
■国際協力

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 500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 500円 入会金 なし

8人 30代～80代

会員の募集 あり
日本語指導者養成講座受講済みの方

－

国際協力

市内在住の外国籍の方々に日本語を教える。

依知北公民館 毎週水曜日

18時30分～20時30分 約50日

－ －

－ －

－ 平成5年5月15日

会員の募集 あり
日本語指導者養成講座受講済みの方

－

団体名
厚木日本語ボランティアの会
あつぎにほんごぼらんてぃあのかい

グループ依知北
 ぐるーぷえちきた

兵間 恵子
ひょうま けいこ

－

アミューあつぎ、依知北公民館
月曜日、水曜日、木曜日、土曜

日、日曜日

9時30分～20時30分 約250日

52人 30代～80代

－ －

－ 平成5年5月15日

国際協力

市内在住の外国籍の方々に日本語を教える。

団体名
厚木日本語ボランティアの会
あつぎにほんごぼらんてぃあのかい 兵間 恵子

ひょうま けいこ

－

－ －
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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 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

046-242-2050 046-242-2050

atsugiunesco2021@outlook.jp －

電話、FAX、メール 昭和49年4月7日

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

atsugiunesco2021@outlook.jp －

電話、FAX、メール 平成17年4月1日

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

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

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

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

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）

－
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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 2,000円／団体 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 月額

家族10,000円

個人7,000円

学生5,000円

入会金 あり 10,000円

－ 平成17年6月28日

－

－

11人 幼児～60代

会員の募集 あり
－

春と秋に募集するが通年受け付ける

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
特定非営利活動法人
とくていひえいりかつどうほうじん

多言語広場ＣＥＬＵＬＡＳ
た げ ん ご ひ ろ ば せ る ら す

石川 茂子
いしかわ しげこ

厚木市下古沢605

shigechan1783@gmail.com http://www.celulas.or.jp

18時～19時30分

毎週金曜日

約50日

メール

社会教育、国際協力、子どもの健全育成

多言語（多くの言語に同時に触れる）活動では、様々な年齢のメンバーや家族が集まり毎週行う

ロールプレイやシャドウイングなどを通じて人間本来の自然な言語習得に取り組むとともに、

ホームステイ交流などの国際交流、サマーキャンプなどの青少年育成事業、国際理解授業支援な

どの社会貢献も行っている。多様性への対応能力やコミュケーション力を培い世界に通じる人材

の育成を目的としている。

南毛利学習支援センター

平成14年5月1日

090-6308-9804 046-247-2503

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
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