すぎなみ協働プラザ 登録団体一覧
登録番号

団体種別

2017年3月10日

団体名

ホームページアドレス

S00004

NPO法人 特定非営利活動法人杉並冒険遊びの会

http://nobippa.org/

S00015

NPO法人 特定非営利活動法人未来をつなぐ子ども資金

http://kodomoshikin.org/

S00018

NPO法人 特定非営利活動法人訪問理美容サポートナック

http://www.nac-cs.jp

S00031

NPO法人 特定非営利活動法人日本生活・語学支援機構（エルジェ）

http://www.lj-j.org/

S00034

NPO法人 特定非営利活動法人日本家族カウンセリング協会

http://www.j-f-c-a.org

S00035

NPO法人 特定非営利活動法人日本ポーテージ協会

http://japan-portage.org/

S00036

NPO法人 特定非営利活動法人日本ふるさと源基計画

http://furusato-genki.jp/

S00042

NPO法人 特定非営利活動法人日本シニアインターネット支援協会

http://www.sugi-chiiki.com/jsisa/

S00072

NPO法人 特定非営利活動法人ブラストビート

http://www.blastbeat.jp

S00088

NPO法人 特定非営利活動法人東京高円寺阿波おどり振興協会

http://www.koenji-awaodori.com/

S00090

NPO法人 特定非営利活動法人東京海難救助隊

http://blog.goo.ne.jp/mimikurohana

S00104

NPO法人 特定非営利活動法人善福寺水と緑の会

http://www.zenpukuji.or.jp

S00109

NPO法人 特定非営利活動法人生涯学習知の市庭

http://www.chinoichiba.net/

S00110

NPO法人 特定非営利活動法人生きがいの会

http://npo-ikigai.sakura.ne.jp

S00114

NPO法人 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

http://www.sugisin.com

S00118

NPO法人 特定非営利活動法人杉並介護者応援団

http://www.sugi-chiiki.com/k-ouendan/

S00119

NPO法人 特定非営利活動法人杉並移送サービス

http://sis7000.org/

S00123

NPO法人 特定非営利活動法人杉並ソシオフットボールクラブ

http://socio-fc.com/

S00124

NPO法人 特定非営利活動法人杉並さわやかウォーキング

http://sawayaka-walking.sakura.ne.jp/

S00129

NPO法人 特定非営利活動法人図書館サービスフロンティア

http://www.sugi-chiiki.com/toshokan_sa-bisu/

S00131

NPO法人 特定非営利活動法人親子コミュニケーションラボ

http://www.oyakom.com/

S00133

NPO法人 特定非営利活動法人新しいホームをつくる会

http://gh-eifuku.com/

S00135

NPO法人 特定非営利活動法人障害者就労支援センターどんまい福祉工房

http://donmaikoubo.org/
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S00144

NPO法人 特定非営利活動法人児童英語教育振興会

http://www.eigo.sactown.jp

S00146

任意団体 市民囲碁ボランティアネットワーク

S00160

NPO法人 特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク

http://za-koenji.jp/

S00161

NPO法人 認定特定非営利活動法人芸術資源開発機構（ARDA)

http://www.arda.jp

S00162

NPO法人 特定非営利活動法人経営技術研究会

S00169

NPO法人 特定非営利活動法人久我山からー

S00182

NPO法人 特定非営利活動法人壱木呂の会

http://1kiro.jp/

S00184

NPO法人 特定非営利活動法人一休会

http://www.ikkyukai.com

S00185

NPO法人 特定非営利活動法人井草文化財研究所

S00191

NPO法人 特定非営利活動法人わくわくネット

http://npo-wakuwaku.net

S00194

NPO法人 特定非営利活動法人リトルワンズ

http://npolittleones.com

S00199

NPO法人 特定非営利活動法人ゆるゆるｍａ～ｍａ

http://www.yuruyuruma-ma.jp

S00201

NPO法人 特定非営利活動法人ももの会

https://sugimomo.jimdo.com/

S00203

NPO法人 特定非営利活動法人むさしの児童文化協会

S00205

NPO法人 特定非営利活動法人みんなの元気学校

S00207

NPO法人 特定非営利活動法人みどり会日本障害者支援協会

S00209

NPO法人 特定非営利活動法人マドレボニータ

http://www.madrebonita.com/

S00211

NPO法人 特定非営利活動法人まちの塾ｆｒｅｅｂｅｅ

http://www.freebee.cc/

S00217

NPO法人 特定非営利活動法人プロップＫ

http://www.prop-k.or.jp

S00222

NPO法人 特定非営利活動法人フォスター

http://npofoster.jimdo.com/

S00228

NPO法人 特定非営利活動法人ネパール教育支援センター

http://eisj-edu.com/

S00230

NPO法人 特定非営利活動法人ともしび会

http://www.sugi-chiiki.com/223/

S00232

NPO法人 特定非営利活動法人ツーセブン

http://www.sugi-chiiki.com/272

https://www.facebook.com/genkigakko
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S00234

NPO法人 特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン

http://www.childfund.or.jp

S00235

NPO法人 特定非営利活動法人ちぃきちぃき

http://tixikitixiki.com

S00236

NPO法人 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさざんか

http://www.npo-sazanka.org/

S00238

NPO法人 特定非営利活動法人そよかぜ

http://www4.point.ne.jp/just/soyokaze/index.html

S00242

NPO法人 特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン

http://www.smilinghpj.org/

S00246

NPO法人 特定非営利活動法人すぎなみ子育てひろばｃｈｏｕｃｈｏｕ

http://chouchou-suginami.com

S00247

NPO法人 特定非営利活動法人すぎなみ環境ネットワーク

http://www.ecosuginet.jp/

S00248

NPO法人 特定非営利活動法人すぎなみ学びの楽園

http://sugi-manabi.com/

S00249

NPO法人 特定非営利活動法人すぎなみ栄養と食の会

http://www.sugi-chiiki.com/eiyou-esk/

S00250

NPO法人 特定非営利活動法人すぎなみムーサ

http://www.sugi-chiiki.com/172/

S00253

NPO法人 特定非営利活動法人シニア総合研究協会

http://www.risa.or.jp/

S00257

NPO法人 特定非営利活動法人さらプロジェクト

http://www.sara-project.or.jp

S00261

NPO法人 特定非営利活動法人けやき精神保健福祉会

S00267

NPO法人 特定非営利活動法人キャリア雇用創出機構

http://www.npo-career.or.jp

S00269

NPO法人 特定非営利活動法人きずなメール・プロジェクト

http://www.kizunamail.com/

S00271

NPO法人 特定非営利活動法人子育て仲間ほっぺ(NPO法人カモミール)

S00274

NPO法人 特定非営利活動法人かいとー

S00275

NPO法人 特定非営利活動法人お年寄りと子どもの家杉並

http://hoikuroomtanpopo.web.fc2.com/

S00276

NPO法人 特定非営利活動法人おでかけサービス杉並

http://www7b.biglobe.ne.jp/~npo-odekake/

S00277

NPO法人 特定非営利活動法人エルブ

https://acc-welfare.jimdo.com/

S00294

NPO法人 特定非営利活動法人アイ教育研究所

http://www.ai-kyo.jp

S00296

NPO法人 特定非営利活動法人ZEROキッズ

http://www.c-c-cnet.org/

S00300

NPO法人 特定非営利活動法人Ｕｐ

http://www.npo-up.org/
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S00305

NPO法人 特定非営利活動法人StreetCultureRights

http://rawskool.com/

S00307

NPO法人 特定非営利活動法人Ｐ．Ｒ．Ｏ

http://www.sugi-chiiki.com/npo-pro/index.php

S00312

NPO法人 認定特定非営利活動法人カタリバ

http://www.katariba.or.jp

S00319

NPO法人 特定非営利活動法人Life Bridge Japan

http://lifebridge-j.org/index.html/

S00329

NPO法人 特定非営利活動法人ＣＢすぎなみプラス

http://cb-sugiplu.org/

S00336

NPO法人 特定非営利活動法人ＣＯＳＭＯＦＥＳＴ

http://cosmofest.org/

S00337

任意団体 杉並シナリオワークショップ

http://www.sugi-chiiki.com/ssw/

S00338

任意団体 カサブランカ

https://www.facebook.com/michiyotm

S00339

任意団体 杉並日本語会話の会

http://suginaminihongokaiwa.blog.fc2.com/

S00340

任意団体 おむすび会

http://www.facebook.com/omusubikai

S00341

任意団体 どきどきハート

http://www.sugi-chiiki.com/263/index.php

S00342

任意団体 creo（くれお）

http://creo-kosodate.com/

S00344

任意団体 杉並区サッカー連盟

S00346

任意団体 笑体操

S00349
S00351

任意団体 杉並まちづくり交流協会

https://www.facebook.com/machi.hakurankai

S00353

任意団体 杉並郷土史会

http://www.sugi-chiiki.com/rekisikai/index.php

S00354

任意団体 杉並・地域エネルギー協議会

http://www.sugi-chiiki.com/suginami-energy/

S00355

任意団体 杉並区食品衛生協会

http://www.sugi-chiiki.com/shokkyou/

S00357

任意団体 自分史永和会

http://www.sugi-chiiki.com/jibunshi/

S00361

任意団体 杉並ワンストップ法務サポーターズ

http://www.sugi-chiiki.com/onestop/

S00362

任意団体 杉並エスペラント会

http://www.sugi-chiiki.com/esperanto/index.php

S00363

任意団体 子育てきずなサロンままころ

http://www.sugi-chiiki.com/mamakoro/index.php
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S00364

任意団体 日本語教室・高円寺

http://nihongokoenji.blog.fc2.com/

S00365

任意団体 杉並スクエアダンスクラブ

S00366

任意団体 点訳サークル「スペース」

http://www.sugi-chiiki.com/tenyaku/

S00367

任意団体 ラビアンローズ

http://www.sugi-chiiki.com/lavie2005/content_disp.php?c=49bf2dd868520

S00369

任意団体 どろんこ少年団父母会おけらの会

http://www.sugi-chiiki.com/doronko1985

S00371

任意団体 お産とおっぱい・おしゃべり会

http://osan-to-oppai.at.webry.info/

S00376

その他

http://nami-ichi.jimdo.com

S00377

任意団体 PICA - 体験者による不妊支援 -

http://www.pica-counseling.com

S00379

任意団体 一鱗会

http://www.sugi-chiiki.com/265/index.php

S00380

任意団体 行政書士市民法務塾

http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/

S00381

任意団体 グループ・スリーＳ

S00382

任意団体 高円寺『ハート・トゥ・アート』

http://www.heart-to-art.net/

S00385

任意団体 幸せを運ぶバラの風車（かざぐるま）

http://www.rose-windmill.org/

S00386

任意団体 ボーイスカウト東京連盟あすなろ地区杉並第12団

http://www.suginami12.jp/

S00393

NPO法人 特定非営利活動法人オペラ普及団体 ミャゴラトーリ

http://www.miagolatori.com

S00394

その他

http://i-suginami-project.org/index.html

S00395

任意団体 生涯学習振興会

S00396

任意団体 チェリー傾聴の会

S00398

NPO法人 わがまちいちばんの会

S00400

任意団体 杉並シニアねっと

S00404

任意団体 ケヤキッスアサガヤ

http://keyakiss-asagaya.seesaa.net/

S00405

任意団体 杉並たてもの応援団

http://suginamitatemono.sakura.ne.jp/

S00406

任意団体 チームワークアップ

一般社団法人スマイルファミリープロジェクト

一般社団法人ＩＳＰ（アイエスピー）

http://www.sugi-chiiki.com/188/index.php
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S00414

任意団体 プロジェクト・ワイルドすぎなみ

http://skogs-mulle.org/PW-Suginami/

S00415

その他

http://suginami-kouryu.org/

S00419

任意団体 杉並の環境をよくする会

http://u-brains.org/yokusuru/

S00446

任意団体 杉並ＴＶ

http://suginami-tv.jp/

S00455

任意団体 おばちゃま女子会「カッチェル」

http://kaccheru.blog.fc2.com/

S00488

任意団体 点字サークル「さざんか」

S00494

その他

S00496

任意団体 傾聴サークル こもれ陽

http://www.sugi-chiiki.com/239/

S00502

NPO法人 特定非営利活動法人里山協会

http://satoyama-walking.org/

S00503

任意団体 LBJ 傾聴サークルクローバー

S00523

NPO法人 特定非営利活動法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー（ＴＦＦ）

http://www.npo-tff.org

S00527

NPO法人 認定特定非営利活動法人ＪＵＯＮ(樹恩) ＮＥＴＷＯＲＫ

http://juon.univcoop.or.jp/

S00528

NPO法人 特定非営利活動法人竹箒の会

http://www.takebouki.net/

S00529

NPO法人 特定非営利活動法人日本クリエイティヴ・セラピスト協会 杉並支部

S00531

NPO法人 特定非営利活動法人福祉開発機構

http://yumenohikousen.jp/

S00550

NPO法人 特定非営利活動法人ナレッジソーシャル協会

http://www.sugi-chiiki.com/knowledge_social/content_disp.php?c=49bf2daf265cf

S00555

NPO法人 特定非営利活動法人リトルネロファクトリー

http://ritornello-f.net

S00557

NPO法人 特定非営利活動法人Lotus Works

http://ameblo.jp/lotusworks/

S00563

NPO法人 特定非営利活動法人コレクティブハウジング社

http://www.chc.or.jp/

S00586

任意団体 ひばり登山クラブ

http://www.sugi-chiiki.com/147/

S00588

任意団体 空き家活用促進の会

http://akiyakatuyou.jimdo.com

S00590

任意団体 マグニチュード7.3

S00605

NPO法人 特定非営利活動法人日本失語症協議会

杉並区交流協会

一般社団法人荻窪マンション管理士会

http://ogikbomankan.jimdo.com

http://japc.info/
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S00607

NPO法人 特定非営利活動法人Ｗｉｌｌ

http://npo-will.jimdo.com/

S00619

任意団体 要約筆記サークルさくらんぼ

http://www.sugi-chiiki.com/238/

S00632

任意団体 カラーパーティーすぎなみ

http://green-party.jimdo.com/

S00639

任意団体 リーダーシップ研究アカデミー

http://www.e-uls.org/

S00640

任意団体 ビドリオ高井戸

http://www.sugi-chiiki.com/249/index.php

S00641

その他

http://www.sugi-chiiki.com/183/index.php

S00642

任意団体 スマイルワン

S00643

任意団体 地域防災コーディネーター育成機構

S00646

任意団体 ひめまま杉並

http://suginami.town/

S00648

任意団体 M.R.LABO (エム・アール・ラボ)

http://www.mr-labo.com

S00662

任意団体 杉並区立高井戸第四小学校学校支援本部 「そよかぜ本部」

http://www.sugi-chiiki.com/158/index.php

S00710

任意団体 みかんぐみ

http://mikangumi.com/

S00711

任意団体 街コス実行委員会

S00712

任意団体 ららカフェ ボランテイアグループ

S00713

NPO法人 特定非営利活動法人阿佐谷ワークショップ

S00716

その他

S00768

任意団体 チーム百花展

http://100ka-ryouran.jimdo.com/

S00773

任意団体 チームわちゃ

https://www.facebook.com/sekainowachakai

S00780

NPO法人 特定非営利活動法人ピルコン

http://pilcon.org

S00795

任意団体 訪問健美理美容・すぎなみ

http://www.sugi-chiiki.com/186/

S00798

任意団体 西荻を楽しむ会

http://kouenjishorin.jugem.jp/

S00799

任意団体 くまとクマの会

http://www.sugi-chiiki.com/259/

S00800

任意団体 ＫＩＺＵＭＢＩＮＨＡ

http://www.sugi-chiiki.com/184/index.php

西荻南きずなサロン

一般社団法人子ども発達・子育て支援センターSmille-ing

http://www.nicotto-smile-ing.org/
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S00801

任意団体 みんなでkids陶芸

http://www.kidstogei.jp/

S00864

任意団体 太極の会

http://www.sugi-chiiki.com/193/

S00876

任意団体 ８D

https://www.8dkodomo.com/

S00879

任意団体 mamimu

http://mamimuworks.org/

S00885

任意団体 阿佐谷プロダクツ

https://asagayaproducts.stores.jp/

S00887

任意団体 いっぽ どうぶつしょうぎを育てる会

http://www.ippo-dobutsushogi.org

S00888

NPO法人 特定非営利活動法人HIVと人権・情報センター

http://www.npo-jhc.com

S00889

NPO法人 特定非営利活動法人大江戸東京音頭連

http://ooedotokyoondoren.com

S00890

NPO法人 特定非営利活動法人ORIENT SMILE

http://www.orient-smile.asia

S00892

NPO法人 特定非営利活動法人ストレス対処法研究所

http://www.stress-inst.com/

S00894

その他

http://www.k3.dion.ne.jp/~liby/

S00895

任意団体 ハイコラ東京

S00896

任意団体 方南こまち

S00897

その他

S00898

任意団体 にじのこころーLGBTと精神疾患を考える

S00910

NPO法人 特定非営利活動法人一期の会

S00911

任意団体 すぎなみレッドリボンプロジェクト

S00913

その他

S00919

任意団体 杉並区回想法研究会

S00930

任意団体 クリムソンローズ

S00931

任意団体 杉並親子劇場

S00932

任意団体 フラサークル ココレカ

S00933

任意団体 荻窪ビーム・ライフル・クラブ

公益財団法人東京YMCA liby

http://mamaworks.jimdo.com/

公益財団法人ワークサポートすぎなみ

http://sugi-jigyodan.or.jp/
http://nijino-kokoro.blogspot.jp

宮前５丁目北地区防災防犯会

http://www.sugi-chiiki.com/198/
http://www.sugi-chiiki.com/201/

https://www.sugi-chiiki.com/204/
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S00934

任意団体 Smile Singing

S00957

NPO法人 特定非営利活動法人阿佐谷ワークショップ

S00960

任意団体 母と子の生活研究所

S00963

その他

S00965

任意団体 西荻英語絵本の会

http://www.sugi-chiiki.com/207/

S00966

NPO法人 特定非営利活動法人ビーシーアンドミー

http://www.bc8me.com/

S00968

任意団体 NAHOの会～杉並・発達障害の子を持つ親の会～

http://nakase-higashita.daa.jp/home/

S00969

NPO法人 特定非営利活動法人自然塾丹沢ドン会

http://www.donkai.com/

S00974

任意団体 ミモザの花～子どもの不登校を考える会

http://thefutoukoulife.jimdo.com/

S00976

任意団体 杉並不登校親の会 Chat Cafe

S00979

任意団体 すぎなみ支えあい倶楽部

S00982

任意団体 ボーイスカウト東京連盟あすなろ地区

一般社団法人廃棄食品を出来るだけ減らそう会

http://scout-asunaro.boy.jp/
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