢パレットさが本部

財団法人　全国高等学校定時制通信制教育振興
会

佐久間登世子

（財）　東京都教育文化財団 桜井・法貴グローバル教育研究所

財団法人　東京都障害者スポーツ協会 札幌市生涯学習振興財団

財団法人　東京都人権啓発センター 三多摩音楽団体連絡協議会



し シアタープランニングネットワーク 島根県立小学学習推進センター 社会福祉法人　八王子市社会福祉協議会

志木ボランティア協会　わらべの家 清水君枝 社会福祉法人　日野市社会福祉協議会

時事通信社 市民囲碁ボランティアネットワーク 弱視者問題研究会

獅子舞芸能研究会（川崎実９ 市民活動サービスコーナー 弱視問題研究会

自主グループあゆみ 市民活動支援・東京ランポ 社団法人　時事画報社

自主グループ「給食Ｗａｔｃｈｉｎｇ」 市民コンピュータコミュニケーション研究会 社団法人　全国コンサートツアー事業社協会

静岡県生活・文化部ＮＰＯ推進室 市民新聞社 （社）　全国シルバー人材センター事業協会

静岡県総合教育センター 市民の権利を生かす会 社団法人　日本オストミー協会

自然育児友の会 「市民の政治」全国ネットワーク 社団法人　日本家庭生活研究協会

自然環境保全施設基金 市民のひろば・憲法の会 社団法人　日本工業技術振興協会

自然観察会 市民福祉サポートセンター 社団法人　日本コントラクトブリッジ連盟

“自然との共生”と“２１世紀の環境問題を考える”
プロジェクト実行委員会事務局

市民平和基金
社団法人　日本青年奉仕協会，ＪＹＶAボランティア
情報活動センター

自然派キッチン　ミニコミ喫茶　パイザ 市民編集委員会 社団法人　日本通信教育振興協会

「自然保護と都民坂」編集委員会 下重喜代 社団法人民族音楽協会　影絵劇団かしの樹

市町村障害者生活支援事業全国連絡協議会 社会活動協会 ジャパンヒューマンハーバー事務局

シップ・アンド・オーシャン財団 社会活動教育研究所 シャプラニール＝市民による海外協力の会

実務教育研究所 社会教育協会日野社会教育センター 三味線音楽普及の会

渋谷区立幡ヶ谷社会教育会館 社会教育推進全国協議会 [上海]　[成人教育]編集部

渋谷女性センター・アイリス 社会協資料委員会 住環境創造支援協会

島岡京子 社会福祉法人　ときわ会 自由大学研究会



視力愛護同盟 女性ライフサイクル研究所 す 杉並区教育委員会

しんぐる巣 女性連帯基金（ＷＳＦ） 杉並区立郷土博物館

人権教育啓発センター 自立支援センターふるさとの会 杉並ベンチャーネットワーク

新建築家技術者集団東京支部 しんぐる巣 鈴木絢子

新小岩周辺街づくり２００１年の会　総務広報部 人権教育啓発センター 杉並区立社会教育センター

新建築家技術者集団東京支部常任幹事会 新建築家技術者集団東京支部 鈴木美和子

少年少女組織を育てる全国センター 新小岩周辺街づくり２００１年の会　総務広報部 すずらん

消費者グループやさいの会 新建築家技術者集団東京支部常任幹事会 スタジオＩＬ文京

情報連絡室情報公開部推進室 新宿区商工課消費経済係 スナックバーヴァンテアン

常民大学合同研究会 新宿区総務部女性担当 スペース「あい」

昭和を考える会 新宿区立女性情報センター すみだボランティアセンター

諸機関
身障者の権利を守り生活の向上をめざす小平の
会

すみだ郷土文化資料館

食生活情報サービスセンター 新生活運動協会

食の情報センター 身体障害者団体定期刊行物協会

職場での性的いやがらせと闘う裁判を支援する会 新町市民センター運営委員会

女性国際交流ネットワーク＊Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｒｉｅｎ
ｄｓｈｉｐ Ｎｅｔｗｏｒｋ ｆｏｒ Ｗｏｍｅｎ

親和女子大学附属図書館

女性ジャーナル社

女性と仕事の未来館点字担当

女性の安全と健康のための支援教育センター

女性まちづくり会議



せ 静穏権確立をめざすグループ 清掃局企画部 全国自立生活センター協議会

生活援助為センター 生と死を考える会 全国心身障害者をもつ兄弟姉妹の会

生活学習館 青林舎 全国心身障害児を持つ兄弟姉妹の会東京

生活協同組合コープとうきょう 世界子ども通信プラッサ 全国生活学校連絡協議会

生活協同組合都民生協 世界の子どもと手をつなぐ会 全国精神障害者家族会連合会

生活クラブ連合会企画部　ＤＩＹ編集部 世界水フォーラム事務局 全国地域婦人団体連絡協議会

生活クラブ連合会広報部 世田谷区教育委員会 全国犯罪・非行協議会

政策室広報担当 世田谷区祖師谷出張所・ミニコミ紙編集委員会 全国不登校新聞社

青少年国際交流推進センター 世田谷区聴覚障害者協会 全国まち美化連絡会議

精神障害者社会復帰促進センター（財団法人　全
国精神障害者家族会連合会）

世田谷区婦人児童部婦人青少年課
洗剤・環境科学研究会事務局　（川崎市宮前区馬
絹１８９９－５こどものいえもも保育園内）

精神薄弱者更生施設滝乃川学園成人部 世田谷区民部女性政策室せたがや女性センター 前進座

青年劇場 世田谷ボランティア協会 全日本自治団体労働組合

せたがや街並保存再生の会 全日本精神薄弱者育成会（手をつなく親の会）

世田谷区立郷土資料館 全日本舞踏連合・舞踏年鑑編集委員会

全大阪消費者団体連絡会 善福寺工房

全国視聴覚教育連盟 『全レク』東久留米レクリエーションリーダー会議

全国社会教育委員連合
全労協全国一般東京労働組合　女性ユニオン東
京

全国社会福祉協議会

全国社会福祉協議会社会福祉研究情報センター

全国社会福祉協議会地域福祉部ー



そ 創価大学教育学部

相続なんでも相談センター

曹洞宗国際ボランティア会

皐風会

総合政策部広報広聴課

総務局情報公開準備室

総理府・男女共同参画室

総理府・婦人問題担当室



た 大学評価・学位授与機構 立川市在宅「障害者」の保障を考える会“アス” 立川謡曲会

台東区教育委員会生涯学習課 立川市社会福祉協議会 立川叶子

第４９回日本母親大会実行委員会 立川市生活経済部地域振興課 田無公民館

高尾山の自然をまもる市民の会 立川市立川第一中学校ＰＴＡ　広報部 田無市教育委員会

高尾山の自然をまもる市民の会 首都圏道路問題
連絡会

立川市地域文化振興財団 田無市社会福祉協議会

「高畠・佐藤事件」関東の会 立川市中央公民館 田無市・保谷市合併推進協議会事務局

多加楽さがしニンマリ市運営委員会 立川市中央公民館視聴覚ライブラリー 田無市立芝久保公民館

滝乃川学園 立川市中央公民館保育室 田無市立中央公民館

滝山団地自治会 立川市図書館 田無市立中央図書館

たすけあいの会ぽれぽれ 立川市農業委員会 田無市立谷戸公民館

立川駅にエレベーターを設置を要求する会 立川市富士見町滝ノ上会館 田無の福祉を考える会「めだか」

立川親と子のよい映画をみる会 立川市文化協会 多摩いきもの友の会

立川合唱連盟 立川市文化児童部女性総合センター 多摩学校給食問題連絡会

立川自衛隊監視テント村 立川商工会議所 多摩川住宅くさぶえ会

立川市企画部企画課 立川社会福祉協議会　立川ボランティアセンター 多摩郷土研究の会

立川市企画部市民相談 たちかわ女性のネットワーク編集部 多摩近代史研究会

立川市教育委員会社会教育課 立川の社会教育を考える会 玉川・千川上水の自然を守り清流を復活させる会

立川市教育委員会生涯学習部女性青少年課 立川民俗の会 多摩川センター

立川市高校問題協議会 立川市立立川第一中学校ＰＴＡ 玉川まちづくりハウス

立川市公民館 立川柳田国男を読む会 多摩郷土研究の会



多摩川の自然を守る会 多摩中央信用金庫 ち～て 地域アルコール対策　仲間と共に歩む会

多摩川ふれあい教室 多摩ニュータウン開発を考える都民会議 地域福祉研究会ゆきわりそう

多摩湖野口町地域に図書館をつくる会 多摩不登校親の会と子ども会グーニーズ 茅ヶ崎子どもサポートネット

たまごの会 多摩文化研究会 茅ヶ崎市立小和田公民館

「たまごの会」広報委員会 多摩文化通信社 地球環境パートナーシッププラザ

多摩市企画部企画課 多摩文化ニュース編集委員会 地球環境保全協会

多摩市企画部男女平等推進室 多摩文化ニュース編集部 『地球にねざす』編集委員会

多摩市教育委員会 多摩北部くらし支援センターでんでん虫 地球の子ども舎

多摩市教育委員会社会教育部 たまりば＊Ｔａｍａｒｉｖｅｒ 地球の友と歩む会

多摩市国際交流センター 多摩六都科学館 地球文化交流会

多摩市公民館 たんぽぽ 千葉県総合教育センター

多摩市植物友の会 たんぽぽの家
千葉市教育委員会　生涯学習部　生涯学習振興
課

多摩失語症友の会 段差アンドスロープ 千葉市生涯学習センター

多摩市文化振興財団 男女共同参画センター女性広報編集委員会 千原順一

多摩女性ネットワーク 誕生日ありがとう運動本部 中央アジア研究所

多摩市老人クラブ連合会 中央区教育委員会

多摩地域交流ヒューマンネットワーク研究会 中央区教育委員会社会教育課

多摩地区家庭福祉員の会 中央区地域振興部管理課

多摩地区公立小学校長会 中央公民館

多摩地区に美術館建設を促進する 中央大学教育学研究会



中央大学文学部１９９９年社会教育演習 蔦くらぶ と 東京青い芝の会

中高年の社会参加を考える会 「土の声、民の声」編集室 東京ウィメンズプラザ

聴覚障害者パソコンアシストネットワーク 土を活かし、石油タンパクを拒否する会 東京ウィメンズプラザ図書資料室

長寿社会を考える会 つなぐ編集員会 東京・沖縄・東アジアの社会教育

調布グリーンホール 津村垣夫 東京学芸大学社会教育研究室

調布市 ディサービス麻の葉 東京教育カウンセリング研究所

調布市教育委員会公民館 「定年時代」編集室 東京教育文化財団

調布市教育委員会社会教育課
鉄連七人と共に性による仕事差別・賃金差別と斗
う会

東京勤労福祉協会

調布市郷土博物館 東京芸能人フリー会　

調布市公民館 東京芸術劇場

調布市東部公民館 東京下水道局

調布市西部公民館保育室を考える会運営委員会 東京国際フォーラム

調布市北部公民館 東京自治問題研究所

調布市立図書館 東京市政調査会

調布市立若葉小学校ＰＴＡ広報委員会 東京市町村自治調査会

調布の図書館をもっともっとよくする会 東京市町村自治調査会タマ交流センター

調布ムルレの会 東京シニアビジネス倶楽部

千代田区教育委員会 東京社会教育懇話会

千代田区九段社会教育会館 東京社会福祉協会

貯蓄増強中央委員会 東京社会福祉協議会



東京社会保険協会社会保険健康事業財団東京
支部

東京都環境保全推進委員会事務局 東京都現代美術館,東京都美術館

東京社会保険協会立川支部 東京都議会図書館 東京都公害局自然環境保護部

東京シューレ 東京都教育委員会 東京都公害局自然環境保護部管理課

東京少年少女センター 東京都教育庁社会教育部計画課 東京都公害局自然環境保護部管理課調整係

東京都青梅青年の家 東京都教育庁生涯学習部社会教育課 東京都高校問題連絡協議会

東京都青梅図書館 東京都教育庁生涯学習部振興計画課 東京都弘済会

東京都主税局 東京都教育庁生涯学習部文化課 東京都公民館連絡協議会

東京女性財団 東京都教育庁総務部教育情報課 東京都公民館連絡協議会職員部会

東京・生活者ネットワーク 東京都教育庁学務課義務教育心身障害教育課 東京都公立文化施設協議会

東京体育館 東京都教育庁学務部義務教育心身障害教育課 東京都高齢者事業振興財団・相談課

東京多摩自治体問題研究所
東京都教育庁生涯学習部社会教育課・テレビ東
京

東京都産業労働局労働部労働環境課

東京多摩いのちの電話 東京都教育庁総務部教育情報課 東京都三多摩公立博物館協議会

東京ダンス協会 東京都教育庁総務部調査課 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合

東京都大島支庁大島公園事務所 東京都教育庁体育課 東京都市町村自治調査会

東京都学農青年連盟 東京都区職員労働組合教育庁支部三多摩分会 東京都社会福祉局総務部

東京都学校給食会 東京都勤労福祉協会 東京都社会福祉協議会

東京都考える会 東京都健康安全研究センター 東京都社会福祉人材センター

東京都環境学習センター
東京都健康安全研究センター　企画管理部　計画
調整課　調整係

東京都社会福祉総合センター

東京都環境保全局自然保護部管理課 東京都建設局 東京都障害者福祉会館

東京都環境保全局自然保護部緑化推進室 東京都建設局総務部 東京都商工指導所



東京都情報連絡室 東京都脊髄損傷者協会 東京都武蔵野青年の家

東京都情報連絡室情報公開部 東京都総務局 東京都立青梅図書館

東京都情報連絡室都政情報管理センター管理部 東京都立川社会教育会館 東京都立教育研究所

東京都女性情報センター 東京都多摩教育事務所 東京都立工業技術教育センター

東京都消費者生活総合センター 東京都多摩社会教育会館 東京都立多摩社会教育会館

東京都消費者センター 東京都多摩スポーツ会 東京都立多摩社会教育会館視聴覚係

東京都消費者センター多摩西支部 東京都多摩図書館
東京都立多摩社会教育会館市民活動サービス
コーナー

東京都職員研修所 東京都多摩図書館逐次刊行物係 東京都立多摩図書館

東京都職員研修所調査課 東京都中学校長会 東京都立多摩図書館協力課企画協力係

東京都水道局
東京都同胞援護会特別養護老人ホーム　フジ
ホーム

東京都立多摩図書館逐次刊行物係

東京都民生活局婦人青少年部婦人計画課 東京都日本中国友好協会 東京都立中央図書館協力係

東京都生活文化局 東京都八王子自立ホーム 東京都立中央図書館管理部企画協力課協力係

東京都生活文化局価格流通部 東京都八王子青年の家 東京都立中央図書館報

東京都生活文化局広報広聴部 東京都美術館 東京都立日比谷図書館　視聴覚係

東京都生活文化局消費者部生活情報課 東京都非常勤職員連絡協議会 東京都養育院管理部企画課

東京都民生活文化局婦人青少年部女性計画課 東京都福祉局総務部総務課広報係 東京都労働経済局商工計画部

東京都政策報道室 東京都部落解放研究会 東京都労働経済局農林水産部農政課

東京都政策報道室都民の声部 東京都婦人情報センター 東京都労働経済局労政部女性労働係

東京都精神薄弱者育成会 東京都ボランティア・コーナー 東京都労働経済局労政部婦人労働係

東京都清掃局総務部 東京都民生活協同組合 東京都労働経済局労政部労働組合課



東京日本弘道会 特定非営利活動　福祉ふれあい工房
特定非営利活動法人　子ども虐待を考える会事務
局

東京都福祉人材センター 特定非営利活動　文化とテクノロジーの研究所 特定非営利活動法人　子供の教育を考える会

東京都府中青年の家 特定非営利活動法人２１世紀協会 特定非営利活動法人サヘルの森

東京文化会館
特定非営利活動法人　ＮＰＯ　首都圏エンディング
センター

特定非営利活動法人　シアワーアンネフォール

東京都文化振興会国際交流部
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）中国青少年との交
流を推進する会

特定非営利活動法人　自由が丘愛の手支援セン
ター

東京都民生活文化局婦人青少年部婦人計画課
特定非営利活動法人　アジア・レインボー・アソシ
エーション

特定非営利活動法人自立支援センター　ふるさと
の会

東京のこだま会 特定非営利活動法人　アラノン・ジャパン 特定非営利活動法人　生涯健康学習研究会

東京ヘレン・ケラー協会 特定非営利活動法人　アラノン・ジャパンＧＳＯ
特定非営利活動法人　肖像パブリシティ権擁護監
視機構

東京ボランティア・センター 特定非営利活動法人　一新塾 特定非営利活動法人　ショートテニス振興会

東京都水元青年の家 特定非営利活動法人　いきがいと安心の会 特定非営利活動法人　世界芸術振興協会

東京水俣病を告発する会
特定非営利活動法人　エーピーエル・ピアカウン
セリング研究会

特定非営利活動法人　世田谷区聴覚障害者協会

東京民研
特定非営利活動法人　カウンセリング教育サポート
センター

特定非営利活動法人　全国少年レスリング連盟

東京メトロポリタンテレビジョン 特定非営利活動法人　川崎水曜パトロールの会 特定非営利活動法人　多摩市障害福祉協会

東京メンタルヘルス教育センターメンタルヘルスボ
ランティアビュー

特定非営利活動法人　氣の活用．Ｃｏｍ 特定非営利活動法人　ダンベル体操推進委員会

東京ルネッサンス推進委員会
特定非営利法人　京都フィルハーモニー室内合
奏団

特定非営利活動法人　南陽台地域福祉センター

東京レディス・ハローワーク 特定非営利活動法人　芸術文化ワークス 特定非営利活動法人難民を助ける会

東京Ｏｕｒｓ推進協議会
特定非営利活動法人　ケンパ・ラーニング・コミュ
ニティ協会

特定非営利活動法人　西国分寺共同保育園

東京ＹＭＣＡ・ｌｉｂｙ
特定非営利活動法人　神戸まちづくり研究所・神
戸復興塾

特定非営利活動法人　日本ウェルネット

登校拒否を考える会 特定非営利活動法人　国際日本語研修協会 特定非営利活動法人　日本音楽集団

読書会通信 特定非営利法人国境なき子どもたち 特定非営利活動法人　日本学生ボランティア協会



特定非営利活動法人　日本カラーネットワーク協
会

特定非営利活動法人　ヒューマン・キャピタル・アソ
シエーション

都児連広報委員会

特定非営利活動法人日本カンボジア協会 特定非営利活動法人　福祉移送サービスの会 栃木県教育委員会・栃木県生涯学習振興財団

特定非営利活動法人　日本コーチ協会
特定非営利活動法人　ふれあい介護サービスの
会

栃木県総合教育センター

特定非営利活動法人　日本国際生命科学協会（Ｉ
ＬＳI　ＪＡＰＡＮ）

特定非営利活動法人　保育サービス　ひまわりマ
マ

鳥取県立社会教育センター

特定非営利活動法人　日本青少年育英会 特定非営利活動法人　ほっとステーション 鳥取県立生涯学習センター

特定非営利活動法人　日本バーンゴルフ協会
特定非営利活動法人　メデュサン・デュ・モンド
ジャポン

都民カレッジ

特定非営利活動法人　日本バリアフリー協会 特定非営利活動法人　野生動物救護獣医師協会 都民生協

特定非営利活動法人　日本福祉会 特定非営利活動法人　レインボー国際協会 都民生協武蔵村山運営院回

特定非営利活動法人　日本福祉開発協会 特定非営利活動法人　ワールドワイド・サポート ともしび

特定非営利活動法人　日本ミールソリューション研
究会

特別区協議会資料室 富山科学の公害輸出をやめさせる実行委員会

特定非営利活動法人　日本有機農業生産団体中
央会

独立行政法人　福祉医療機構 富山県民生涯学習カレッジ

特定非営利活動法人　日本中高層住宅管理組合
連絡機構

所沢市文化振興事業団 トラウマサバイバーズユニオン

特定非営利活動法人　まちづくりサポートセンター 所沢市民文化センター 都立立川図書館

特定非営利活動法人　はぁーとの会
都児連広報委員会　都児連事務局　東京都児童
会館

都立多摩図書館（多摩教育センター）建設促進実
行委員会，教育庁支部三多摩分会

特定非営利活動法人　バイオメディカルサイエンス
研究会

「都市」を考える会 都立多摩図書館参考奉仕課参考調査係

特定非営利活動法人　八王子ワークセンター 図書館活用推連絡会 都老後保障推進協議会

特定非営利活動法人　ハッピー・エイジング研究
所

図書館問題研究会東京支部 どろんこ作業所

特定非営利活動法人　バリアフリー・スポーツ・ネッ
トワーク

図書館労働者交流会 どんぐり会

特定非営利活動法人　パレスチナ子どものキャン
ペーン

図書館を考える会

特定非営利活動法人　日野市レクリエーション協
会

図書コードの問題を考える会



な 内閣府区民生活局市民活動促進課 仲間と共に歩む会 に 新潟県立生涯学習推進センター

内閣府国民生活局活動促進室 中村祥子 二上千賀子

内閣府国民生活局市民活動促進部 名古屋市生涯教育センター 西多摩郷土研究の会

内閣府男女共同参画本部 納得のいく裁判を考える市民の会 西多摩子どもの本の会

内申書裁判をささえる会 那覇市総務部女性室 西東京雑学大学　

中野区国際交流協会 那覇市立首里公民館 西東京市教育委員会

中野区社会福祉協議会 奈良県社会教育センター
西東京市市民生活部生活文化課男女平等推進
課

中野区社会福祉協議会ほほえみサービスセン
ター

奈良県生活環境部県民生活課
西東京市市民生活部生活文化課男女平等推進
室

中野区女性会館 習志野ともに生きる会 西八王子予備校

中野区地域センター部女性・青少年課 習志野の学校を考える会 日豪人物及び文化交流協議会

中野区婦人会館 難民と地球の緑を考える会 日豪文化交流協会

中野区立野方青年館 日曜の会（町田在住の建築家と都市計画家の会）

中野しのぶ
日教組・教育総研・日本教育会館・共同設立　親と
子と教職員の教育相談室

中野ふくし倶楽部 日社労組　富士学園分会

中村祥子 日本アビリティーズ協会

長尾 日本NPO学会事務局

長沢 日本ＮＰＯセンター

長野県女性総合センターだより 日本ＰＴＡ全国協議会

長野県男女共同参画センター　“あいとぴあ” 日本親子読書センター

仲町公民館 日本家庭福祉会



日本ガルデン協会 日本民族芸能国際交流協会 ね～の 橳島

日本環境学会 日本盲人ゴルフ振興協会 ネイチャーサイエンス

日本救難バイク協会 日本有機農業研究会 ねこだすけ

日本グラウンドネットワーク協会 日本ユネスコ協会連盟 熱帯林情報センター・名古屋

日本グラウンドワーク協会 日本ラケットボール協会 練馬区介護人派遣センター

日本芸能実演家団体協議会 日本労働者協同組合連合会 練馬区在宅障害者の保障を考える会

日本芸能実演家団体協議会パフォーマー編集室 日本惑星協会 練馬区生活文化部女性課

日本下水文化研究会 日本ＮＰＯセンター 練馬まちづくりの会

日本下水文化研究会運営委員会 人形劇団プーク 野津田公園を考える会

日本健康太極拳協会 人間科学総合研究会 野津田・雑木林の会

日本美容ハイカー連盟（ユーモア・クラブ） 人間家族編集室

日本腹話術師協会

日本婦人団体連合会

日本婦人問題懇話会

日本婦人有権者同盟

日本弁護士連合会子どもの権利委員会

日本弁護士連合会少年法「改正」対策本部

日本ポーテージ協会

日本ホームスクール支援協会

日本ミニコミセンター



は バイオクリーン・ラボ 八王子緑の会「緑風」編集委員会 羽村町公民館

バイオメディカルサイエンス研究会 八王子レクリエーション協会 羽村町消費者センター

培風館 パッチワークキルト新聞グループ 如林きよみ

売買春問題ととりくむ会 花小金井北公民館 バリアフリーセンター・福祉ネット「ナナの家

パイプ倶楽部 花小金井南公民館 反核パシフィックセンター東京

俳優座 花咲き村 反原発運動全国連絡会

萩山公民館 花咲き村緑のプロジェクト 反公害輸出通報センター

働くことと性差別を考える三多摩の会 はなみずき 犯罪と非行に関する全国協議会

働く市民の会（準）事務局 浜仲間の会 反農薬東京グループ

バクの会 羽村市企画総務部企画調査課 反核パシフィックセンター東京

八王子教育委員会社会教育課 羽村市企画部企画課 反原発運動全国連絡会

八王子国際友好クラブ広報部 羽村市教育委員会 反公害輸出通報センター

八王子市公民館 羽村市経済建設部経済課消費生活 犯罪と非行に関する全国協議会

八王子市議会 羽村市経済建設部経済課消費生活係 反農薬東京グループ

八王子自然友の会 羽村市教育委員会社会教育課

八王子消費者の会生活協同組合 羽村市消費者センター

八王子市ボランティアセンター はむら自然友の会

八王子生活館　ゆいまーる生活館 羽村町教育委員会

八王子日本語の会 羽村町教育委員会事務局

八王子母と子の会 羽村町教育委員会社会教育係



ひ
ピース・ナウ！戦争に税金を払わない！市民平和
訴訟の会

東大和音楽・文化友の会
日野市社会福祉協議会　　日野市ボランティアセ
ンター

ピースネット 東大和市企画財政部企画課 日野市障害者問題を考える会

ピースネットニュース編集部 東大和市企画財政部企画調整係 日野市生活文化部生活課

ピースネット編集部 東大和市企画財政部・女性情報誌編集委員 日野市生活文化部生活課レクリェーション係

非営利活動法人　建設環境情報センター 東大和市教育委員会 日野史談会

東青梅市民センター 東大和市立公民館 日野市民会館

東久留米市教育委員会 光公民館保育室運営委員会 日野市立女性センター

東久留米市総務部庶務課 久野綾子 日野市立図書館

東久留米市男女平等推進センター ひだまり 日野市立図書館市政図書室

東久留米市立図書館 一橋大学 日の出志茂町児童館

東久留米ふるさとを創る会 人と自然の会 日の出町教育委員会

東日本新聞社 ひとなる会 日の出町庶務課広報係

東村山市民新聞社 人の泉「自然と経験の学校」 日野の自然を守る会

東村山市民部コミュニティ課 ひとりひとりが原子力の恐ろしさを考える会 美唄消費者協会

東村山社会教育をすすめる会 檜原村役場総務課 被爆体験を語り継ぐ会

東村山市立中央公民館 日野市企画部女性参画推進室 日々発見の会

ひがしむらやましりつとしょかん 日野市教育委員会 ヒマラヤハーモニー

東村山裾野会 日野市建設部水路清流課 ヒマラヤ保全協会

東村山に公民館をつくる会 日野市高校問題連絡協議会 ひまわり共同作業所

東村山ボランティア・コーナー 日野市社会福祉協議会ボランティアセンター 兵庫県立嬉野台生涯教育センター



兵庫区ボランティア ふ～ほ フリースクール僕んち 房総日本語ボランティアネットワーク

枚方市生活文化部女性政策課 プレイスクール協会 保浦勝政

枚方市津田公民館 フリースペースつくしんぼ ほーむたうん

枚方市立サンプラザ市民センター ぷれいす東京
北海道教育大学旭川校　生涯学習教育研究セン
ター

枚方市立楠葉公民館 ふるさとの会 北海道消費者協会

枚方市立消費生活センター
ふるさとの会　高齢者路上生活者自立支援セン
ター

北海道大学教育学部社会教育研究室

枚方市立津田公民館 ぷれいす東京 北海道立消費生活センター

枚方市立蹉蛇公民館 フロッピーの会 ポットラック編集室

枚方市立牧野公民館 文化庁文化財保護部監修 ほのぼの編集室

平塚の自然を守る会 文教大学教育学部 ボランティアセンター武蔵野

平塚母親の会 文教大学人間科学研究 ほるぷ教育開発研究所

広島県立社会教育センター 文教大学文学部 保谷公民館

ヒロシマ・ナガサキを考える会 文教都市のまちづくりを進める市民の会 保谷市柳沢公民館運営審議会

広友会事務局 平林禅寺の自然と文化を守る会 保谷の自然と緑を考える会

廣瀬真理子，多摩市立永山公民館 平和事務所 保谷ＮＰＯ推進センター

ひろば政策室 ヘルパーコール ほん・コミニケート社

広場の会（国立国会図書館内） ヘルプバングラデシュ・コミティ

「広場」編集委員会 邦楽教育振興会

防災情報新聞社

豊穣の森



ま 町田国際協会 み 瑞穂 港区社会福祉協議会

町田国際交流センター 瑞穂町 港区社会福祉協議会ボランティアセンター

町田市公民館 みたか見聞社
港区　政策経営部　総務課　人権・男女共同推進
係

町田市消費者センター 三鷹国際交流協会 港区総務課人権・男女共同推進課

町田市精神障害者さるびあ会 三鷹市 港区ボランティアセンター

町田市第７エリア高齢者在宅サービスセンター建
設促進住民の会

三鷹市大沢住民会議 水俣・不知火編集室

町田ヒューマンネットワーク 三鷹市議会 水俣病東京原告団

まちだ市民運動ネットワーク 三鷹市教育委員会生涯教育課 水俣病東京被害者の会

まちづくり府ーラム・ひの 三鷹市芸術文化振興財団 水俣病を告発する会

まちづくりマスターズプランを創る会事務局 三鷹市社会教育会館保育室 水俣フォーラム

松香堂書店 三鷹市消費者活動センター運営協議会広報部 南大沢公民館

マッチ編集部 三鷹市消費者の会 ミニコミグループ

松村勝人 三鷹市立三鷹図書館 ミニコミバイザ編集室

学びの広場 三鷹青年団体連絡協議会 民間デイサービスつくしの家

三鷹消費者の会 民主的な社会教育を発展させる都民の会

三鷹図書館

みたかハンディキャブ

密集住宅地区整備促進協議会

水戸事件のたたかいを支える会・全国事務局

緑川新聞社



む～も 武蔵野から編集室 目黒区立図書館

武蔵野市国際交流協会 目黒区立緑が丘図書館

武蔵野国際交流市民の会 めだかクラブ広報担当

むさしの国際交遊会 『めだか』広報担当

武蔵野市教育委員会 めだか社

武蔵野市民芸術文化協会 もぐらの家

武蔵野市民社会福祉協議会 模索塾

武蔵野市民社会福祉協議会，ボランティアセン
ター武蔵野

森づくりフォーラム

武蔵野市役所児童婦人部児童婦人室 文部科学省大臣官房

武蔵野自由学校事務局 文部省大臣官房

むさしの住宅さんざし文庫

武蔵野女子学院日曜講演会

武蔵野の教育を共につくる会

武蔵野の教育を共に造る会

武蔵野文化事業団

武蔵野野鳥の会

武蔵村山教育委員会

武蔵村山公民館

武蔵村山ボランティア連絡会

明治大学



や～よ 八重山・白保の海を守る会 ら～ろ ライフカウンセリングサービス わ～ん ワーカーズコレクティブあやとり

矢崎さんの裁判闘争を支援し不当解雇を撤回さ
せる会

ライフプランニング ワールド・ドンポー・ネットワーク

安田火災武術財団 リーダイの仲間を支える会 ワールド・ビジョン・ジャパン

安田生命社会事業団ヒューマンサービスセンター リサーチＱ 若駒の家運営委員会

野生生物保全論研究会 立教図書館人クラブ 若駒の空・ユメトピア

野生動物救護獣医師協会 リニューアル技術開発協会 「わが農業」編集世話人会

屋台村通信
リハ裁判の会（徳見康子の「横浜リハセンター責任
追及裁判」を支援する会

若葉小学校ＰＴＡ広報委員会

山内直人 リフレッシュクラブ 若葉町の福祉を考える会

弥生会くにたち苑 留学生援護会 和光大学

ヤング青梅 緑化推進環境改善協会 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

やんぐねっとわあくよこはま
緑寿園・武蔵野・小金井・田無・保谷地域ケアセン
ター

わなげグループ

ゆいのもり社・食工房ゆいのもり 臨時教育審議会 わははの会

（有）　ウイ書房 レインボーパレード実行委員会 わらべの家

ゆうあいセンター 労学舎 わんぱくクラブ育成会

有機農産物普及・堆肥化推進協会 老人給食協力会ふきのとう

遊々舎 労働省婦人局

ゆうやけ子どもクラブ 労働調査会

ユニ研・市民の異質の統合に本気に学ぶ研究会 ロシナンテ社

ユニークスクールフォーラム実行委員会

百合丘おいもの会

横浜国立大学国際社会科学学会



横浜市海外交流協会

横浜セクシュアルハラスメント裁判を支える会事務
局

幼児教室すずめ

横須賀市教育研究所

横浜国際人権センター

横浜市広報センター

横浜ボランティア協会

吉田清彦

吉野

よりよい市民会館を作る為の懇談会



Ａ～Ｚ ＡＩＤＳ＆Ｓｏｃｉｅｔｙ研究会議 ＮＰＯ法人　エッジ

ＡＦＲＩＣＡの会 ＮＰＯ法人　ＰＥＧドクターズネットワーク

Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ　Ｃａｌｅｎｄｅｒ ＮＰＯ法人　環境学習研究会

ＡＳＥＡＮ地域生活文化協会 ＮＰＯ法人　グループ・ジューン・フィフス

ＡＳＩＡＮ　ＰＥＯＰＬＥＳ　ＦＲＩＥＭＤＳＨＩＰ　ＳＯＣＩＥ
ＴＹ（ＡＰＦＳ）

ＮＰＯ法人　サポートハウス年輪

ＢＯＣ出版部 ＮＰＯ法人　宅老所　風の里

Ｂｒｉｄｇｅ　Ａｓｉａ　Ｊａｐａｎ ＮＰＯ法人　長寿社会を考える会

ＣＥＰ・子どもひろば ＮＰＯ法人　福祉サービスハウスゆう

Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｏｕｔｓｏｒｕｃｉｎｇ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ＮＰＯ法人　福祉ネット「ナナの家」

ＥＲＩＣ国際理解教育センター　北 ＮＰＯ法人　保健所の成犬・猫の譲渡を推進する会

ＥＳＡアジア教育支援の会 ＮＰＯ法人　メダカのがっこう

ＦＩＣＣ事務局 ＮＰＯ法人　友愛会

ＦＩＮＤＳ（ファインズ） ＰＡＲＣ（アジア太平洋資料センター）

ＦＬＣ研究所 RDA　Ｊａｐａｎ

Ｆ・Ｌ・Ｃ＊Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＲＭＡＪ

ＧＯＯＤ　ＷＩＬＬ
ＳＨＡＰＬＡＮＥＥＲ＊シャプラニール＝市民による
海外協力の会

Ｈａｃｈｉｏｊｉ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ　Ｃｌｕｂ＊
八王子国際友好クラブ

SHARE　シェア　国際保健協力市民の会

Ｈｏｍｅ　ｔｏｗｎ Ｓ・Ｋ編集部

ＩＷＣ／ＩＡＣ　国際市民の会 ＳＴＯＰ！改憲市民ネットワーク

ＪＡＰＡＮ　ＡＲＴＳ ＴＡＭＡらいふ２１協会

ＪＡＶＡ名古屋 Ｔｏｋｙｏ　Ｂｕｎｋａ　Ｋａｉｋａｎ

ＫＩＫＩ　ＷＥＢ
ＴＯＫＹＯ　ＰＯＲＴ　５０（東京港開港５０周年事業
実行委員会）

ＬＤ児・者を考える会「くじら」
Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ　ｍｅｍｂｅｒｓ　ｏｆ　Ｋｏｎｎｉｃｈｉｈｗａ　Ｋｏｔ
ｏ



ＬＰＩ　Ｊａｐａｎ Ｗｅの会

Ｍ君裁判を考える会 ＷＯＲＬＤ　ＰＥＡＣＥ　ＮＯＷ

ＭＥＷ
Ｙｏｋｏｈａｍａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　＆　Ｅｘｃｈａｎｇｅｓ

ＮHK学園

ＮＰＯ　ＰＬＡＮＴ　Ａ　ＴＲＥＥ　ＰＬＡＮＴ　ＬＯＶＥ

ＮＰＯ　イルカ

ＮＰＯ　ウイン女性企画

ＮＰＯ　現代女性文化研究所

ＮＰＯ研修・情報センター

ＮＰＯ　女性自立の会

ＮＰＯ　地域循環研究所

ＮＰＯ　都市住宅とまちづくり研究会

ＮＰＯ　ねこだすけ

ＮＰＯ　福祉マンションをつくる会

ＮＰＯ　不動産女性会議

ＮＰＯ　ＦＵＳＩＯＮ長池

ＮＰＯ　ホタルを飛ばそう会



数字 １％クラブ事務局

2050
２１世紀のカンボジアを支援する会

２１世紀のくにたちをつくる会


