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★古切手・書き損じはがき
綾瀬生涯センター（障がい児者の通所療育施設）
120-0005 足立区綾瀬６－１４－４

障がい者福祉
3606-7099

障がいを持った一般市民を対象として、治療教育（教育を主体に心理学等を含めた社会科学を応用して発
達成長を育成し、障がいの改善を図ること。以下「療育」という。）に関する事業を行い、療育を通し地域社
会で共生できる力を育成し、障がいの有無にかかわらず、市民でれもが互いに支え合いともに生きる豊か
な社会の実現に寄与し社会福祉の増進を目的とする。
●古切手
※綾瀬生涯センターでは、地域をはじめ全国よりいただいた古切手を使用し、切手アートを作成。
5枚250円で販売している。

高齢者福祉
聖明福祉協会
198-8531 青梅市根ケ布２－７２２
0428-24-5700 http://www.seimeien.jp/
盲老人・高齢者の虚弱や痴呆症により重度の介護が必要な方々のための盲養護老人ホーム。盲大学生
への奨学金寄与による育英事業を通じて、老人福祉の向上と視覚障がい者に対する社会の理解を深める
事をモットーにホームを運営。
●古切手
●テレフォンカード
●書き損じはがき
※送料は自己負担。

特定非営利活動法人地球の友と歩む会/ＬＩＦＥ

国際支援
http://www.ne.jp/asahi/lif
102-0071 千代田区富士見２－２－２ 東京三和ビル５０１
3261-7855
e/home/
誰もが幸せを感じられる「平和な住みよい社会の創造」と、豊かで調和のとれた「事前環境を育む」ことを目
指し、継続した責任ある活動を行っている民間の国際協力（ＮＧＯ）団体。自発的な意思を持つ人々によっ
て支えられ、共に学びあう姿勢を大切にしながら、参加の場を提供することにも取り組んでいる。
「水・緑・人で国際協力」をテーマに住民の主体的参加による地域開発を目指す。海外での協力事業や、国
内での国際理解教育、地球市民の育成などに取り組む。
●古切手
●はがき・書き損じはがき
●使用済みプリペイドカード（テレフォンカード・交通カード等どのようなカードもＯＫ。）
※売り上げた切手等が寄付となってインド・インドネシアの人びとを支援。

社団法人日本キリスト教海外医療協力会(JOCS)
162-0045 東京都新宿区馬場下町１－１早稲田ＳＩＡビル４Ｆ

3208-2418

国際協力・保健医療
http://www.jocs.or.jp/

「みんなで生きる」をモットーとして、1960年の設立以来、一貫して海外の保健医療に恵まれない地域に医
療従事者を派遣し、現地の草の根の保健医療の向上に協力しているＮＧＯ。
●未使用の切手、はがき
●書き損じはがき
●使用済み切手
●外国コイン、紙幣類
※これらの収集物は全て換金され、海外医療協力のために使用。
使用済み切手の協力により、多くの医療従事者をアジアの地に送ることができている。
カンボジア、バングラディッシュ、ウガンダに医師・保健師・看護師を派遣。
※切手の寄付にかかる郵便代、宅急便代などは各自で負担。
※切手を送った場合、受領書が送られてくるが、不要の場合は「受領書不要」と書き添えること。
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㈶ジョイセフ（家族計画国際協力財団）
162-0843 東京都新宿区市谷田町１－１０保健会館新館８階

3268-5877

国際協力
http://www.joicfp.or.jp/jp/

発展途上国に人口及び家族計画・母子保健を含むリプロダクティブ・ヘルツ／ライフに関する研究及び研
究の女性並びに必要な援助を行い、関係地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
日本において、人口・リプロダクティブヘルス（ＲＨ）・家族計画・母子保健分野の国際協力における最長の
歴史と最大の実績を有する専門機関。これまでに、世界30余カ国の途上国で活動を実施てきた実績を有
する。「特定公益増進法人」。国際経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）の特別諮問ＮＧＯ。
●コイン・紙幣（各国どの国のものでも。現在流通していない貨幣も対象。日本の古銭・紙幣含む。）
●インクカートリッジ（家庭用プリンターの使用済みインクカートリッジ）
●商品券・クーポン
ベルマーク、ロータスクーポン、グリーンスタンプ、ブルーチップ、ビール券、デパート券、旅行券、
ギフト券、グルメ券、図書券、文房具等
●古本（コミック、活字〈文庫・新書・単行本〉、写真集、児童書）
●使用済み切手
●書き損じはがき
●ランドセル、学用品、おもちゃ、スポーツ用品、体重計、巻尺など
※集めたものは換金され、開発途上国でジョイセフが実施しているさまざまなプロジェクトに使用。
地域住民の生活向上と自立を支援する運動に役立てられる。
※送料は、各自負担。
※外国コイン、貴金属、宝石等を送る場合には必ず宅急便、または郵便書留にて送付。
※お礼状不要な方は、「礼状不要」と記入のこと。

㈶日本盲導犬協会
982-0263 宮城県仙台市青葉区茂庭字松倉１２－２

022-226-3910

http://www.moudouken.n
et/

盲導犬の育成と視覚障がいリハビリテーション事業を通して視覚障がい者の社会参加を育成し、視覚障が
い者福祉の増進に寄与することを目的とする。
●書き損じはがき（切手等と交換し、通信費として使用）
●使用しなくなった携帯電話（横浜金属商事との提携契約により、盲導犬の育成と資源の再利用に活用）
・個人情報、写真等は全て消去すること
※一旦送った携帯電話の返却はご容赦願います。

日本国際ボランティアセンター カンボジアチーム
110-8605 東京都台東区東上野１－２０－６ 丸幸ビル６Ｆ

3834-2388

国際協力
http://www.ngo-jvc.net/

1980年にインドシナ難民の救援を機に発足し、現在アジア、アフリカ、中東、そして日本の震災被災地で活
動している国際協力ＮＧＯ。環境保全型の農業を通して暮らしの改善に協力するほか、医療をはじめとした
人道支援を行っている。
●使用済みプリペイドカード
●使用済み切手
●外国のお金
●商品券、
●未使用テレフォンカード
●宝くじ
●書き損じはがき
●本、ＤＶＤ、ＣＤ、ゲーム
●インクカートリッジ（インクジェットプリンターの使用済みインクカートリッジを収集）
●貴金属（金、銀、プラチナ）のアクセサリー
●鉄道関係、硬券（窓口で発行されていた厚紙の切符類）、特急券、記念切符、定期券、
航空会社の搭乗半券
※集めたものは、カンボジア、ラオスの活動費として、役立てられる。
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特定非営利活動法人シェア（国際保健協力市民の会）
110-8605 東京都台東区東上野１－２０－６ 丸幸ビル５Ｆ

5807-7581

保健医療
http://share.or.jp/

健康で平和な世界を全ての人とわかちあう（シェア）ために、草の根の立場から行動を起こした医師・看護
師・学生等が中心になり、1983年に結成された国際保健ＮＧＯ。全ての人が心身ともに健康に暮らせる社
会を目指し、“いのちを守る人を育てる”保健医療支援活動を、タイ、カンボジア、東ティモール、南アフリ
カ、日本で進めている。現在は、地域の人々と協力しながら、健康を守る活動を進めている。
●使用済み切手
●使用済みテレホンカード
●書き損じはがき
●未使用はがき
●中古ＣＤ

アジア学院
329-2703 栃木県那須塩原市槻沢４４２－１

0287-36-3111

http://www.ariedu.org/main.html

アジア学院は1973年に設立された国際人材養成機関。アジア・アフリカなどの農村地域の民間開発団体
（ＮＧＯ）から、その土地に根を張り、その人々と共に働く“草の根”の農村開発従業者を学生として招き、自
国のコミュニティーの自立を共に目指す指導者を養成しています。
●一般的なもの
自転車・三輪自転車、電気掃除機、洗濯機、大型石油ストーブ、各種文房具、コピー用紙、
建築資材、電動工具を含む工具類、緑茶、コーヒー、紅茶、砂糖、食用油など
●特に必要なもの
パソコン、食器戸棚（大きいサイズのもの）
●書き損じはがき
書き損じハガキを新しいハガキや切手に交換し、公共団体に買ってもらい学生奨学金の一部に。
●その他
切手、収入印紙、通常はがき、往復はがき、小包はがき、郵便書簡等
各種商品券、図書券、未換金宝くじ等

㈶緑の地防衛基金
104-0033 中央区新川２－６－１６馬事畜産会館２０３

3297-5505

環境
http://green-earthjapan.net/

世界中で進む森林破壊や砂漠化に対し、地球上の緑の保全・再生を図るべく、元環境庁長官が中心とな
り、国会議員、学者、記者、市民団体・自然保護団体幹部らにより設立。
地球上の緑の保全・再生、砂漠化防止及び環境保護の推進に寄与することを目的とする。
※中国の黄土高原で、1991年から１４年間にわたり植林活動を行っている。
●使用済みテレホンカード、その他のプリペイドカード
テレホンカード（ＮＴＴ）
オレンジカード・イオカード・Ｊスルーカード（ＪＲのカード）
パスネット・メトロカード（関東圏の私鉄・地下鉄）等
●使用済み切手
●ディズニーランド入場券（使用済み）
●外国コイン
●書き損じはがき
●未使用切手
※礼状不要の場合「礼状不要」と書き添えること。
※汚れがひどい、折れている、切れている、落書きのしてある、ホチキスなどで穴をあけてあるカード、
変造カード等状態の悪いカードはなるべく除いて送付。
※収集にご協力いただいた方には、基金発行の機関誌、「緑の地球新聞」（年４回発行）に
テレカ協力者として名前を掲載して、送付。
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タンザニア・ポレポレクラブ

環境
107-0062 東京都港区南青山６－１－３２－１０３
3439-4847
http://polepoleclub.jp/
森林減少の続く東アフリカのタンザニアで、村人たちの取り組んでいる植林活動を支援している市民グ
ループ。
①村落植林活動②活動の自立支援③生活改善の3分野を柱とした活動に取り組む。
●使用済みテレホンカード
●書き損じはがき
●未使用はがき
●使用済み切手
●不要書籍・ＣＤ
●商品券・金券
※書き損じはがきは5枚から寄付できる。使用済み切手は500ｇから。

特定非営利活動法人北区リサイクラー活動機構
115-0045 北区赤羽１－１－３８

3824-3196

リサイクル
http://www3.kitanet.ne.jp
/~fujimibashi-echo/

●使用済み切手
●使用済みテレホンカード
●書き損じはがき
●未使用はがき
●古本
●古着
●不用品
●雑貨品
※「リサイクル生活文化」の創造を目指して住民が多様な行動を起こしていく活動拠点。

鎌倉清和園

施設支援
http://www.kanagawa247-0073 神奈川県鎌倉市植木１８番地
0467-46-4891 id.org/seiwa/shisetu/seiw
aen/index.html
平成９年に開所した知的障がい者厚生入所施設。５０名の利用者と在宅の知的障がい者の豊かな暮らし
を実現する支援を行っている。知的障がい者福祉法に基づいて、必要な援護を行い、利用者一人一人の
ニーズにそって必要なサービスの提供を図り、ならびに地域の社会資源として、地域の障がい者が有効に
利用できる環境づくりを進める。
●使用済み切手
●古ストッキング
※使用済み切手は、袋詰めにして販売したり、鉛筆立てなどに使用し、作品として販売。
切り揃えたり、選別することが作業活動となる。
※古ストッキングは、輪切りにし編みこんだものを２枚あわせて靴磨きを仕上げています。
そのため、きれいに洗濯しお送り下さい。
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特定非営利活動法人シャプラニール
＝市民による海外協力の会
169-0051 新宿区西早稲田２－３－１早稲田奉仕園内

国際協力
3202-7863

http://www.shaplaneer.or
g/

特定の宗教、政治、企業、団体に属さず、一般の市民の思いからつくられ、その寄付や会費で運営されて
いる。南アジアで、子供や女性の支援活動を行うＮＧＯ。
●使用済みテレホンカード
●書き損じはがき
●未使用はがき
●未使用プリペイドカード
●本・CD・DVD・ゲーム
●金券
●使用済みトナー・インクカートリッジ
※収集した書き損じはがきや古本を日本で換金して、バングラディッシュ・ネパールの海外協力活動に
役立てている。
※無料集荷申込方法
ウェブサイト、電話（3202-7863）、FAX（3202-4593）いづれかで申し込むこと。
集荷希望日、集荷希望時間、氏名、住所、電話番号を伝える。
※少数の場合は送付のこと。（その際の送料は、送り主負担）

特定非営利活動法人サヘルの森

環境
http://www.jca.apc.org/sa
164-0013 東京都町田市原町田１－２－３アーベイン平本４０３ 042-721-1601
hel-no-mori/
サヘル地域の砂漠化を防止してそこに住む人々が安定した生活が営めるよう協力をすることを目的として
設立。西アフリカ・マリ共和国において植林を中心とした活動を行い、日本国内では、現地活動報告会の開
催や機関誌「サヘル」の発行、市民交流や人材育成、技術研修のための定例活動の開催、様々なイベント
への出展などを行っている。
●書き損じはがき
●牛乳パック

財団法人オイスカ
168-0063 東京都杉並区和泉２－１７－５

3322-5161

環境
http://www.oisca.org/

すべての人々がさまざまな違いを乗り越えて共存し、地球上のあらゆる生命の基盤を守り育てようとする
世界を目指して1961年に設立。本部を日本に置き、現在26の国と地域に組織を持つ国際ＮＧＯ。おもにア
ジア・太平洋地域で農村開発や環境保全活動を展開している。人材育成に力を入れ、各国の青年が地域
のリーダーとなれるよう研修を行ってい、それぞれの国で農村開発に取り組んでいる。
●書き損じはがき
●未使用はがき
●ベルマーク
※はがき２～３枚、ベルマーク約１００点で苗木１本。

メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン
102-0082 東京都千代田区一番町２１番地一番町東急ビル７Ｆ 3221-8388

http://www.mawj.org/

３歳から１８歳未満の難病と闘っている子供たちの夢をかなえ、生きる力や病気と闘う勇気を持ってもらい
たいという願いで設立された団体。子供たちに勇気を与える事に加え、社会における非営利組織の存在の
重要性を自覚し、社会貢献の「場」を提供する有意義な存在となることを目指す。
●使用済みテレフォンカード、トレインカード
●書き損じはがき、未使用の年賀状、使用済み切手
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社団法人シャンティ国際ボランティア会
160-0015 東京都新宿区大京町３１慈母会館２・３階

5360-1233

教育
http://sva.or.jp/

アジアの子供たちへの教育・文化支援を通じて、地球上のあらゆる人々が、お互いの違いを尊重しあい
「共に学び、共に生きる」シャンティ（平和）な社会の実現を図ることを目的としている。
１９８０年、カンボジア難民キャンプで、子どもたちに絵本を届けることから活動を始める。
現在、タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー難民キャンプ（タイ）、アフガニスタンにて学校建設、図書館活
動、教員研修、絵本出版、奨学金供与等を実施。
●書き損じハガキ・未投かんのハガキ
●未使用の切手・ハガキ
●デパートの商品券・ビール券などの金券
●未使用のテレフォンカード・図書カードなどのプリペイドカード
●古本・ＣＤ・ビデオテープ等（リサイクル・ブックエイド」「絵本を届る運動」がある）

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
102-0074 東京都千代田区九段南４－７－１６市ヶ谷KTビルI ５階
5213-4070

http://www.peacewinds.org/

紛争や災害、貧困などの脅威にさらされている人々に対して支援活動をおこなうNGO。
日本に本部をおき、世界各地で活動している。１９９６年の創立以来、イラク北部やスマトラ島沖地震の被
災地をはじめ、世界２１か国・地域で支援活動を実施。現在、イラク、アフガニスタン、モンゴル、東ティモー
ル、南スーダン、スリランカ、ハイチの計８か国・地域で活動を続けている。被災地、紛争地においては、生
命を守り生活の基本を支えるため、水や食糧、緊急援助物資の配布など緊急人道支援を行う。また、災害
や紛争から時間が経過した地域では、人々の自立を目指し、復興・開発のための支援を行う。
●リサイクル本・CD・DVD・ビデオ・ゲーム
●はがき
●マイレージ
※インターネットより専用フォームにて申込。
※電話・FAXの場合は、「国内事業部 支援者サービス担当」まで問い合わせ。
氏名・住所・連絡先・希望の集荷日時と時間帯・集荷箱数を連絡。
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★衣料
ＡＡＡ アジア＆アフリカ
338-0800 埼玉県さいたま市さくら区栄和１－１２－１８

国際協力
048-858-5544 http://www.aaag.org/

家族の助け合いをモットーに国際ボランティア活動をを展開。「必要なものを必要なだけつつましく使う」を
モットーに、地球規模でのモノの有効活用を実践する団体。
●子供服・古着・その他衣料品（段ボール１箱につき送料寄付が必要）
●めがね（ハードケース付き、送料寄付一個３００円）
●ピアニカ（送料寄付１台５００円）
※寄付内容により、寄付送料がそれぞれ必要。

特定非営利活動法人日本救援衣料センター
541-0052

国際協力

大阪府大阪市中央区安土町１－４－９新船場ビル
06-6271-4021 http://www.jrcc.or.jp/
５（問合せ先）

1982年の設立より、世界各地の難民や避難民、被災者等を対象に衣料品の寄贈を行っている。
●新品の下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ
●洗濯済みで、シミや傷みのない毛布、ズボン、ジーンズ、Ｔシャツ、ポロシャツ、トレーナー、セーター、
ブラウス、カーディガン、ジャンバー、オーバーコート
●企業制服の場合、ブラウス、カーディガン、新品作業着のみ受付。
※送付先 ： 〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町２２－２
℡：078-441-2641 （送り状のための電話番号）
※受付時間：月～金 9：00～16：00 土9：00～12：00 休日：第２土・日・祝
※海外輸送費として、段ボール１箱（10キロ以内）につき1500円の協力。
衣料品発送後1カ月後全ての方に「払込票」が届く。
※主な届け先 ： タイ、ペルー、コンゴ（ザイール）、ガーナなど。

マザーランド・アカデミー・インターナショナル
140-0004 品川区南品川５－１６－１４（本部）

3450-5829

国際協力
http://www.motherland.org/

命の尊さ、等しさを行動で子供たちに伝える母の会。設立1982年。
5歳までの幼児の死亡率が世界で最も高い国々で、日本からの援助が最も少ないアフリカのマリ等の国へ
日本の休耕田でつくられた協力米と、衣料品、医薬品、文具などを船便で送っている。1999年は14便。また
メンバーがキャンプ等を回り、援助物資の配布を確認している。植林、井戸掘りなどの援助そのほか海外
援助につながる多岐にわたる活動をしている。
●新品中古夏冬一般衣料（オーバー、背広、企業制服含む）、毛布、ベルト、下着（新品のみ）
●タオル、タオルケット、夏掛け、シーツ、おしめ、各種カーテン、布地、余り布（30センチ角以上）
●賞味期限まで5カ月以上ある缶詰、缶ミルク、乾パン、缶入りビスケット、米
●文具、おもちゃ、子ども用楽器、図鑑、食器（割れないもの）
※品物と量を明記のうえ、往復はがきで連絡。後日資料と一緒に送られる「受付要項」にて明記。
※先に協力金（１箱 2440円）を振込み、メモに「「受付郵便局名、○月○日振込済」と書き、
段ボールの1番上に入れる。
※受領書・領収書の発行も省略している。（必要な場合は本部まで、80円切手同封のこと）
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財団法人城北労働・福祉センター
111-0021 台東区日本堤２－２－１１

3874-8089

野宿生活者支援
http://homepage3.nifty.co
m/johoku/

山谷地域の日雇労働者の生活相談及び生活の援護等を行ってきた「東京都城北福祉センター」と、同じく
山谷地域の日雇労働者に対して職業紹介を行ってきた「財団法人 山谷労働センター」が自立につながる
労働と福祉が一体となった一貫性のある相談を構築するため統合したもの。施策の対象となるのは、山谷
地域に居住する日雇労働者である。
●衣類（作業上着、作業ズボン、ジャンパー、ズボン、シャツ、トレーナー、防寒着等）
●靴（スニーカー等）
●バック〈旅行かばん、リュック等）
●日用雑貨（歯ブラシ、歯磨き粉、カミソリ、せっけん、洗濯、タオル等）
※建築、土木の労働者の作業着を求めています。作業着、上着、ズボン、運動靴、帽子は中古でも可。
タオル、下着、靴下は新品のみ。
※問い合わせは「事業課 応急援護担当」まで
※送料は、原則送り主負担。

特定非営利活動法人ブリッジ エーシア ジャパン
151-0071 東京都渋谷区本町3-39-3 ビジネスタワー4F

3372-9777

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

ミャンマーとベトナムで国際協力活動を行う認定NPO法人。BAJの活動は地域住民と話し合いながら進
め、住民が自立して運営できるように支援している。
特に日本と関係の深いアジアの人々と連帯し、健康で幸福な生活につながる環境を整え、アジアの人々と
の共生を実現するために、政治体制や宗教、民族言語、文化の違いを越えて、相互理解のかけ橋となれ
るよう願いながら、３つの目標を定め、活動を進めている。
また、2011年4月からは、東日本第真ん倅復興支援活動も行っている。
●コンピューター
●ジャンプスーツ（つなぎ作業着）
●書き損じ官製はがき、未使用官製はがき
●切手（未使用）
●防災教育教材
●衣類であれば何でも回収可能（夏服、冬服、大人用、子ども用不問）
●靴下、靴（革靴、運動靴）、毛布、バスマット、シーツ
※制服、作業服、着物等は送れない。
※事前にBAJ東京事務所まで、氏名、連絡先、内容、分量等連絡のこと。
事前の連絡がない場合受取不可。
※送料は、送り主負担。
※現地までの送料、およびミャンマー、ベトナム国内の寄贈品配布地までの送料も、負担を依頼している。
※送付先

〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜３－１４－４
BAJ倉庫 日光物産気付
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★その他（外国コイン等）
財団法人日本ユニセフ協会

国際協力
108-8607 港区高輪４－６－１２ユニセフハウス
5789-2011
http://www.unicef.or.jp/
全ての子供たちの権利が守られる世界を実現するために活動する国際機関。その国際的権威を背景に、
世界各国・地域の政治的に重要な立場にある人々に子供を取り巻く問題の改善のための政策を促し、草
の根レベルで活動する様々な方々と協同し、子どもたちの権利を守るための新たなアイディアを具体化し
ている。
子どもたちの地の地を守り健やかに育てる環境を確保することは、世界の発展の基礎になるものだと信
じ、様々な人と協力し、貧困や暴力、疾病、差別など子どもたちが直面する様々な課題を克服する組織とし
て、創設。
●外国コイン
●クレジットカード会社などの利用に応じたポイントサービス
※送付先 ： （公財）日本ユニセフ協会 外国コイン募金係（内容物明記の場合は「メタル」と表記。）

環公害防止連絡協議会（環公防）

環境
http://www4.kcn.ne.jp/~y
639-1054 奈良県大和郡山市新町８９８－８
0743-89-0479
anoya/
「公害を生み出さない人づくり」と「空き缶散乱公害をなくす」ことを目指している。ものを大切にすることを通
して、資源を保護し、人にやさしく、身の回りの環境を住みやすいものにしようとするもの。
小さな子どもからお年寄りまで、「誰もが参加できる運動」であり、公害を防ぎ町をきれいにし、地球上のゴ
ミ問題や福祉・環境問題を解決する大きな手掛かりともなる。
●アルミ缶・プルタブ・ボトル缶
※アルミ缶からわざわざプルタブを外すことはしないで、アルミ缶そのものを送ること。
スチール缶は、アルミのプルタブを外して集めること。
プルタブ送付先 ： 〒669-1401 兵庫県三田市小柿２６ Ｔｅｌ 079-569-1677
環公害防止連絡協議会 兵庫支店＆工場

