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No.4 まちづくり ふまねっとくしろ ふまねっと９４６ 小林　友幸 小林　友幸 085-0826 釧路市城山1-10-2 0154-42-2655 0154-42-2655
高齢者の歩行機能改善効果と認知症予防効果がある「ふまねっと運動」の普
及活動。当団体は「ふまねっと運動」を推進するサポーターの組織で釧路を
中心に道東地域へと活動を広げています。

15名 3,６00/月

No.5 まちづくり しろやまちょう 城山町内会 大畑　昇平 小林　友幸 085-0826 釧路市城山1-10-2 0154-42-2655 0154-42-2655 町内会活動 45名 400/月

No.10 まちづくり
くしろたくえんの
かい 釧路卓演の会 荒木　智裕 西　　卓二 085-0011 釧路市旭町12-175　旭改良住宅713号室 0154-23-1623 TRPGを通して親交を深める。 17名

No.11 まちづくり
くしろしょくいく
すいしんねっと
わーく

くしろ食育推進ネットワーク 上田　德郎 熊谷　直喜 085-0052 釧路市中園町17-4 0154-22-1034 0154-31-1065 非公開

家庭での食卓をはじめ、食環境は多様化する中で、豊かな人間性を育み、生
きる力を身に付けていくために、自然農法（提唱者岡田茂吉先生）の理念と
健康観に基づく「食」を基本にした生涯学習としての家庭づくりに寄与して
ゆく事を目的とする（以下本文では「美しき家庭」という）。

100名

No.20 まちづくり
くしろのみりょく
をつくるかい 釧路の魅力を創る会 清水　信彦 清水　信彦 085-0831 釧路市住吉1-11-37 090-8908-9741

環境保全を主とした街づくりを目標としており、現在は春採太郎の見学会、
釧路沖でのイルカウォッチングを夏場に開催している。

7名

No.28 まちづくり
くしろしれんごう
ぼうさいすいしん
きょうぎかい

釧路市連合防災推進協議会 土岐　政人 事務局 085-0022 釧路市南浜町4-8 0154-23-0426 0154-22-8204

Yo-
kouhou@city.ku
shiro.hokkaido.j
p

①会議：定期総会（4月）理事会・役員会・各部会（必要に応じ随時）
②釧路市防災総合訓練参加
③防災ワンデーの開催
④住宅用火災警報器等の設置普及活動
⑤災害図上訓練（ＤＩＧ）推進
防災つうしん1回
https://www.city.kushiro.lg.jp/bousaikyu/bousai/jishubousai/0005.
html

19地域 5,000円
防災つうしん
/年1回

No.30 まちづくり いるふぁーくしろ イルファ―釧路 宮城島　拓人 須藤　隆昭 085-0062 釧路市愛国191-5717　杏園堂鍼灸院内 0154-39-2589 0154-37-8915

http://bsystem
-
jp.com/ilfar946
/

春の拡大勉強会
夏のライクコンサート
秋のケニア派遣、くしろ健康まつり参加
冬の師走講演会

30名 3,000円
イルファ―通信
/年2回

No.42 まちづくり きたおおどおり 北大通りを楽しむ会（歩こう会） 岡澤　敦子 岡澤　敦子 085-0037 釧路市柳町10-2 0154-24-7285
vyu04725@hifty.
com

月に２回北大通りの商店街を歩き活性化につなげていく 自由参加

No.47 まちづくり
くしろきたおおど
おりしょうてん くしろ北大通商店街振興組合 佐々木 良造 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 商店街活性活動 30名

No.48 まちづくり
くしろきたおおど
おりとしんぶ 釧路北大通都心部青年会 佐藤 公一郎 佐藤 公一郎 085-0015 釧路市北大通8-1画廊ビル5階 非公開 非公開 北大通の活性化に関わる事業 20名

No.64 まちづくり
いりふねがーでに
んぐかい 入舟ガーデニング会 濱木 義雅 濱木 義雅 085-0846 釧路市入舟3-6-1 0154-43-0114 0154-42-0540

hamaki@crocus.
ocn.ne.jp

入舟河畔にある旧臨港鉄道跡地を花と緑に植栽する活動 5名 500/年

No.65 まちづくり
くしろがわわたし
ぶね 釧路川「渡し舟」実行委員会 濱木 義雅 濱木 義雅 085-0846 釧路市入舟3-6-1 0154-43-0114 0154-42-0540

hamaki@crocus.
ocn.ne.jp

釧路川にて手漕ぎの渡し舟を復活。市のメイン行事に合わせ渡し舟を運行す
る。愛称は「釧路ゆめこい渡し舟」ローカイ漕ぎの技術を講習する。

33名

No.66 まちづくり くしろふるさと 釧路ふるさと塾 濱木 義雅 濱木 義雅 085-0846 釧路市入舟3-6-1 0154-43-0114 0154-42-0540
hamaki@crocus.
ocn.ne.jp

まちづくりは人づくり。釧路や地域を愛し実践する団体 １５名

No.68 まちづくり
しんせいらくらく
かい 新生楽々会 山形  弘 遠藤　潔 085-0035 釧路市共栄大通2-2-1 0154-22-3005

パソコンを活用してシニアライフをより豊により楽しくする。又、社会参加
も目的とする。

92名 5000/月
しんらい　/年３
回発行

No.88 まちづくり
くしろししょうて
んがいしん 釧路市商店街振興組合連合会 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 http://946.com 531名

No.102 まちづくり がんばろうくしろ がんばろう！釧路 非公開 非公開 非公開 非公開 0154-39-3375 0154-39-3750 がんばろう！釧路

No.115 まちづくり
しみんふぉーらむ
９４６ 市民フォーラム946 工藤  和美 鈴木  　仁 非公開 非公開 非公開

釧根地域を中心とした政治、経済、文化、環境問題について議論をしたり、
問題解決に向けた行動の場を市民に提供している。
街づくりのための勉強会、講演会、上映会などを企画実施している。

10名 1,500円

No.119 まちづくり
くしろそばしょう
くみあい 釧路そば商組合 石丸　達郎 山田　開人 085-0015 釧路市北大通４－３ 0154-23-9391 30名 3,000円

No.121 まちづくり ぼのす bonos 廣島　悠作 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 2名

No.132 まちづくり
ぬさまいばしかい
わいしみんかいぎ 幣舞橋かいわい市民会議 山田　和弘 小林　友幸 085-0806 釧路市城山1-10-2 0154-46-0121 0154-42-2655

ss4680kobagma
n@sea.plala.or.jp

幣舞橋かいわい中心街の活性化、マチづくりをテーマとした活動 30名 1,000円

No.133 まちづくり
きょうほくとうぶ
ちくれんごうちょ
うないかい

橋北東部地区連合町内会 小原　一 小原　一 085-0012 釧路市川上町6-2 0154-25-7468 町内会活動

No.136 まちづくり
くしろこうおもて
なしくらぶ 釧路港おもてなし倶楽部 宮田　昌利 濱屋　宏隆 084-0925 釧路市新野２４－１ 0154-57-5251 0154-57-5133

h-
hhamaya@102.c
o.jp

http://wwwtb.m
lit.go.jp/hokkaid
o/kushiro/club
/

クルース旅客船寄港の際に広く市民等に呼びかけ入船時のお出迎え、各種お
もてなしイベントを行い、出港時にもお見送りを行う。

50名

No.139 まちづくり
くしろゆうやけく
らぶ 釧路夕焼け倶楽部 芳賀　久典 工藤　真由美 非公開 非公開 非公開

info@taikiyu.sak
ura.ne.jp

・夕焼けのライブ配信
・世界三大夕日の釧路港の夕焼けに関する広報活動

150名 2,000円

釧路市民活動センターわっと登録団体 まちづくり 2022 年 11 月 15 日 現在
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No.141 まちづくり

えすぴーしーじゃ
ぱんほっかいどう
とうかつどうとう
ほんぶ

SPCジャパン北海道統括道東本部 非公開
SPCジャパン北
海道統括道東本
部

085-0004 釧路市新富町6-20　新富ビル2Ｆ 0154-65-1282 0154-65-1282
after-
glow@kdr.biglob
e.ne.jp

http://member.
probeauty.jp

SPCジャパンは、営利目的の経営コンサルタントではないボランタリー組
織。メンバーは多様で、１店舗で技術者オーナーの方、多店舗を経営してい
る方、ハサミを置いて経営に専念している方…個性豊かに意見交換しており
ます。

７名
パッションタイム
/年４回

No.147 まちづくり
いっぱんしゃだん
ほうじん くしろせ
いねんかいぎしょ

一般社団法人 釧路青年会議所
理事長
島本 勇平

- 085-0847
北海道釧路市大町1-1-1
道東経済センタービル ５階

:0154-42-1121 0154-42-4410
kuhjc@marimo.o
r.jp

非公開

No.152 まちづくり
ばすからくしろの
まちをかんがえる
かい

バスから釧路の街を考える会 岩崎　照夫 佐藤　秀作 085-0806 釧路市武佐4丁目15番2号 0154-46-6105 0154-46-6105
toranihonn1mez
asu@yahoo.co.jp

basusien.blog10
6.fc2.com/

過疎化が進む釧路の街の活性化を、路線バスの乗車率を高める取り組みを通
して、実現していこう。イベントの企画や実行。路線、ダイヤのアンケー
ト、調査

42名 200円/年

No.157 まちづくり
くしろちゅーりっ
ぷふぇあじっこう
いいんかい

釧路チューリップフェア実行委員会 小林　友幸
釧路市民活動
センターわっ
と

085-0014 釧路市末広町３丁目１番１号 0154-22-2232 0154-22-2234 info@946wat.jp
釧路に春を告げる『チューリップ＆花フェア』は、釧路市民の明るく健全な
レクリエーションの振興、市民参加によるイベントづくり、花によるまちづ
くりを目的として開催しています。

23名

No.160 まちづくり
ぼらんてぃあねっ
とわーく ちゃれん
じたい

ボランティアネットワーク
チャレンジ隊

佐竹　直子 酒田　浩之 085-0035 釧路市共栄大通１－２－１８ 0154-22-7363 0154-22-7363
pippara@marim
o.or.jp

http://jubako.w
eb-p.jp

地域のやりたいニーズと活動とを繋ぐボランティアネットワーク。Eメール
で団体の活動情報を配信。仲間をつくってみんなでボランティアの輪を広げ
よう

150名

No.161 まちづくり
しまやごまさーか
す おたすけたい 島屋ゴマサーカス「お助け隊」 酒田　浩之 酒田　浩之 085-0035 釧路市共栄大通１－２－１８ 0154-22-7363 0154-22-7363

pippara@marim
o.or.jp

http://www.web
-p.jp

地域に暮らすお年寄りや障がいのある人への生活支援として買い物代行、掃
除、除雪、お庭の手入れなど何でもする。サービス提供者は精神疾患等によ
り社会から離れてしまっている人達。

50名

No.178 まちづくり
しくろ・ぷろじぇ
くと シクロ・プロジェクト 非公開 天内　武範 非公開 非公開 090-9513-7274 cyclo4964@gmail.com

http://www9.pl
ala.or.jp/cyclo_9
46/

「シクロ」という3輪の人力タクシーを使いながら、様々なサービスを提供
しています。地域と環境を考えながら釧路川沿いに早朝観光ガイド、夕焼け
ツアーそしてタクシー感覚でのちょっとした移動サポート等に取り組んでい
ます。

20名

No.179 まちづくり
うらんぐるーぷ し
んぼくのかい Uranグループ親睦の会 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開

meluhana128@y
ahoo.co.jp

各施設へ訪問カット
美容業を通じて欠く施設へ慰問
働く人達への美容業を通じてのフォローをすること

24名 URAN会報

No.181 まちづくり
えぬぴーおー ぷ
らっと ＮＰＯ ぷらっと 非公開 非公開 084-0014 釧路市末広町3-1-1 0154-32-8228

info@piat-
kushiro.com

インキュベーション施設の運営 3名

No.189 まちづくり
あかんふるさと・
ほろろんまつり

阿寒ふるさと・ほろろんまつり
実行委員会

非公開 坂本　敦 085-0245 釧路市阿寒町上阿寒22-38-10 0154-66-2311 0154-66-2311
atsuchan@palet
te.plala.or.jp

毎年7月下旬に「阿寒ふるさと・ほろろんまつり」を開催しています。 20名

No.191 まちづくり
しゃだんほうじん
にほんぜんこうか
い せんこんしぶ

一般社団法人 日本善行会釧根支部 小西　功圃 小野　信一 085-0837 釧路市大川町8-38 090-7541-0466 40名 1,000円

No.192 まちづくり つるまかい 鶴間会 鶴間　秀典 鶴間　秀典 084-0912 釧路市星が浦大通2-4-29 0154-65-9098 0154-65-9098
hidenori@tsuru
ma.biz

10名

No.202 まちづくり
くしろみんしゅ
しょうこうかい 釧路民主商工会 非公開 岩渕　裕 085-0051 釧路市光陽町6-1北海道ビル２F 0154-23-9261 0154-23-9263

k-
minsho@dream.
ocn.ne.jp

http://krmsskk.
blog.fc2.com/

中小企業の税金、経営、暮らしの相談 770名 3,300/月 釧路民商

No.203 まちづくり
しーずねっとくし
ろしぶ シーズネット釧路支部 内海　支津子 内海　支津子 085-0841 釧路市南大通５－２－２０ 090-4879-8490 非公開

odeo@amber.pla
la.or.jp

http://www.see
dsnet.gr.jp/

札幌シーズネット代表岩見氏を中心に出来ることを配信する釧路の街づくり 5名 3000 シーズネット通信

No.211 まちづくり
くしろししろやま
しょうてんがいし
んこうくみあい

釧路市城山商店街振興組合 小林　友幸 小林　友幸 085-0826 釧路市城山1-10-2 0154-42-2655 0154-42-2655

No.212 まちづくり
しろやまたつじん
くらぶ 城山達人倶楽部 小林　友幸 小林　友幸 085-0826 釧路市城山1-10-2 0154-42-2655 0154-42-2655

No.215 まちづくり

しゃだんほうじん
ほっかいどうけん
ちくしかい くしろ
しぶ

一般社団法人北海道建築士会
釧路支部

非公開 非公開 085-0014
釧路市栄町9丁目9番地5
　(有)金子設計事務所内

0154-31-1231 0154-31-1231
kushiro@h-
ab.com

建築士の耺能を活かした活動等 152名 15,000円 北海道建築士

No.217 まちづくり
くしろしょうこう
かいぎしょせいね
んぶ

釧路商工会議所青年部（YEG） 佐渡　正幸
釧路商工会議所
総務課

085-0847 釧路市大町１－１－１ 0154-41-4141 0154-41-4000

・イルミネーション　　・スポーツ振興
・IR（カジノ誘致活動）・医大誘致
・教育　　　　　　　　・市街地観光の振興等々
・リバーサイド活性化賑わい創出

65名 30,000円/年

No.228 まちづくり
くしろらーめんめ
んゆうかい 釧路ラーメン麺遊会 大和田　礼 佐藤　貴之 085-0813 釧路市春採7-2-23 ラーメン純水内 0154-46-2573 0154-46-2573

info@kushiro-
ramen.com

http://kushiro-
ramen.com/jp/

釧路ラーメンを通して釧路の街を盛り上げる 17名 1,000円

No.231 まちづくり

えんどうともひこ
こうえんかい
じっこういいんか
い

遠藤友彦講演会実行委員会 非公開 佐々木　直人 088-2155 釧路町柏西３－３９ 090-6449-6923 090-6449-6923 講演会の開催 8名

No.233 まちづくり
くしろこうりゅう
かいぷろじぇくと 釧路交流会プロジェクト 谷岡　充 谷岡　充 非公開 非公開 090-6213-8029

no.6mituru.t@g
mail.com

http://ss-mt-
no6.jimdo.com/

釧路の活性化のための交流会
一人一人の声を尊重し釧路のために行動に移すきっかけとなる交流会を目指
しています。
ネットワークやグループワークを活かし釧路に必要なこと、盛り上げるた
め、参加者皆様と楽しく活動しています。

 500円

No.236 まちづくり

きたおおどおり ほ
こうしゃてんごく
じっこういいんか
い

くしろ歩行者天国実行委員会 大谷　英治 大谷　英治 085-0015 釧路市北大通６－１ 0154-22-4079 港まつり歩行者天国の開催の為の実行委員会 40名

No.255 まちづくり ちゃふぉくる ちゃふぉくる 藤田　勢 藤田　勢 非公開 非公開 070-5049-8889

challenge.for.ku
shiro.smile@gm
ail.com

ちゃふぉくる(チャレンジフォークシロスマイル)の略の組織です。
くしろに住んでいる方々を笑顔にするための挑戦をする団体です。
組織は、若者が中心として活動ができる場です。企画・運営を通じてまちづ
くりに貢献しています。
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No.257 まちづくり
たくぼく・ゆきあ
かりのまち・くし
ろ

啄木・雪あかりの町・くしろ 非公開 金子　ゆかり 085-0013 釧路市栄町９丁目９番地５ 金子設計事務所内 090-3110-1574

No.258 まちづくり ごきげんふぁーむ ごきげんふぁーむ 非公開 鶴間　秀典 084-0912 釧路市星が浦大通2-3-29 非公開 非公開
hidenori@turum
a.biz

畑を中心とし、地域の絆づくりから有を生みだす事を目的としています。 10名 3,000

No.266 まちづくり

いっぱんしゃだん
ほうじん　くしろ
ざんぎすいしん
きょうぎかい

釧路ザンタレなんまら盛り揚げ隊 木村　宏幸 大森　一道 085-0004 釧路市新富町９－２５ 非公開 非公開
kazumi@omori.g
ood.sc

http://946zangi
.com/

毎年８月第３土曜より『御当地グルメの祭典inくしろ幣舞』イベントの開催
ソウルフードである『くしろザンギ・くしろザンタレ』のＰＲ

25名

No.301 まちづくり
くしろきょうなん
にしゆめこいくら
ぶ

くしろ橋南西ゆめこい倶楽部 岡本　義幸 非公開 非公開 非公開 非公開

釧路発祥の地である南大通近辺を中心に地域の活性化を目指して街づくり活
動をしている。地域にある「宝」である歴史、環境、建物、人などを「伝
え」「つなげる」「育てる」ことを柱として「ゆめ」あるまちづくり活動を
図るとともに美しいふるさとの「かお」として発信することを目的としてい
ます。

60名 2,000円 ゆめこい通信

No.362 まちづくり
かくのごみはいら
ないあくしょん 核のゴミはいらないアクション 川原　智道 川原　智道 085-0214 釧路市阿寒町富士見14線23－24 0154-66-2608 0154-66-2488

道東の自然を、子供の未来を守る為に
大人として出来る事をしていくグループ

20名

No.363 まちづくり
くしろもかじょせ
いぷろじぇくと 釧路モカ女性プロジェクト 森崎　三記子 森崎　三記子 085-0005 釧路市松浦町１７－１２ 0154-35-0045 0154-35-0045

kushiro-moka-
wp@mail.goo.ne.
jp

http://mokawp.
blog.fc2.com/

本プロジェクトは、釧路地域の子育て中の女性や
介護を担っている女性、シングルマザーなど様々な立場にある女性の就労意
欲の触発と場作りのため、
イベントや研修商品の企画・製作・販売をする団体です。釧路地域の活性化
を女性の視点で考え、主体性を持ちながら個々の能力を発揮し、女性のやり
たいことや夢を実現していけるような街づくりを考えていきます。

15名 会費：300円

No.369 まちづくり げつようきゅく 月曜塾 石井　孝行 石井　孝行 085-0834 釧路市弥生1-11-27 090-8637-6184
会員(建築設計士)の勉強会
まちづくり団体との協働

17人 会費：年 7,000円

No.370 まちづくり
らしんぷろじぇく
と 裸心プロジェクト 相原　真樹 相原　真樹 085-0842 釧路市米町3-3-1 090-1763-4485 0154-42-2603

rasinproject@g
mail.com

交流会やイベントの企画・運営 18人

No.384 まちづくり
ちいきぱそこんさ
ろんすまいる ぱそこんサロンすまいる 大山　治徳 大山　治徳 非公開 非公開 非公開

シニア層の初心者のパソコンの学習と活用を支援
学習：基礎操作の習得。基本機能を紹介しながらその人の学習を支援活用：
カラー印刷、製本印刷での支援。書類作成支援（代行）で会員の活動を支援

12名 3500円

No.406 まちづくり
おとなくしろらい
ふ 大人釧路ライフ 相座　聖美 相座　聖美 非公開 非公開 非公開

釧路の日常を楽しく。季節のイベントやセミナー等の企画運営を行っていま
す。自分たちが住む街を自分たちの手で盛り上げる活動です。

１名

No.416 まちづくり
くしろりでざいん
ぷろじぇくとゆ
にっと

くしろリデザインプロジェクト・ユニット 非公開 天内　武範 非公開 非公開 090-9513-7274 非公開
まちなかの既存の遊休不動産のリノベーション事業を行い、まちなかを持続
可能な状態に再構築（リデザイン）する。

17名

No.427 まちづくり しょうゆうかい 匠友会 納谷　敏広 納谷　敏広 085-0803 釧路市益浦2-21-5 090-8898-2028
各会社の代表が集まり、まつり等に出店して、売上の一部を市などに寄付し
ている。

25名

No.438 まちづくり
くしろみらいじゅ
く 釧路未来塾 林　英樹 林　英樹 085-0058 釧路市愛国東４丁目19-11 0154-39-4602 市政勉強の会 20名 1000円

No.442 まちづくり
ふぇーぶるらぽー
る ふぇーぶる・らぽーる 魚住　和代 非公開 非公開 非公開 非公開 イベント企画・運営・プロデュース他、女性目線で釧路を楽しむ 4名

No.448 まちづくり くしろくらぶ 釧路倶楽部 湯城　円 湯城　円 非公開 非公開 非公開 非公開 北大通りの活性化を目指した勉強会 ５名

No.458 まちづくり わいえむしー ＹＭＣ 桃井　千代 桃井　千代 085-0012 釧路市川上町２－２－４ 080-6072-1470
女性が輝くたのしい生活を一緒に送りましょう
その手助けをさせていただきます

3名

No.469 まちづくり
くしろかんないた
いしょくこうちょ
うかい

釧路管内退職校長会 丹羽　憲正 松野　孝 084-0918 釧路市大楽毛北2-26-13 0154-57-5762 0154-57-5762
会員相互の親睦・融和を図り、地域社会の要請に応えるよう努める。
・親睦と互助
・関係団体との連携

300名 4,000円
桜美会だより
年３回発行

No.470 まちづくり
えぬぴーおーほう
じんぐろーかるみ
らいねっと

NPO法人グローカルみらいネット 大倉　光昭 非公開 非公開 非公開 090-2072-8322

・来釧される国内外の旅行者に対するおもてなし活動
・長期滞在者及び在住外国人に対する交流・支援活動
・在住外国人の子供を対象とした日本語教育活動

5000円

No.479 まちづくり
くしろでぃああん
どびあぱーてぃ
じっこういんかい

Kushiro Deer&Beer Party 実行委員会 畠山　京子 草皆　衛 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉６丁目３番8-106号 090-6993-9834

mamoru.kusakai
@city.kushiro.lg.
jp

エゾシカの有効活用を目指し、「くしろジビエ」としての鹿肉の普及とPR
のため、「Kushiro Deer & Beer Party」を企画・開催する。

20名

No.482 まちづくり
わーくしょっぷぜ
み WSゼミ 坂井　洋介 坂井　洋介 085-0021 非公開 090-6215-7061 非公開

ワークショップの重要性や地域活性化について学び、発表することにより、
それぞれのスキルアップを目的とする団体です。2012年に発足後、2か月
に一度勉強会を開催しています。
①普段の生活をより豊かにする自己啓発セミナーの実施
②医療者を対象にした座学、実技勉強会の共有、アウトプットセミナーの実
施
③釧路をはじめとした道東地域への地域貢献活動として健康、生活習慣、体
質改善、予防医学、腰痛、膝痛etc…の講演会
④その他ニーズに合わせた企画実施

8名

No.483 まちづくり
くしろろこさいく
るぷろじぇくと くしろロコサイクルプロジェクト 松岡　篤寛 中島　由加里 085-0218 釧路市阿寒町新町2-4-7　 090-5226-7273

kushiro.roco@g
mail.com

釧路阿寒自転車道の活用、サイクリングを通したまちづくり 20名 ０円 なし

No.498
まちづくり
保健・医
療・福祉

あいあむひあのか
い I am hereの会 新井田　祐子 新井田　祐子 085-0047 釧路市新川町１-７　シッポファーレ内 0154-32-4080 0154-32-4089

iamhere201809
05@hotmail.com

通常ミーティング（企画・運営）、ワンコイン学習会（福祉・心理・まちづ
くりの学習会）、自主企画・外部のボランティア参加、障害者同士の交流イ
ベント

7名
一般1,500円
特別2,000円
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釧路市民活動センターわっと登録団体 まちづくり 2022 年 11 月 15 日 現在

No.507 まちづくり
くしろもとまちせ
いねんだん くしろ元町青年団 菊池　吉史 菊池　吉史 085-0842 釧路市米町1-3-18　厳島神社 0154-41-4485 0154-43-2974

946motomachi@
gmail.com

946motomachi.
blog.jp

釧路市元町地区を対象としたまちづくり。マップづくり。
イベント企画・運営など

16名 2000円 元町通信　年2回

No.518

まちづくり
市民活動支
援
その他

ほっかいどうか
んこうちょうさ
かい

北海道観光調査会 蝦名　弘幸
事務局長
菅沼　輝美

085-0065 釧路市美原1-43-135 090-8907-4703

hokkaido_kanko
u_chosakai@yah
oo.co.jp

http://www5.hp
-
ez.com/hp/kan
kou-tyousakai/

・施設調査活動：宿泊・観光施設等の調査・評価
・観光アドバイス
・まちづくり・地域観光促進・ボランティア活動
・商品開発相談
・物販事業
・イベント企画・運営・受託協力
・ハンドメイドアクセサリー・各種雑貨・受託販売

12名

No.521 まちづくり
くしろみらいかい
ぎにじゅうに 釧路未来会議22 山内　正樹 山内　正樹 084-0901 釧路市昭和北2丁目5番16号 090-7658-4891 非公開

cskushiro@gmai
l.com

- 22世紀の釧路圏に必要な社会貢献事業の立ち上げ 15
くしろ街中こころ
の保健室だより

No.532 まちづくり
せんこんまるっか
じりじっこういい
んかい

釧根マルっかじり実行委員会 清野　弘子 清野　弘子 085－0814 釧路市緑ケ岡4－8－48 090－3903－7090 根釧マルっかじりフェスティバルの運営
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