
令和３年度　鶴見区ふれあい助成金・つるみ善意銀行助成金
助成団体一覧 令和４年２月４日現在

【継続申込団体】

NO 団　体　名 代表者名 区　　分 事業内容
助成金額
（円）

1 荒立クラブ 斉藤　由美子 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 55,000

2 かふぇ処あらだち 齋藤　雅英 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 50,000

3 ひの木かふぇ 小野　寿江 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 50,000

4 ダンベル上の宮 粕谷　喜久子 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 95,000

5 北寺尾カフェさくら 風間　広是 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 50,000

6 ほっとカフェ馬場 馬場　まち子 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 50,000

7 にじ文庫 下山　由加里 集いの場
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 80,000

8 あじさいの会 加瀬　一枝 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 50,000

9 ふらっと 横澤　邦雄 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 50,000

10 ひびきの会 高木　シヅ子 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 120,000

11 カラオケサロン 重政　三鶴 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 40,000

12 なごみスペースみよし 井上　博子 集いの場
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 90,000

13 憩いカフェ 中西　忍 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 50,000

14 NPO法人つるみままっぷ 今井　幸子 集いの場
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 50,000

15 よこはま健康友の会無料塾 相楽　育雄 集いの場 学習支援 80,000

16 フリーふらっと・へいあん 木田　養子 集いの場
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 120,000

17 平安・ふれあい食堂 河西　英彦 集いの場 子ども食堂 120,000

18 特定非営利活動法人　ふれあい友の会 栄　義昭 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 180,000

19 輝き西中町元気クラブ 風間　省二 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 70,000

20 キッチンてらお 一瀬　誠 配食 配食 240,000

21 キッチンさくらんぼ 青柳　次男 配食 配食 230,000

22 ランチ末吉「つむぎ」 成嶋　郁恵 配食 配食 80,000

23 ランチへいあん 生井　カツヱ 配食 配食 300,000

24 ハートフルキッチン”ゆうづる” 河西　英彦 配食 配食 300,000

25 傾聴つるみ 宮本　礼子 家事・生活支援
相談支援・

傾聴活動（個人） 50,000
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26 助け合いボランティア白幡 西田　義継 家事・生活支援 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ・家事援助 80,000

27 クラブバンビーニ 渡辺　雅美
障害児者支援・
障害当事者活動

余暇活動・青年学級 60,000

28 都留美スポーツクラブ 青木　洋子
障害児者支援・
障害当事者活動

余暇活動・青年学級 50,000

29
NPO法人ふれんどーる
中途障害者地域活動ｾﾝﾀｰふれんどーる鶴見 長谷川　勝一

障害児者支援・
障害当事者活動

講習会・研修会 60,000

30 AST（アシスト） 千代森　真由美
障害児者支援・
障害当事者活動

趣味・ｽﾎﾟｰﾂ 150,000

31 わかば会 若生　一男
障害児者支援・
障害当事者活動

ﾘﾊﾋﾞﾘ教室 50,000

32 横浜ローイングクラブ　アメンボウ　シーズ 守屋　敦夫
障害児者支援・
障害当事者活動

趣味・ｽﾎﾟｰﾂ 60,000

33 エンジョイ 松本　綾
障害児者支援・
障害当事者活動

親子ｻｰｸﾙ 60,000

34 じゃりんまんも 勝木　隆泰
障害児者支援・
障害当事者活動

余暇活動・青年学級 40,000

35 リハビリテーションスポーツクラブ 「にこにこ会」 岩﨑　捷利
障害児者支援・
障害当事者活動

ﾘﾊﾋﾞﾘ教室 100,000

36 NPO法人ふれんどーる ふれんどーる絆 長谷川　勝一
障害児者支援・
障害当事者活動

趣味・ｽﾎﾟｰﾂ 60,000

37 リズムの会 浅川　素子
障害児者支援・
障害当事者活動

ﾘﾊﾋﾞﾘ教室 100,000

38 鶴見区聴覚障害者協会 岩沢　正雄
障害児者支援・
障害当事者活動

講習会・研修会 40,000

39 詠夢の会 柳谷　紀子
障害児者支援・
障害当事者活動

講習会・研修会 40,000

40
神奈川県立鶴見養護学校卒業生
余暇活動青年教室ふうせんの会

須佐　すみ子
障害児者支援・
障害当事者活動

余暇活動・青年学級 40,000

41
NPO法人げんき
障害者地域活動ホームふれあいの家

小沢　義雄
障害児者支援・
障害当事者活動

余暇活動・青年学級 40,000

42 鶴見区視覚障害者福祉協会 津田　巳三男 宿泊・日帰りハイク 日帰りﾊﾞｽﾊｲｸ 50,000

43
NPO法人雑貨工房みらい
地域作業所雑貨工房大地

田倉　瑞己 宿泊・日帰りハイク 宿泊事業 50,000

44 NPO法人雑貨工房みらい 吉澤　恵久代 宿泊・日帰りハイク 宿泊事業 50,000

45 一歩舎1・2号館 西澤　昭彦 宿泊・日帰りハイク 宿泊事業 50,000

46 一歩舎3号館・Peace 西澤　昭彦 宿泊・日帰りハイク 宿泊事業 50,000

47 手話サークルf-net 荒井　まりか
視覚障害者・

聴覚障害者支援
聴覚障害者支援（手話） 50,000

48 末吉手話サークル 勝又　淳子
視覚障害者・

聴覚障害者支援
聴覚障害者支援（手話） 50,000

49 手話サークル「あいうえお」 田中　直子
視覚障害者・

聴覚障害者支援
聴覚障害者支援（手話） 50,000

50 フレンドの会 鈴木　明子
視覚障害者・

聴覚障害者支援
聴覚障害者支援（手話） 20,000

51 手話サークル　バラの会 植木　晶子
視覚障害者・

聴覚障害者支援
聴覚障害者支援（手話） 50,000
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52 鶴見ブラインドメイト「ワルツ」 横内　智子
視覚障害者・

聴覚障害者支援
視覚障害者支援 50,000

53 育児サークル　ちゅうりっぷ会 吉安　望 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 40,000

54 特定非営利活動法人　三者こころの福祉 石井　貢 福祉のまちづくり 講習会・研修会 40,000

55 くまのプーさん 藤本　由佳 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 40,000

56 くれよん会 豊沢　美咲 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 40,000

57 動物介在活動ボランティアグループ てくてくつるみ 川内　洋子 福祉のまちづくり ﾘﾊﾋﾞﾘ教室 40,000

58 つるみ・おもちゃドクターズ 鈴木　誠 福祉のまちづくり
布（木）のおもちゃ

・絵本 40,000

59 くりんくらん 山本　聡 福祉のまちづくり
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 30,000

60 トトロの会 大谷　ひとみ 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 25,000

61 鶴見区子ども育成連絡協議会 工藤　春治 福祉のまちづくり 展示会 30,000

62 東寺尾図書館 東海林　瑛子 福祉のまちづくり
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 40,000

63 ピンピン体操ポピー会 大友　彰 福祉のまちづくり ﾘﾊﾋﾞﾘ教室 30,000

64 スマイルキッズ 田中　春菜 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 30,000

65 鶴見パソコン・ボランティア協会 青柳　孝 福祉のまちづくり 講習会・研修会 40,000

66 わくわくキッズ 田島　陽子 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 40,000

67
特定非営利活動法人
こんにちは・国際交流の会

岡野　寿雄 福祉のまちづくり 日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 40,000

68 どんぐりKID’S 塩田　優子 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 40,000

69 特定非営利活動法人 アラジンクライミング 小川　弘 福祉のまちづくり 趣味・ｽﾎﾟｰﾂ 30,000

70 ピーターラビット 川島　千尋 福祉のまちづくり
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 40,000

71 横浜きた・おやこ劇場 杉山　仁美 福祉のまちづくり
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 30,000

72 ダンボの会 石渡　晴美 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 40,000

73 北寺尾ボッチャ 磯ヶ谷　輝夫 福祉のまちづくり ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 10,000

74 特定非営利活動法人まなひろ 木村　裕之 福祉のまちづくり 講習会・研修会 40,000

75 しおかぜ会 川副　栄子 福祉のまちづくり 講習会・研修会 40,000

76 失語症自主グループ　ことのはの会 川口　美知子 福祉のまちづくり ﾘﾊﾋﾞﾘ教室 20,000

77 つるみプレイパーク 小島　久美子 福祉のまちづくり
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 30,000
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78 おはなし絵本「もりの木」 五十川　公子 福祉のまちづくり
布（木）のおもちゃ

・絵本 40,000

79 ふれあいリズム遊び　 おうまのおやこ 山口　亜香里 福祉のまちづくり 親子ｻｰｸﾙ 40,000

80 ひびきあい編集委員会 井上　哲郎 福祉のまちづくり 広報紙発行 30,000

81 鶴見そーらんフェスティバル実行委員会 岡野　誠一 福祉のまちづくり 地域住民交流 30,000

82 MAMAXE 奥井　奈都美 福祉のまちづくり
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 40,000

【新規立上げ事業区分】

83 Café de amie 山名　環 集いの場 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｻﾛﾝ 30,000

84 寺尾地区にプレイパークを作る会 井上　彩子 集いの場
子育て支援事業

(支援者が主催する活動) 40,000

82団体 5,245,000

2団体 70,000

84団体 5,315,000

鶴見区ふれあい助成金（継続申込）

鶴見区ふれあい助成金（新規立上げ）

合　　　　　計


