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下田 智子

核も戦争もない世の中，女性や弱い立場の人々が生きや
すく，人権が守られ差別のない社会を創っていくため，地
域や職場で活動しています。 団体名の「 」（アイ）は，
「私」「女の目」女性たちの「友愛」を表しています。

木下 政志

・地域密着型サービス及び福祉サービスについて，第三
者の立場から客観的視点で評価を実施，総括的に評価を
することで，サービスの質の向上を図ることを目的とする。
・福山市に登録された介護相談員が利用者の疑問や不
満，不安を受けつけ，サービス提供事業者や行政に橋渡
ししながら問題の解決や介護サービスの向上を図ることを
目的とする。

占部 禎子

子どもの一時保育を通して，子育て中の親子が気軽に集 ママと子どもたちの笑顔が見られる様がんばっていま
うことのできる場所を提供する。
す。

(アイ) 女性会議 福山支部
1

084-924-2564
代表者
ＮＰＯ法人あしすと

2

084‐959-3215
木下 仁志

団体からのメッセージ
日々の暮らしでのトータルな課題に女性の視点で取り
組んでいます。
学習と交流を重ね，行動へとつなげる中で，一人一人
が力をつけていきたいと思っています。
行動の一環「八の日平和行動」は300回を数えました。
ご一緒に活動しませんか。

イコールキッズ
3

084-921-5597
代表者

栗原 正雄

お腹の赤ちゃんの生命を尊重し，すべてのいのちが大切
にされるやさしさと勇気ある社会づくりを目的とする。

円ブリオ基金（エンブリオキキン）で，お腹の赤ちゃんを
応援します。
胎児の命を守り育てるため，平成5年設立。8週迄の胎
児を，英語でｅｍｂｒｙｏ（エンブリオ）と呼ぶことから，貨幣
の1円と，エンブリオをあわせて「円ブリオ基金」と名づけ
ました。皆様から，ひと口1円のご寄付を頂き，それを原
資として，出産費・健診費の支援を行っています。ご家
庭・学校・会社に，「円ブリオ基金箱」の設置にご協力下
さい。

矢吹 智子

親子のふれあいを大切にしながら，人間関係を見直し本
音で語り合い，より良い関係を作っていく、子育てや人間
関係で悩んでいる人達を援助しながら，住み良い社会にし
ていく。

桜ヶ丘公民館で親支援サークル「しあわせの種まき
サークル」を始めて１４年です。子育てから介護まで，い
ろんな悩みを出せる場になっています。１度参加してみ
て下さい。

いのちの会福山
4

084-972-2854
河崎 京子
親業を通して人間関係を考える会 くちなしの
会

5

084-955-2567
代表者
『かけがえのない自分』を応援する会

6

084－973－1737
代表者

共に生き・共に育つ，人間同士としての視点を重視し，本
人自身の不安・悩みだけでなく，家族間，地域，子育て，
青少年育成，職場等，複合的に生じる問題や自己成長の カウンセラーの資格を有さない方でも”傾聴”を理解し，
馬屋原 眞美子 悩みを「ふれあいの傾聴」という手法をもちいてサポートし 他者への関心をお持ちであれば，共に活動してまいりま
ます。カウンセリングマインドをベースに『関係の質』の向 しょう。
上を図り，「かけがえのない一人ひとり」を応援していくこと
を活動目標とします。

家族と教育を考える会(Ｋ４）
7

084-976-7853

横路 忠

代表者

地域住民の方々の心の悩みに向き合い，一緒に問題を解
決していくための活動を行う。また，子どもたちの相談にも
のり，目標とする進路の実現のために学習支援を行う。

国際ソロプチミスト福山
8

084-925-7399

岩﨑 晶子

女性と女児の生活向上

森原 公江

女性と女児こども達の生活向上を願い

河内 牧恵

この会は，子ども達が生き生きと過ごせるような地域社会
を目指します。そのために，子ども達に関わる諸機関・グ
ループ・個人と連携し，子どもの生きる力を支えるために，
より良い環境づくりを進めることを目的としています。

電話というツールを使い，地域の子どもを地域の大人が
育て支援する活動を地道に行ってきました。又，当会で
はチャイルドラインの質を向上させるため，電話ボラン
ティア同志，客観的に観察し合う「リフレクティングシステ
ム」（カウンセリングの手法）を取り入れて，互いの資質
を高め合っています。

奥野 しのぶ

子どもや子どもに関わるすべての人々に対して，子どもの
育ちや子育てを支援するとともに，地域で支え合い，育て
あうための事業を行い，子どもの人権が尊重され子どもを
取り巻く環境が豊かになることをめざして，子育てしやす
い，子どもがいきいきと暮らせる地域をつくることを目的と
する。

～子どもたちの幸せと幸せな子育てを願って日々活動
しています～
子育て中の方・・・子育てひろば「もこルーム」にぜひお
越しください。イベント盛りだくさん！各種ご相談も承って
います。（一般相談・不登校・同行支援・子どもの預かり
等）
企業の方・・・イベントを開催する際に必要な「イベント託
児」を行っています。ご相談ください。

大村 修司

毎月第一土曜日の午前中，会員の経験した事例や書
成年後見制度の理解を深め，社会に貢献するために，会
物，新聞記事等をもとに研修会や相談会を実施する。
員の研修及び広く成年後見制度の普及活動を行うことを
自分らしく生きるための成年後見制度を，あなたもご一
を目的とする。
緒んに勉強してみませんか。

藤沢あけみ

既定のトレーニングを受けたアウェア認定ファシリテー
男女が共に相手を尊重する健康な関係を築き，子どもた
ターが学校などに出向いてデートＤＶ防止プログラムを
ちが将来，ＤＶの加害者にも被害者にもならないために，
実施します。また，教職員や地域の大人に向けて，デー
デートＤＶ未然防止教育の普及に努め，暴力とジェンダー
トＤＶを理解して適切に対応するための研修会などに講
バイアスのない社会を作ることを目的とする。
師派遣を行います。

橋本 陽子

・夫婦，パートナーとの関係やＤＶについて学び，対等で尊
重しあう関係作り，男女共同参画とＤＶのない社会を目指
す。
・別居，離婚などひとり親として生きるとき，自分らしく，健
康に生きるために必要な取り組みを行う。
・ひとり親と子どものサポートをおこなう。

代表者
国際ソロプチミストプリンセス福山
9

非公開
子どもサポネット「ハートフル」
10

090-8712-1803
代表者
NPO法人こどもステーション

11

084-965-6625
「もこルーム」 奥野 しのぶ

成年後見サポートびんご

12

090-8604-7877

木村 貢
デートＤＶ防止ひろしま
13

090-4890-3601
代表者
ぱーぷる・りんく

14

080-4261-9753
代表者
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東中国シニアライフアドバイザー協会
15

084-976-2240

佐藤 勢子

高齢者の生活支援相談

代表者
ひととき会備後グループ
16

横井 環

この会は，私たちの暮らしが少しでも良くなるように会員が
手をつなぎ合って明るい社会をつくることを目的とします。

藤本 路加

セクシャルマイノリティ当事者の自由と幸福に寄与すること
を目的

棗田 澄子

男女共同参画推進

伊逹 紀子

18歳までの子どもがかける「子ども電話」に関する事業を
行い，子どもの状況を社会に伝えるとともに，「子どもの権
利条約」の啓発，子どもが豊かに育つ環境づくりに寄与す
ることを目的とする。

石田 彰子

一人ぼっちの患者をなくし肝炎撲滅をめざす活動

非公開
一般社団法人広島県セクシュアルマイノリティ協
会
〔通称「かも？」Ｃａｆｅ〕
17

090-8603-0750
大宅 靖子
ひろしま女性大学福山校同窓会

18

非公開
認定NPO法人ひろしまチャイルドライン
子どもステーション（福山分室）
19

080-5296-8521
代表者
備後肝友会

20

084-924-7826

一人で悩まないで寛恕同志で語り合い病気に対して正
しい知識をもちましょう。

代表者
びんご・生と死を考える会
21

090-6842-7519

数野 博

誰もが生と死について共に学び，考え，伝え，行動するこ
とを目指しています。そしてあらゆる喪失に伴う悲嘆に寄り
添うことを通して，生きることの意味を探る場を作ろうとし
ている。

林 克士

当協会は，国際交流事業を通じて，地域の国際化を図る
とともに，国際理解の増進と国際平和の維持に寄与する
ことを目的とする。

小林 貞子

女性の教養及び地位向上に向けて各学区女性会の連携
及びその他の女性団体との連絡を取り交流するなど

吉岡 睦子

本協議会は，福山市内における生活学校の連絡提携をは
かり，生活学校運動を推進することにより，清く，明るく，そ
して住み良い健康なまちづくりを総合的かつ効率的に推
進することを目的とする。

土屋 昭子

あらゆる政策決定の場に女性を位置づける

光成 謙二

会員相互の連絡調整を行い，その健全な発展を期する事
を目的とする。

濱本 達男

鍼灸師による子育て支援のための指導教室の開催を目
的とする。

檀上 欽司

2013年6月より，毎月マルクス著「資本論」の読書会を開
労働者・勤労者・学生が自ら歴史や現代社会の様々な問 催しています。「資本論」では近代社会，つまり資本主義
題（非正規雇用や女性労働者の差別と貧困等）について， 社会の経済運動の法則が明らかにされています。
その原因を探究し，問題の科学的理解を深めます。
この社会の仕組み（カラクリ）を知ることは，労働者に
とって何よりも重要です。

代表者
ふくやま国際交流協会
22

084-928-1002
事務局長 岡崎 俊輔
福山市女性連絡協議会

23

084-967-1667
代表者
福山市生活学校連絡協議会

24

084-928-1051
代表者
福山女性ネットワーク

25

084-934-7266
事務局長 山下 直子
福山市老人福祉施設連絡協議会

26

084-947-3111
事務局 特別養護老人ホーム幸楽園 園長
光成 謙二
福山地区鍼灸師会

27

非公開
福山労働者学習講座
28

090-9993-9744
事務局 伊藤 惠子
ＮＰＯ法人ブラーマ・クマリス

29

084-951-0826

稲葉 万寿子

インドで古くから伝わる，ラージャヨガをより実際的な形で，
日本の文化にあわせて広げていけるように，創意工夫をし
て活動していく。

広中 恵美子

部落の完全解放を目指し活動をしています。

代表者
部落解放同盟広島県連合会福山市協議会女性
部
30

非公開
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ＮＰＯ法人ホッとるーむふくやま
31

090-4698-7040

谷元 絢子

女性や子どもに対する暴力（とりわけＤＶ）をなくしていく事 暴力の環境から離れた後の心身の回復の為に，見守り
を目的に被害当事者支援に取り組む。
支援に関わってくれる人と繋がりたい。

代表者
読み聞かせサークル『おおきくな～れ』
32

084-956-4784

堀家 美智子

家庭や地域での「読み聞かせ」の活動を通して，積極的に
本に親しむことの楽しさを子ども達や地域の人達に伝えて
いくとともに，これらの活動により地域社会の福祉に寄与
することを目的とする。

松田 みどり

生涯学習の実践の場として，福山市東部市民センター等
を使用し，課題解決の学習や文化的事業を企画実施する
ことで，地域住民とともに住みよい明るいまちづくりを推進
すること。

伊藤 惠子

労働者の問題を考える会は，労働者・勤労者に関係する
様々な問題の背景・原因を探求し，それらの解決の方向
を見出します。

代表者
レインボークラブ
33

084-943-0946
代表者
労働者の問題を考える会（略称 考える会）

34

090-9993-9744
代表者
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「読み聞かせ」を学ぶ受講者でスタートしたサークルで
す。幼児からお年寄りまで，たくさんの人に，本の楽しさ
を「読み聞かせ」で伝え，輪を広げていこうと頑張ってい
ます。絵本の読み聞かせに手遊びや歌，紙芝居をおり
まぜた「おはなし会」を，子育て支援や老人福祉施設で
実施中です。

戦前の軍国主義回帰ではと危惧せざるをえないような
政治的思想的潮流や歴史教科書記述の修正問題な
ど，決して労働者・勤労者が看過できない問題です。将
来への希望がまったく見出せない状況から，一筋の光
がさすような状況にと考えます。

