
団体一覧
※詳細については各団体にお問い合わせください

※2022年12月28日時点の情報となります

団体名 県 主な活動地域 活動概要 団体のホームページ 団体のSNS
寄付者への領
収書発行 寄付者への活動報告 寄付を受けた旨の掲載

1 NPO法人ワンダーアート
3

県
岩手・宮城・福島 障害児者・病児者の表現活動の支援、被災地応援 https://www.wonderart.info/ https://www.facebook.com/NPO%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88ARTS-for-HOPE-160228730751835○

活動報告レポートを発行している（HP
やSNSで周知）

紹介している

2 一般社団法人 トナリノ 岩手県陸前高田市
子ども達と陸前高田の可能性を広げる地域一体と
なった仕組み作り

https://tonarino.org/ https://www.facebook.com/tonarino.fb/ ○
活動報告レポートを発行している（HP
やSNSで周知）

希望があればHPやSNSで掲載

Facebook：https://www.facebook.com/miyakkobase/

Twitter：https://twitter.com/MiyakkoBase

Instagram：https://www.instagram.com/miyakkobase/

https://www.facebook.com/miraitoshokan

twitter.com/miraitoshokan

5 特定非営利活動法人アスイク 宮城県 貧困、不登校などの子どもたちの支援 https://asuiku.org https://www.facebook.com/asuiku0328/ ○ 活動報告会を実施している 希望があればHPやSNSで掲載

6
認定NPO法人冒険あそび場-せんだい・み
やぎネットワーク

宮城県 自由な遊び場づくりを通して生きる力を育む https://bouken-asobiba-net.com/https://www.facebook.com/bouhiro/ ○

「活動報告レポートを発行している
（HPやSNSで周知）」のが基本です
が、希望される方には郵送もしていま
す。

希望があればHPやSNSで掲載

7 特定非営利活動法人Switch 宮城県 まなぶ、はたらくに課題を抱えた若者の支援 https://switch-sendai.org/ https://www.facebook.com/Switchsendai ○
活動報告レポートを発行している（HP
やSNSで周知）

希望があればHPやSNSで掲載

8 公益社団法人3.11メモリアルネットワーク
地域部門：宮城県石巻市、
連携部門：岩手、宮城、福島

災害から命が失われない社会の実現のため、伝承活
動をサポート

https://311memorial-network.com/https://www.facebook.com/ganbappe ○ 活動報告会を実施している
311メモリアルネットワーク基金については原則WEB公開。
震災伝承館基金については、銘板で現地に掲載

9 特定非営利活動法人浜わらす 宮城県気仙沼市 津波がきた町で子どもたちの生きる力を育む http://hamawarasu.org/ https://www.facebook.com/hamawarasu ○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

希望があればHPやSNSで掲載

https://www.facebook.com/penseanextswitch

・instagram（気仙沼周辺に在住の子育て世代向け）
https://www.instagram.com/kesennuma_kosodate/

https://www.facebook.com/penseanextswitch

https://www.instagram.com/pensea.org_/

12 一般社団法人気仙沼あそびーばーの会 宮城県気仙沼市大谷地区 常設の子どもの遊び場、子ども食堂等の運営 https://asobi-ba.wixsite.com/playparkhttps://www.facebook.com/asobiba.kesennuma ○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

希望があればHPやSNSで掲載

13
特定非営利活動法人放課後こどもクラブ
Bremen

宮城県石巻市 民設民営の放課後児童クラブ https://bremen-ishinomaki.org/https://www.facebook.com/bremen.ishinomaki ○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

希望があればHPやSNSで掲載

https://www.facebook.com/kokoro.smile.pj/

https://twitter.com/kokoro__smile

15 特定非営利活動法人にじいろクレヨン 宮城県石巻市 子どもを中心に地域の日常的な居場所づくり http://nijiiro-kureyon.jp/ https://www.facebook.com/ishinomakicrc/ ○ 活動報告会を実施している 希望があればHPやSNSで掲載

16 特定非営利活動法人TEDIC 宮城県石巻市 石巻圏域の子ども若者に寄り添い続ける活動 https://www.tedic.jp/ https://m.facebook.com/tedic/ ○ 活動報告会を実施している 紹介している

https://www.facebook.com/codopany/　

https://twitter.com/npocodopany

18 株式会社　チャイルド工房 宮城県石巻市 震災後から変化する様々な働き方に対応するため、
個別で預かりが必要な家族のための保育事業

https://child-koubou.jp/ https://twitter.com/PetitAnge2020 ○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

希望があればHPやSNSで掲載

19 特定非営利活動法人　亘理いちごっこ 宮城県亘理郡 子育て親子サポート及び、子どもの居場所づくり http://ichigokko.org/ https://www.facebook.com/watari.ichigokko/ ○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

希望があればHPやSNSで掲載

●福島ひまわり里親プロジェクト：
https://www.sunflower－
fukushima.com/

福島ひまわり里親プロジェクト
Facebook：
https://www.facebook.com/fukuhimawari311、
Twitter：https://twitter.com/fukuhimawari311
Instagram：
https://www.instagram.com/fukuhimawari311/
YouTube：
https://www.youtube.com/channel/UCpi2DorXVL9Yf0A
Hcexk_1w

●コミュニティフリッジひまわり：
https://himawari-cf.org/

コミュニティフリッジひまわり
Facebook：
https://www.facebook.com/communutyfridgehimawari

21 菊池記念子ども保健医学研究所 福島県郡山市 福島県の子どもを元気にする活動 https://m.facebook.com/kikuchi.child.clinic/?locale2=ja_JPhttps://m.facebook.com/kikuchi.child.clinic/?locale2=ja_JP - - -

20 特定非営利活動法人チームふくしま

気仙沼からはじまる新しい子育てのカタチ

岩手県宮古市 子ども若者の成長の場づくりなど

子どものこころのケア、不登校支援

福
島
県

宮
城

県

https://コソダテノミカタ.com/

宮城県気仙沼市 主に子どもたちを対象としたデザイン教育事業 http://pensea.org/

3

4

10
けせんぬま子育てコレクティブインパクトプ
ラットフォーム"コソダテノミカタ”

宮城県気仙沼市

https://miyakkobase.org

特定非営利活動法人未来図書館
岩手県盛岡市、滝沢市、花
巻市、宮古市、洋野町、矢巾
町、岩泉町など

岩
手
県

小中高生が希望ある生き方を学ぶ機会の創出 http://www.miraitoshokan.com

NPO法人みやっこベース ○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

企業団体については紹介している

○
活動報告会の開催と活動報告レポート
の発行及び郵送をしています。

希望があればHPやSNSで掲載

○
活動報告レポートを発行している（HP
やSNSで周知）

希望があればHPやSNSで掲載

○
会報誌を年4回発行し、HPやSNS、ブ
ログで配信している。

現在は掲載していないが、ＨＰへの掲載を検討中である。

○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

希望があればHPやSNSで掲載

○
活動報告レポートを発行している（HP
やSNSで周知）

紹介していない

○
活動報告レポートを発行し、郵送して
いる

現金の寄付については基本紹介はしておりませんが、企業様
および団体様からの場合は了解を得て掲載しております。コ
ミュニティフリッジひまわりに対する食料品、日用品について
はSNSにてご紹介しております。

11 一般社団法人ペンシー

14 一般社団法人こころスマイルプロジェクト

17 認定ＮＰＯ法人こども∞感ぱにー

https://www.kokoro-smile.org/

宮城県石巻市渡波・鹿妻地
区

https://codopany.org/　プレーパークとフリースクールの運営

福島県 復興支援事業およびひとり親世帯支援事業

宮城県石巻市（石巻圏域）
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