」

Ⓡ

硬式野球ボール修繕事業
(１球１００円のつながりと支援)

認定ＮＰＯ法人 きづき

「認定ＮＰＯ法人 きづき」の新たな取り組み

エコボール
Ⓡ

障がいを持たれた方々の自立を支援する取り組みとして、
糸のほつれたボールを修繕することで
物を大切にする心を通して社会貢献を目指します。
自立支援事業

つながり

学

校

地 域

毎日の練習で使う練習球（硬球）・・・
今の時代、糸が切れボロボロになったら捨てる・・・
一昔前は１球を大切に選手たちが縫っていました。
糸のほつれたボール・・・

再び練習球に！

丁寧に縫い合わせ

この取り組みを広げていくために、
ご協力と賛同をして頂ける学校・団体様を募集しています
・・・エコボール事業に
魅せられて・・・
京都の『ＮＰＯ法人 就労ネットうじ みっくすはあつ』で
エコボール事業を実際に見て・聞いて「最高」と思いました。
まさに赤い糸のつながりを感じました。
球児たちが一生懸命練習して、傷んだ硬式野球ボールを
事業所の利用者が修繕して、
再び球児達の練習ボールとして蘇っていました。
そこには、顔と顔が見える関係がありました。
そこには、１個のボールから福祉・教育・地域の

ネットワークが出来上がっていました。
この取り組みを私たちの地域でも広げたい、

利用者の笑顔が社会のつながりになるために
私たちのコンセプト

「希望と誇りを持てる場所」であるために・・・

＜エコボールの取り組みにご協力いただいている皆様（２０１７年１２月時点）
[学校・チーム（全事業所）]
・京都府立東宇治高等学校
・京都翔英高等学校
・東山高等学校
・立命館高等学校
・大阪府立北野高等学校
・京都成章高等学校
・京都両洋高等学校
・京都府立城陽高等学校
・京都府立乙訓高等学校
・京都府立洛北高等学校
・京都府立鳥羽高等学校
・京都府立洛東高等学校
・京都市立伏見工業高等学校
・京都府立北嵯峨高等学校
・京都府立洛水高等学校
・京都明徳高等学校
・山梨県立白根高等学校
・八戸学院光星高等学校
・八戸工業大学第一高等学校
・青森県立八戸西高等学校
・青森県立田子高等学校
・東奥義塾高等学校
・国立八戸工業高等専門学校
・私立浦和学院高等学校
・埼玉県立上尾高等学校
・埼玉県立久喜北陽高等学校
・埼玉県立富士見高等学校
・東京都立鷺宮高等学校
・香川県立坂出商業高等学校
・香川県立坂出工業高等学校
・香川県立多度津工業高等学校
・香川県立藤井高等学校
・香川県立観音寺第一高等学校
・香川県立観音寺中央高等学校
・香川県立三本松高等学校
・私立香川西高等学校
・私立尽誠学園高等学校
・私立英明高等学校
・私立高松大手前高等学校
・私立高松中央高等学校
・香川県立坂出高等学校
・香川県立小豆島高等学校
・香川県立高松高等学校
・香川県立飯山高等学校
・香川県立桜井高等学校
・香川県立高松北高等学校
・香川県立高松工芸高等学校
・香川県立丸亀城西高等学校
・香川県立琴平高等学校
・香川県藤井学園寒川高等学校
・香川県立高瀬高等学校
・香川県立丸亀高等学校
・香川県立笠田高等学校
・香川県立高松南高等学校
・福島県立双葉高等学校
・福島県立相馬農業高等学校
・福島県立相馬東高等学校
・福島県立小高工業高等学校
・福島県立原町高等学校

１４９高校 ７２チーム

・福島県立新地高等学校
・福島県立相馬高等学校
・聖光学院高等学校
・兵庫県立西脇工業高等学校
・相生学院高等学校
・東洋大学付属姫路高等学校
・兵庫県立社高等学校
・佐久長聖高等学校
・神戸弘陵学園高等学校
・兵庫県立西脇高等学校
・福岡県立戸畑高等学校
・兵庫県立小野高等学校
・明豊高等学校
・愛媛県立新居浜西高等学校
・愛媛県立新居浜東高等学校
・愛媛県立川之江高等学校
・愛媛県立土居高等学校
・愛媛県立今治南高等学校
・愛媛県立松山商業高等学校
・私立新田高等学校
・私立帝京第五高等学校
・兵庫県立多可高等学校
・三重県立桑名工業高等学校
・高稜高等学校
・京都国際高等学校
・兵庫県立三木北高等学校
・京都文教高等学校
・私立星稜高等学校
・香川県立志度高等学校
・大分県立大分南高等学校
・愛媛県立西条高等学校
・愛媛県立東温高等学校
・新居浜工業高等学校
・愛媛県立小松高等学校
・愛媛県立松山北高等学校
・愛媛県立松山工業高等学校
・私立聖陵高等学校
・大分高田高等学校
・埼玉県立鷺宮高等学校
・埼玉県立春日部東高等学校
・埼玉県立熊谷商業高等学校
・埼玉県立入間向陽高等学校
・埼玉県立ふじみ野高等学校
・高崎健康福祉大学高崎高等学校
・桜丘中学・高等学校
・横須賀市立横須賀総合高等学校
・神奈川県立追浜高等学校
・湘南学院高等学校
・三浦学苑高等学校
・横浜創学館高等学校
・九州学院高等学校
・熊本県立熊本工業高等学校
・市川学院市川高等学校
・八戸工業大学第二高等学校
・三重県立菰野高等学校
・弘前学院聖愛高等学校
・弘前東高等学校
・弘前工業高等学校
・横須賀学院高等学校

計

２２１ 団体 【敬称略・順不同】

・ルーテル学院高等学校
・兵庫三木リトルシニア
・開新高等学校
・兵庫三田ヤング
・富山県立高岡高等学校
・桑員ボーイズ／ブルーナイン
・富山県立高岡工芸高等学校
・越谷Ｋ クラブボーイズ
・私立高岡龍谷高等学校
・大田シニア
・私立高岡第一高等学校
・スピリッツＢ.Ｃ
・富山県立小杉高等学校
・オール山城硬式野球部
・仙台市立仙台商業高等学校
・ピュールベースボールクラブ
・私立南光学園東北高等学校
・篠山ベースボールチーム
・兵庫県立篠山鳳鳴高等学校
・新居浜マリーンズボーイズ
・兵庫県立小野工業高等学校
・東淀川ボーイズ
・奈良県立山辺高等学校
・京都二条ボーイズ
・奈良県立奈良北高等学校
・川之江ボーイズ
・私立誠之館高等学校
・新居浜リトルシニア
・広島県立安芸南高等学校
・新居浜高等学院
・私立国際学院高等学校
・京都フレンド少年硬式野球協会
・広島県立賀茂高等学校
・野球一筋 深江浜店
・私立山陽高等学校
・宮城仙北ボーイズ
・奈良県立生駒高等学校
・神戸サンダーイーグルス
・奈良女子大学附属中等教育学校 ・新潟県高砂ベースボールクラブ
・富山県立伏木高等学校
・高松ベースボール
・初芝立命館高等学校
・高松ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ
・和歌山県立粉河高等学校
・松山坊ちゃんボーイズ
・立命館宇治高等学校
・西条少年野球団
・京都産業大学
・八戸学院大学
・共栄大学
・亜細亜大学
・拓殖大学
・上武大学
・立正大学
・国立香川大学
・東京経済大学
・国士舘大学
・城西大学
・大正大学
・平成国際大学
・私立松山大学
・岐阜経済大学
・奈良大学
・國學院大學
・八戸工業大学
・青森大学
・青森中央学院大学
・広島経済大学
・近畿大学
・富山国際大学
・白鴎大学

・大分ＴＭＫチャレンジクラブ
・杉並リトルシニア
・荒川尾久ボーイズ
・船橋中央リトルシニア
・千曲ボーイズ
・新潟西リトルシニア
・垂水ファイターズ
・丹波ベースボールクラブ
・弘前白神リトルシニアチーム
・明石リトルリーグ野球協会
・さなぎベースボールクラブ
・兵庫ブルーサンダーズ
・豊中ボーイズ
・兵庫夢前クラブ

―きづき 御協力校・チーム―
・神奈川県立座間総合高等学校
・神奈川県立座間高等学校
・神奈川県立大和高等学校
・横浜隼人高等学校
・向上高等学校
・星槎学園高等部 湘南校

・座間ボーイズ
・京都ブラックス野球協会
・アレセイア湘南高等学校
・京都八幡リトルシニア
・京田辺ボーイズ
・北摂リトルシニア
・京相楽硬式野球クラブ
・アークバリア
・高松ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
・独立リーグ 香川ｵﾘｰﾌﾞｶﾞｲﾅｰｽﾞ
・兵庫西脇ポニークラブ

この取り組みは元横浜ベイスターズ 大門和彦 氏（現在、アイディーコンサルティング株式会社 代表取締役）
のご協力により実現することができました。 神奈川県では元横浜ベイスターズ 横谷彰将氏（現在、有限会社ツー
スリー代表取締役）にもご支援・ご協力をいただいております。

エ コ ボ ー ル 協 賛 金 募 集
硬式野球ボールを媒体に「教育と福祉と地域」「人と人」とがつながります。
「物を大切にする“心”
、障害者への“就労支援”
、このような事業を広げ伝えていきたい！ 」
「Ｎ Ｐ Ｏ 法人 きづき」では、この取り組みに賛同していただける
個人様、団体（企業）様 を募集しています。
zzzzz
協賛金は全て、事業に取り組む障害のある方の工賃（給与）に還元いたします。
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

★ 個人：１.０００円 ～（一口）
（お振込先）ゆうちょ銀行

★ 団体（企業）：３.０００円～（一口）

（記号番号）００２６０－５－７０４９６

（加入者名）特定非営利活動法人

きづき

＊＊＊＊＊＊年 2 回の会報と活動報告をご郵送いたします＊＊＊＊＊＊

☆

全国のエコボール連携事業所

● ＮＰＯ法人 就労ネットうじ みっくすはあつ
● ＮＰＯ法人 あすく

☆
（京都府）

（京都府）

● 認定ＮＰＯ法人 きづき

● ＮＰＯ法人 希福祉会

（岡山県）

● ＮＰＯ法人 ポラーノ （広島県）

（神奈川県）

● 合同会社 プラネットワークス愛媛

（愛媛県）

● 社会福祉法人 楽笑福祉会 （香川県）

● 社会福祉法人 啓愛会 エール （栃木県）

● 社会福祉法人 養正会

● ＮＰＯ法人 もやいの丘

（青森県）

● 社会福祉法人 元気村 夢工房翔裕園
● ＮＰＯ法人 さぽーとセンターぴあ
● 株式会社 ワークプラザ高健

（埼玉県）

（福島県）

（大阪府）

（熊本県）

● ＮＰＯ法人 寺田プランニング （神奈川県）
● 社会福祉法人 茜育友会

（青森県）

● エコ・アース・ファクトリー株式会社

（宮城県）

● 株式会社 スマイルワーク （京都府）

● 一般社団法人 ゆめボール （富山県）

● 株式会社 コルペコ

● ＮＰＯ法人 桑の木

（岐阜県）

● 株式会社 ウル （愛知県）
● ＮＰＯ スポーツアカデミーＳｈｉｎｅ

● ＮＰＯ法人 ＢＥＡＲ ＦＲＵＩＴ
（兵庫県）

● ＮＰＯ法人 もやいの丘

● ＮＰＯ法人 ＯＮＥ （三重県）

● 医療法人 養生園

● 合同会社 プラネットワークス新居浜
● ＮＰＯ法人 コロポックルさっぽろ

■━━━━━━

（宮城県）

（愛媛県）

（北海道）

お問い合わせ

（奈良県）

（熊本県）

（徳島県）

● 一般社団法人たかはるｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽﾄ （青森県）
● 株式会社 ｽﾏｲﾙﾜｰｸ大久保事業所

（京都府）

━━━━━━■

〒252-0021

神奈川県座間市緑ヶ丘５丁目６番２８号
ＴＥＬ：０４６－２４４－６９１５
ＦＡＸ：０４６－２４４－６９１６
E-mail：hopekiduki@lagoon.ocn.ne.jp
http://hopekizuki.sakura.ne.jp/

公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）は
エコボール活動のオフィシャル・サポーターです
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