
■人権・平和

担当者名

住所

電話番号 FAX番号

メールアドレス ホームページ

連絡方法 設立年月日

主な活動分野

主な活動内容

主な活動場所 活動日

活動時間帯 年間活動日数

会員数 会員の年齢層

必要資格

募集時期

会費 あり 年額 4,000円 入会金 なし

担当者名

住所

電話番号 FAX番号

メールアドレス ホームページ

連絡方法 設立年月日

主な活動分野

主な活動内容

主な活動場所 活動日

活動時間帯 年間活動日数

会員数 会員の年齢層

必要資格

募集時期

会費 あり 年額 2,000円 入会金 なし

保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全、災害救援

活動、地域安全活動、人権・平和、国際協力、男女共同参画社会、子どもの健全育成、科学技

術、非営利活動支援、その他（各種ボランティア活動）

国際交流、平和支援に関する活動、学習活動、ボランティア活動

アミューあつぎ及び厚木市内 毎月1～2回

18時～20時 約15日

17人 10代～30代

会員の募集 あり
生徒、学生、社会人（35歳未満）

－

団体名
厚木ユネスコ協会
あつぎゆねすこきょうかい

青少年ボランティアグループ
 せいしょうねんぼらんてぃあぐるーぷ

横本 久
よこもと ひさし

厚木市宮の里4-10-6

046-242-2050 046-242-2050

atsugiunesco2021@outlook.jp －

電話、FAX、メール 平成17年4月1日

会員の募集 あり

年齢、性別、国籍を問わず、趣旨

に賛同される方

通年

保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全、災害救援

活動、地域安全活動、人権・平和、国際協力、男女共同参画社会、子どもの健全育成、科学技

術、非営利活動支援

国際交流活動、学習活動、青少年活動、普及活動ほか

アミューあつぎ 毎月1～2回

16時～18時 約22日

36人 10代～70代

団体名
厚木ユネスコ協会
あつぎゆねすこきょうかい 横本 久

よこもと ひさし

厚木市宮の里4-10-6

046-242-2050 046-242-2050

atsugiunesco2021@outlook.jp －

電話、FAX、メール 昭和49年4月7日
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担当者名

住所

電話番号 FAX番号

メールアドレス ホームページ

連絡方法 設立年月日

主な活動分野

主な活動内容

主な活動場所 活動日

活動時間帯 年間活動日数

会員数 会員の年齢層

必要資格

募集時期

会費 あり 年額 1,200円 入会金 なし

担当者名

住所

電話番号 FAX番号

メールアドレス ホームページ

連絡方法 設立年月日

主な活動分野

主な活動内容

主な活動場所 活動日

活動時間帯 年間活動日数

会員数 会員の年齢層

必要資格

募集時期

会費 あり 年額 2,000円／団体 入会金 なし

16時～18時 約15日

10団体 20代～80代

会員の募集 あり
会の趣旨に賛同できる団体

随時

団体名
厚木市民活動ネットワーク
あつぎしみんかつどうねっとわーく

－ －

－ －

保健・医療・福祉、学術・文化・芸術・スポーツ、災害救援活動、人権・平和、国際協力

定例幹事会、交流会、情報誌発行、ボランティア見本市、市民公開セミナー

保健福祉センター、あつぎ市民交

流プラザ、Tobioギャラリー
第3土曜日

－ 平成17年6月28日

－

－

－
団体名

厚木市点訳赤十字奉仕団
あつぎしてんやくせきじゅうじほうしだん

－ －

－ －

－

会員の募集 あり
－

隔年開催される点訳講座修了後に入団

昭和39年6月7日

保健・医療・福祉、人権・平和

厚木市の公共刊行物等の点訳、神奈川県ライトセンター蔵書点訳、視覚障がい者点字

指導、福祉体験教室（厚木市内小中学校）へ講師派遣、点訳ボランティアの育成（点

訳講座）

保健福祉センター

10時～16時

50人 40代～80代

木曜日

約42日

－
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担当者名

住所

電話番号 FAX番号

メールアドレス ホームページ

連絡方法 設立年月日

主な活動分野

主な活動内容

主な活動場所 活動日

活動時間帯 年間活動日数

会員数 会員の年齢層

必要資格

募集時期

会費 なし 入会金 なし

担当者名

住所

電話番号 FAX番号

メールアドレス ホームページ

連絡方法 設立年月日

主な活動分野

主な活動内容

主な活動場所 活動日

活動時間帯 年間活動日数

会員数 会員の年齢層

必要資格

募集時期

会費 なし 入会金 なし

10の九条の会が構成員 －

会員の募集 あり
－

－

日本国憲法を守り生かす活動。憲法への理解を共に深めていく宣伝、映画会等

厚木市ボランティアセンター 毎月9日

14時～17時 約20日

net63690@ai.ayu.ne.jp http://atsugishi9jounokainetwork.web.fc2.com

メール 平成18年11月7日

人権・平和

団体名
厚木市九条の会ネットワーク
あつぎしきゅうじょうのかいねっとわーく 川瀬 秀雄

か わ せ ひ で お

厚木市旭町2-10-17

046-228-7264 046-228-7264

1,657人（賛同者） 20代～90代

会員の募集 あり
－

随時

戦争廃棄の第9条を中心とした日本国憲法を守り生かす活動。ニュースの毎月発行、講

演会の開催等。

厚木市ボランティアセンター
毎月のニュース発行の編集会議及

び月例会（共に日時は不定）

9時～12時または14時～17時 約24日

kzm_kitagawa@kss.biglobe.ne.jp －

メール 平成18年4月7日

人権・平和

団体名
あつぎ・九条の会
あつぎ・きゅうじょうのかい 北川 和麿

きたがわ かずまろ

厚木市下古沢795-8

080-5034-3777 046-248-2666
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