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1 女性の応援 きもの着付けボランティア「つむぎの会」 事務局/佐藤 悦子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
着付け教室開催、線香花火大会での着付けボランティア

2 女性の応援 朝倉婦人会 ○ 小原　恵子 0182-36-1955
敬老会の企画実施や施設訪問ボランティア活動、会員の交流会

開催

3 女性の応援 新日本婦人の会　横手支部 ○ 高階　泰子 090-7560-5858 趣味のサークル活動開催や研修会等の開催や参加 http://shinfujin.gr.jp

4 女性の応援 横手市母親連絡会 ○ 佐藤 誠子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018

日本母親大会へ参加と県や国政に要望を届けるための勉強会開

催
http://hahaoyataikai.jp/

5 女性の応援 横手中央婦人会 ○ 近江　千鶴子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018

サークル活動等の交流活動と役員の資質向上の勉強会と役員会

の開催

6 女性の応援 横手地区更生保護女性会 ○ 大和谷　道子 0182-24-0139
犯罪や非行に陥った人の立ち直りを支援するため相談対応とイベン

ト参加、他団体との交流会開催
https://www.kouseihogo-net.jp/hogojosei/index.html

7 女性の応援 合同会社　Linpeace 高橋　玲子 0183-66-9018 女性向けキャリアコンサルティング、体験会開催
https://www.facebook.com/%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BC%9A%
E7%A4%BELinpeace-103548655129826/

8 子育て応援
横手図書館ボランティア　おはなし大すきの

会
高橋　恵美子

横手図書館

0182-32-2662

定例おはなし会開催（年１２回）小学校中学校、学童等施

設・高齢者施設への訪問おはなし会実施

9 子育て応援 横手おやこ劇場 ○ 齊藤　雅子 090-2848-0573 親子で楽しむイベントや演劇・文化講演等の開催 https://www.facebook.com/yokoteoyakogekijyou

10 子育て応援 パパ’ｓサークル横手ピーターパン ○ 長谷川　聖史 090-2955-8246 パパの交流会、子どもと楽しむイベントの企画開催 https://www.facebook.com/papas.yokote/

11 子育て応援 ラーニングネット 和田　彰 090-7070-9129 フリースクール（学習指導・体験活動支援）

12 子育て応援 わくわく科学工房 事務局/出雲 紀行 0182-33-5345
わくわく科学実験教室の開催、イベントへの参加や老人福祉施設

での科学実験ショー開催、定例会や技能研修会実施。
http://blog.livedoor.jp/wakuwaku2017/

13 健　康 （公社）秋田県栄養士会  県南地区会 加藤　淳美
秋田県栄養士会

018-800-6708

栄養改善の知識の普及、栄養士・管理栄養士の資質向上のため

の交流会や会議開催
https://www.akita-eiyou.or.jp/

14 健　康 ボランティアグループ「わたぼうし」 ○ 渡部　正行 0182-33-1472
福祉にとらわれないボランティア活動、自己啓発と会員の親睦をふ

かめる交流会
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15 健　康 横手介護ボランティアの会 近江　千鶴子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
ボランティア活動と会員の学習会・研修会の実施

16 健　康 横手ひらか健康長寿達成ＮＰＯ ○ 佐々木　勇一 0182-32-2391
健康長寿の推進を図ることを目的に他団体と交流会やイベント参

加

17 健　康 秋田なずなの会 ○ 柿崎　弘子 0182-36-7445 アトピーについて勉強会開催とイベント参加

18 健　康 ひまわりの会 ○ 照井　優子 0182-32-3650 乳がんについての勉強会やイベント等開催、ボランティア活動 https://www.kohseikai.com/care/medical_consultation.html

19 健　康
（社）日本産業カウンセラー協会

東北支部秋田県運営部
○ 寺田　誠 0182-36-6280 無料相談室開催（月１回）傾聴出前講座・養成講座開催 http://www.counselor-tohoku.jp/

20 健　康 カウンセリング研究会 ○ 寺田　誠 0182-36-6280 心の健康セミナー開催

21 健　康 秋田まごころネットワーク 俵谷　裕子 090-6625-1109 健康体操と食育の推進、イベント等実施 https://www.facebook.com/profile.php?id=100039220714986

22 健　康 かまくら横練会 田中 律子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
気功の練習（週１回）と会員の交流会開催

23 健　康 よこて和生の会 ○ 小池田　和子 090-2361-4687
定例会開催、コーヒーサロンの開催（月２回）横手市主催のメン

タルヘルスサポーター養成講座修了者が会員

24 健　康 ＮＰＯ法人こまちハートオブゴールド ○ 事務局/菅 善徳 0183-55-2277
スポーツ・レクリエーション・カルチャーに関するサークル活動、各種体

育大会やイベントの企画開催
http://komachi-hog.sakura.ne.jp

25 健　康 よこて園芸療法の会「庭じかん」 ○ 浅利　政子 080-1811-3135 園芸療法の普及と園芸教室開催、ボランティア活動
https://www.facebook.com/%E5%BA%AD%E3%81%98%E3%81%8B
%E3%82%93-1045544238986879/

26 健　康 スマイルよこて 佐藤　マサル gontafane123@rmail.com
アンガーマネジメント研修、アンガーマネジメント怒らない体操、いき

いき体操（転倒予防体操）講座開催

https://www.facebook.com/%E4%BD%90%E8%97%A4
%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%8
3%A8%E5%B1%8B-111729670243890/

27 健　康 特定非営利活動法人　蜘蛛の糸 佐藤　久男 018-853-9759 自殺予防のための相談会開催 http://www.kumonoito.info/index.html

28 生き方 性と人権ネットワークＥＳＴＯ ○ 真木　柾鷹 080-6049-8843
性的少数者当事者とその家族・支援者のための交流会、相談対

応やワークショップ・講演会等の開催
http://estonet.info
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29 生き方
ACA（アダルトチルドレンアノニマス）

大仙グループ
daisen@aca-japan.org

アダルトチャイルドの問題から回復するために、自らと他の人たちの回

復・成長の手助けとなることを目的に毎月第3土曜日にミーティング

を開催

https://aca-japan.org/

30 地域・社会問題 ＮＰＯ法人 ゆめ希望 ○ 加藤　完二 090-2974-8537 スキー用品等のリサイクル事業とスキー大会の開催

31 地域・社会問題 あきたエコマイスター県南協議会 ○ 藤原　万正 0187-55-5402
地球温暖化防止推進企業への視察や講習会等の開催。あきたエ

コマイスター養成講座修了者の会
http://pref.akita.lg.jp/pages/archive/4952

32 地域・社会問題 少子化について学ぶ会 三橋　由美子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018

少子化が男女共同参画推進の遅れからくる今日の社会のあり方を

書籍から学ぶ勉強会開催（過去勉強会参考書籍「失われる子

育ての時間」池本美香著、「フランス女性はなぜ結婚しないで子ど

もを産むのか」井上たか子編者）

33 地域・社会問題
ＮＰＯ法人障がい者自立生活センター

「ほっと大仙」
理事長/奈良 克久 0187-62-7766

障がい者（児）が地域で自立した心豊かな生活を営み、そして社

会参加していくために必要とされる様々なサービス、環境整備や支

援を行う。

http://hotdaisen.jp

34 地域・社会問題 ＮＰＯ法人 そら 理事長/高橋 彰 0182-38-8156 障がいをもつ人への就労継続支援B型、生活介護事業 http://npo-houjin-sora.jimdofree.com

35 地域・社会問題 湯沢あかねの会 丹　すみ子 0183-72-3283 会員相互で買い物や通院等の支援活動 http://www.akitakenshakyo.or.jp/sasaeai/1127.html

36 地域・社会問題 ＮＰＯ法人「太陽の園」 ○ 山本　浩一 0182-36-6600
生活介護、就労継続支援Ｂ型、相談支援事業、イベント出店や

コンサート出演

http://www.akita-south-
jender.org/news/2021/09/14102821.html

37 地域・社会問題 特定非営利活動法人いなり福祉会 理事長/大野 勝比古 0183-62-2121
障がいをもつ人に通所就労支援、各種イベント（花見・日帰り旅

行・誕生会等）毎月開催、避難訓練実施

38 地域・社会問題 あきたクロスロード研究会 ○ 熊谷　淳子 090-2987-1575
カードゲーム「クロスロード」を用いた防災に関する研修会開催と講

師養成
https://www.facebook.com/groups/904593946365862

39 地域・社会問題 イーヴェうご協議会 樋口　陸郎
南部男女共同参画センター

0182-33-7018

羽後町移住支援のための県内外研修会実施、役員会・地域住

民と移住者の交流会開催

https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=438&category_id=
129

40 地域・社会問題 西前郷町内会 事務局/佐藤 友治 0182-33-2924
環境美化運動と整備、声かけ運動、交通安全運動への協力・見

守り活動、祭典の実施

41 地域・社会問題 横手市日本語教室 三浦　由実子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
日本に暮らす外国人の方に日本語を教える（ボランティア） https://www.facebook.com/YokoteshiNihongo

42 その他 朗読グループあおぞら ○ 小松　恵里子 0182-32-6255
広島・長崎被爆者の手記をまとめ、朗読。朗読劇の練習、朗読劇

開催（年１回）

mailto:daisen@aca-japan.org
https://aca-japan.org/
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43 その他 横手シニアスキークラブ「雪の華会」 ○ 事務局/柴田 克己 0182-32-5787 スキー活動、交流会・役員会開催

44 その他 大仙民話の会 ○ 倉田　直美 0187-63-7885 民話の語り会の開催やイベント出演と会員の交流会
http://www.akita-south-
jender.org/news/2021/09/14102821.html

45 その他
ヒューマニティコミュニケーション自然を愛する

皆さんの集い
○ 小松　正弘 0182-33-2811 コンサート開催やイベント出演　歌や楽器の練習会（週２回） http://twitter.com/yokote_rengaya

46 その他
横手ふるさと語りの会  「とっぴんぱらりの

プー」
○ 菅原　千鶴子 080-5225-5903

発表会開催とイベント出演、ボランティア活動、地域文化風習・昔

語り・方言の勉強会

https://ameblo.jp/mukashigatari-yokote/entry-
11850862916.html

47 その他 横手かまくら吟社 ○ 森屋　慶基 0182-32-6464 句会と大会の開催、公共施設等への作品展示

48 その他 横手郷土史研究会 ○ 高橋　務 0182-33-0582 研究と発掘の情報提供のための勉強会（月２回）

49 その他 横手芸術文化団体連盟 金沢　廣治 0182-33-3618 各芸術団体の活動状況等の報告会と発表会開催

50 その他 横手山岳協会 ○ 事務局/永沢 敏昭 090-7521-1955 登山活動と会員の交流会、写真展開催とイベント参加 https://www.yokote-koryu.jp/user/g0000059/

51 その他 銀杏同窓会 横手支部会 小田嶋　みや子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
横手城南高校同窓会と役員会の開催

52 その他 横手ばら会 ○ 事務局/武田 雄健
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
イベント出展やオープンガーデン開催、勉強会や交流会の開催

53 その他 横手マンドリンクラブ ○ 荻田　ヒサ子 0182-32-9438 コンサート開催やイベント出演、ボランティア演奏
http://www.akita-south-
jender.org/news/2021/09/14102821.html

54 その他
ＮＰＯ法人 日本ファイナンシャルプランナー

ズ協会 秋田支部
○ 高山　博之 090-5184-9295 会員の交流会やイベント等開催 https://www.jafp.or.jp/shibu/akita

55 その他 ＹＥＣ（横手英会話クラス） ○ 備前　是 0182-36-2621 交流会（月３回）

56 その他 坂本吹奏楽団 ○ 佐藤　尭
南部男女共同参画センター

0182-33-7018

元平鹿中学校卒業生による吹奏楽団、定期演奏会開催（年１

回）

http://www.akita-south-jender.org/news/2021/09/14102821.html
http://www.akita-south-jender.org/news/2021/09/14102821.html
http://npo-houjin-sora.jimdofree.com/
http://www.kumonoito.info/index.html
http://www.akita-south-jender.org/news/2021/09/14102821.html
http://www.akita-south-jender.org/news/2021/09/14102821.html
https://www.facebook.com/%E5%BA%AD%E3%81%98%E3%81%8B%E3%82%93-1045544238986879/
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57 その他 日本大学通教校友会秋田県支部 事務局/阿野 広美 0182-53-3221 総会や支部交流会開催、会報発行 http://nudld-koyukai.sakura.ne.jp/wp/

58 その他 あきた民話の会 ○ 事務局/倉田 直美 0187-63-7885 研修会や例会・イベント開催、会報の発行

59 その他 任意団体OFFICE　WAY 今　拓也 080-6040-3172 横手に関する情報提供やセミナー等の企画と運営

60 その他 和みアート
○

（体験希望

者）

佐々木　由樹
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
パステル和アート作品展示・体験教室開催 http://www.pastel-nagomi-art.com/

61 その他 横手星の会 ○ 事務局/永沢 敏昭 090-7521-1955
定例会と定例観測会の開催、他団体からの観察会への講師対

応、秋田ふるさと村プラネタリウムでの上映会開催（年２回）

http://sites.google.com/site/yokoteallstars/establishm

ent

62 その他 マヤタリプロジェクト ○ 沓澤　繁幸 090-7064-6879

ネパール国マヤタリ村に不登校児やひきこもりの若者がホームスティ

できるゲストハウス建設を目的に活動。ネパール野菜の栽培とネ

パールコーヒーの販売、イベント等への出店

https://www.facebook.com/%E3%83%9E%E3%83%A4%E3%82%BF%
E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82
%AF%E3%83%88Mayatri-purject-159877771376308/

63 その他 混声合唱団 横手フィオレンテ ○ 事務局/小松田 弘 090-4553-8765
地域福祉施設等へのボランティア活動、合唱練習（週１回）コン

サート開催
http://komatsuda.jimdofree.com

64 その他 ことことの輪 熊谷　淳子 090-2987-1575 パソコン指導、パソコンよろずカフェ開催

65 その他 アトリエ リラ 小山　留理子
南部男女共同参画センター

0182-33-7018
フラワーアレンジメントや寄せ植え講座を開催

66 その他 秋田近代史研究会 ○ 高橋　務 0182-33-0582 研究と発掘の情報提供のための勉強会

https://www.facebook.com/groups/904593946365862
http://shinfujin.gr.jp/
http://shinfujin.gr.jp/
mailto:daisen@aca-japan.org
mailto:daisen@aca-japan.org
mailto:daisen@aca-japan.org
http://estonet.info/

