
登録
番号  分 類 ふりがな 団 体 名  代表者  事務局  〒 事 務 局 住 所 事務局電話 　FAX Ｅメール

ＵＲＬ
活 動 内 容 会員 会費 団体会報

No.16 その他
くしろいわての
かい 釧路岩手の会 近藤　康範 千葉　隆 085-0065 釧路市武佐1-25-2

0154-46-2458
090-5983-0340 県人会（岩手県に関する縁故をもった人の集会） 37名 3,000円/年

No.75 その他 どうとうだいす 道東ダイスロール アナーキーズ 高原　久 高橋　喜之 非公開 非公開 非公開 非公開
dda.hgo@gmail
.com

http://dda946.
blog.fc2.com/

各種ミニチュアゲーム及びボードゲームを楽しむためのサークル 5名
例会

１回５００円
D.D.A瓦版/月1,2回

No.79 その他
くしろおーえす
えすこみゅに 釧路OSSコミュニティ 斎藤　和芳 斎藤　和芳 非公開 非公開 非公開 saito@kushi.ro

http://oss.kus
hi.ro

オープンソースソフトウェアを中心としたコンピュータ関連の情報交換、
勉強会、セミナー等の開催

50名

No.116 その他
くしろあおもり
けんじんかい 釧路青森県人会 青山　大作 安田　幸夫 088-0627 釧路町東陽西1丁目28-5 090-5986-7288 定期的役員会

No.118 その他

くしろあい
てぃーくらす
たーすいしん
きょうかい

釧路ITクラスター推進協会 非公開 髙久　智之 084-0905 釧路市鳥取南7-2-23 非公開
takakutomoyu
ki@aol.com

http://www.ks
r-it.net/

IT啓蒙普及活動　企画・調査他 ２０名 ０～12万円

No.129 その他
さいがいしえん
くしろねっと
わーく

災害支援くしろネットワーク 佐々木　隆哉 吉田　英司 085-0814 釧路市緑ヶ岡2-36-15　吉田造園緑化 0154-42-5270 0154-42-5370 東日本大震災の支援の為の活動をする 10名

No.130 その他
くしろしゆうか
い 釧路市市友会 非公開 非公開 085-0018 釧路市黒金町７－５ 非公開 非公開

市職員退職者の親睦会
慶弔、旅行、レク、サークル活動

500名 3,000円 市友会だより/年2

No.138 その他

とらいまさえ
ほっかいどうこ
じんりーでぃん
ぐのかい

虎井まさ衛北海道個人リーディング
の会

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開
asitako|_001@
mail.goo.ne.jp

虎井まさ衛紙が自動書記によるリーディングにより行う北海道での相談事
業の日程の調整や時間会場設定、告知や宣伝予約の受付を行っています。

２名

No.208 災害支援
あーとえいど
ひがしにほんど
うとうのかい

アートエイド東日本道東の会 山崎　美幸 浜野　活年 085-1200 阿寒郡鶴居村鶴見台どれみふぁ空 0154-64-3987 芸術活動を通じて東日本大震災の被災地への支援を行う 10名

No.232 その他
ぼーどげーむ
さーくる　ろー
たす

ボードゲームサークル Lotus 山本　翔 山本　翔 非公開 非公開 非公開
himazin_trpg@
yahoo.co.jp

http://lotus-
2.jimdo.com

海外のボードゲームを広めることを目的としてサークル ３名

No.244 その他
じおてっくす
ほっかいどうぐ
るーぷ

ジオテックス北海道グループ 橋本　正徳 三浦　雅美 085-0814 釧路市緑ヶ岡６丁目３番１号 0154-46-1123 0154-46-1746
miura_s@f6.dio
n.ne.jp

http://gh-
group.jp

測量機器工業会の充実と発展を考える 7名

No.303 市民活動支援
えぬぴーおーく
しろしみんあと
みせんたー

NPO釧路市民後見センター 向原　悠 非公開 085-0012 釧路市川北４丁目１７番地 0154-23-3163 0154-23-3163 成年後見人、保佐人、補助人の受任事業、相談事業 13名

No.308 その他
ゆうべつてつど
うおーびーかい 雄別鉄道OB会 稲澤　石雄 稲澤　石雄 085-0061 釧路市芦野３－２０－２ 0154-36-4310 OB集会 ７名

No.312 災害支援
ひさいしゃしえ
んねっとわーく
くしろ

被災者支援ネットワーク釧路 菊池　桂子 マシオン恵美香 085-0821 釧路市鶴ヶ岱２－５－６ 090-9436-8632 0154-43-0697
emika69@yaho
o.co.jp

http://hsn-
kushiro.naoya
n.net/

東日本大震災支援活動
（主に被災者保養受入）

２０名

No.314 その他
くしろねんきん
じゅきゅうしゃ
きょうかい

釧路年金受給者協会 平田　紀洋 平田　紀洋 非公開 非公開 非公開

会員の皆様の福祉の向上と会員相互の親睦を図る事を目的として活動して
います。
・パークゴルフ大会（年２回）・２泊３日温泉旅行会
・ボランティア活動（使用済切手の収集）
・芸能懇親会　・福祉講座　・機関紙の発行

1,900名 2,000円
釧路年金受給者協会
会報

No.319 その他
くしろばとすぴ
かい 釧路バトスピ会 古川　一輝 古川　一輝 085-0804 釧路市白樺3-7-114 080-5724-7098 トレーディンカードゲームの交流会 8名

No.333 科学技術

いっぱんしゃだ
んほうじん　に
ほんけんちくこ
うぞうぎじゅつ
しゃきょうかい
ほっかいどうし
ぶ　どうとうさ
てらいと

一般社団法人　日本建築構造技術者協会
北海道支部　道東サテライト

坂下　賢一 坂下　賢一 084-0905
釧路市鳥取南5丁目6-5
　（有）アースデック内

0154-54-3282 0154-54-3265
asdec@camel.
plala.or.jp

構造技術等の勉強会
建築基準法等の改正に対する勉強会等

8人

No.342 その他
くしろだぶりゅ
えすぶいじーど
うこうかい

釧路WSVG同好会 小川　裕之 小川　裕之 088-0353 白糠郡白糠町和天別739-2 080-6077-8240
WS(ヴァイスシュバルツ)VG(ヴァンガード)のTCGで交流していくサーク
ルです。

20名
年４回/WSVG同好会
通信

No.343 その他 ちーむじゃんく TEAM-JUNK 伊藤　翔太 伊藤　翔太 非公開 非公開 非公開 演劇、ドラマなどのネット配信 11名

No.349 その他

いっぱんしゃだ
んほうじん
ほっかいどうけ
いゆうかいくし
ろしぶ

一般社団法人 北海道警友会釧路支部 横山　晃 石坂　重登 088-0616 北海道釧路郡釧路町曙２丁目７番地 0154-43-2501 犯罪の予防と交通事故防止の公益活動

No.352 その他

くしろし　すい
じょうあんぜん
ほう　せきじゅ
うじほうしだん

釧路市水上安全法赤十字奉仕団 小柳　誉隆 吉成　洋子 085-0814 釧路市緑ヶ岡5-9-21 (0154)46-1616

赤十字安全法の講習と普及
水にかかわる行事の監視
プールでのトレーニング

No.353 その他
あるたちからの
でんごんぷろ
じぇくと

アル達からの伝言プロジェクト 阿部 めぐみ 阿部　めぐみ 086-1165 標津郡中標津町緑町北1丁目２３番地 090-7643-4858 0153-73-3363 宇宙の法則の勉強会 未定

No.392 情報化社会

くしろあい
てぃーせいかつ
おうえんせん
たー

釧路IT生活応援センター 木下　勝光 非公開 非公開 非公開 非公開

No.393 その他
こうなんこうこ
うにじゅうにき
かいじむきょく

江南高校22期会 事務局 奥山　美由紀 本間　秀樹 085-0065 釧路市美原3丁目31-16 0154-36-7570 0154-36-7570 非公開 同期会 15名

No.397 その他
ほーまっくゆに
おん ホーマックユニオン 非公開 非公開 004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目1-1 011-892-2079 011-892-0217

union@homac.c
o.jp

組合活動 6,000名

釧路市民活動センターわっと登録団体 その他 2022 年 11 月 15 日 現在
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釧路市民活動センターわっと登録団体 その他 2022 年 11 月 15 日 現在

No.420 その他 ぷてぃぱ PetitPas 加藤　彩乃 PetitPas 085-0837 釧路市大川町8-40　サンフレア 1F 090-9757-8764 犬のごはんについて

No.421 その他
うつくしろそう
ぞうきょうぎか
い

うつくしろ創造協議会 相座　聖美 相座　聖美 非公開 非公開 非公開
女性がつくる(美しい)くしろ女性の視点で、まちづくり活動イベント等を
企画運営して地域活性化を目指します。

20名

No.426 その他
ぴーぴーわいく
らぶくしろしぶ ＰＰＹクラブ釧路支部 笹　　典幸 笹　　典幸 非公開 非公開 非公開

1.健康生活を送るために必要な知識の普及活動。
2.消費者保護運動。
3.職業・雇用者を作る企業家（起業家）の育成活動。

10名

No.436 その他 ひろおかい HIROO会 工藤　和美 工藤　和美 085-0825 釧路市千歳町11-8 090-7650-6601 釧路・十勝地方の文化交流を深める ５名
入会金1,000
／会費1,000

No.441 その他
くしろししょう
ぼうしょくいん
きょうぎかい

釧路市消防職員協議会 小野　英一 鎌田　元晴 085-0022 釧路市南浜町４－８ 0154-23-4382 0154-22-8204
motoharu.kama
da@city.kushiro.
lg.jp

明るく魅力ある職場づくりのため、会員同士でボーリング大会や各種研
修、会議等を企画運営しています。

296名
本俸の1000

分の8円
年12回発行
釧消協 教宣紙

No.444 その他

ほっかいどう
ぎょうせいしょ
しかいくしろし
ぶ

北海道行政書士会　釧路支部 沢田　千鶴子 沢田　千鶴子 085-0842 釧路市米町3丁目1番3号 宗岡事務所内 0154-41-1330 0154-41-9758 46名

No.449 その他
こうつうあんぜ
んについてかん
がえるかい

交通安全について考える会 石原　達也
交通安全について
考える会 事務局

088-0623
釧路郡釧路町光和１丁目１番地
土井木材（株）内

0154-37-0862 0154-36-6017
doimokuzai@cp
ost.plala.or.jp

交通安全に関する勉強会、セミナーの開催、情報交換会等の実施。その他
交通安全啓発活動の実施。

No.467 市民活動支援
くしろわかもの
さんかくかいぎ 釧路わかもの△カイギ 非公開 小西 085-0018 釧路市黒金町７-5 0154-31-4502

info@kushiro-
wakamono.com

kushiro-
wakamono.com

「若者が住みたい街を若者自身で創造（想像）しよう！」をメインテーマ
とし、「つながる」ことでワクワクをシェアし、１人で出来ないことに
「チャレンジ」し、自分たちで「実現」していくことを目標に活動してい
ます。

6名

No.471 その他

くしろこうなん
こうこうどうき
かいにじゅうな
なき

釧路江南高校同期会27期 相澤　長秀 相澤　長秀 非公開 非公開 非公開 還暦の会の準備 20名

No.472 科学技術

くしろこうぎょ
うこうとうせん
もんがっこうぷ
ろぐらみんぐけ
んきゅうかい

釧路工業高等専門学校プログラミン
グ研究会

篠田　裕人

独立行政法人
国立高等専門学校
機構釧路工業高等
専門学校

084-0916 釧路市大楽毛西2丁目32番地1号 0154-57-8041 釧路高専の学生で組織される団体 10～40名

No.473 その他
とうかいだいが
くくしろちくこ
うえんかい

東海大学釧路地区後援会 邵　龍珍 邵　龍珍 非公開 非公開 090-3114-9716 0154-38-2228
sorj@cronos.oc
n.ne.jp

全国の東海大学にご子女を入学させている父母を対象に毎年、大学近況報
告会を行っている。その他、総会、役員会を行う。

80人

No.486 その他
くしろこそだて
ねっとわーくは
ぽーと

くしろ子育てネットワーク Haport 伊藤　美也子 伊藤　美也子 084-0901 釧路市昭和北1丁目1-13 090-8638-6308

みんなで作る、みんなで楽しむくしろ子育てネットワーク Haport。子連
れで行ける飲食店・公園・遊びスポットイベント情報を中心に発信。月に
一度ママの集い会やおさがり交換会などを開催しています。

1名 - -

No.487 その他
えーえーくしろ
ゆめぐるーぷ AA釧路夢グループ 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 アルコール依存症の回復の為のミーティング 4名

No.488 その他 さにわのかい 審神者の会 佐藤　亜沙実 佐藤　亜沙実 085-0033 釧路市若松町18-11　鈴木マンション1F左 080-5589-5549 審神者の会というアニメのDVD鑑賞、交流など 5名

No.490 その他
くしろあかちょ
うちんよこちょ
う

釧路赤ちょうちん横丁 森　たか子 森　たか子 085-0824 釧路市柏木町８－１０ 0154-42-0334 0154-42-0334 非公開
http://akayoko
946.com

26名

No.491 その他
くしろほっぷか
い 釧路ホップ会 非公開 大森　一道 085-0004 釧路市新富町９－２５ 非公開

kazumichi@omo
ri.good.sc

月一回の例会、交流 60名 12,000円

No.495 情報科社会
くしろのきゃっ
しゅれすをすす
めるかい

くしろのキャッシュレスを進める会 小林　真 小林　真 085-0841 釧路市南大通1-2-5 0154-64-6849
info.946dpak@g
mail.com

スマホの利用方法、キャッシュレスアプリの安全効果的な利用方法を講習
する。

1回1,000円

No.496 その他
こうなんこうこ
うにじゅうごき
どうきかい

江南高校25期同期会 羽田野　善光 長島　保典 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 同窓会活動の為の打合せとして会議室を利用 18名

No.499 その他
はったつとじょう
ぶ 発達途上部！ 川上　由香 川上　由香 085-0041

釧路市春日町10-16
磯松マンション2F-5号

080-5729-0123

発達障がいや発達特性をお持ちの人が対象の集まりです。不定期開催で月
1～2回、目安に活動していきます。好きなことを好きなだけして居るだけ
でいい場所です。ツイッターで情報発信している。

2名 100円

No.503
男女共同参
画・その他

ぴーえちぴーく
しろとものかい PHPくしろ友の会 坂本　秀一 坂本　秀一 085-0058 釧路市愛国東２丁目17-12 090-3775-8850

shu.php@ezweb.
ne.jp

https://www.ph
p.co.jp/pfc/abo
ut/

「月刊誌　PHP愛読者の会」
PHP研究所　刊行書籍：「月刊誌PHP」を通じた読書会活動。
PHP友の会基本理念「素直な心になる運動」を実施する。
参加者は、どなたでも可とし「PHP月刊誌」を読まれる方を対象とする。

6～8名 備考欄に記載
すなお
年４回発行

No.508 その他

がくふうかいく
しろしぶしょぞ
くおりえんたる
ぎんゆうかい

岳風会釧路支部所属
オリエンタル吟友会

河崎　映子 小向　映子 非公開 非公開 非公開 詩吟 4名
会費3,000円

入会金1,000円

No.510 その他
せんこんくいず
ぶくろっくす 釧根クイズ部QLOCKS 渡部　大 渡部　大 非公開 非公開 090-6211-5377

senkonquiz@y
ahoo.co.jp

https://twitte
r.com/946nmr
_qclub

釧路、根室管内での競技クイズの普及、交流 5名 なし なし

No.522 市民活動支援
くしろこうきょ
うがくだんきょ
うりょくかい

釧路交響楽団協力会 佐藤　幸子 佐藤　幸子 088-0616 釧路郡釧路町曙2-2-5 090-3893-0472 釧路交響楽団の活動支援（主に活動資金募集） 7名

No.528 災害支援

きょうほくとう
ぶちくぼうさい
すいしんきょう
ぎかい

橋北東部地区防災推進協議会 櫻井　良三 櫻井　良三 085-0012 釧路市川上町10-2-19 0154-22-0713 防災講演会等の防災啓発 13名
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