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～ はじめに ～ 
 

ボランティアは、特別な人が特別な場所で行う 

「特別な活動」ではなく、自分のできる範囲で 

無理なく行うものです。 

 

“人の役に立ちたい！”“ほっとけない！”という気持ちは、 

誰もが持っている自然な感情ではないでしょうか。 

 

「そうか、私にもできるかも！」と思ったら、 

そのタイミングがボランティア活動の始めどきです。 

まずは、はじめの一歩を踏み出してみませんか！ 

 

誰でも、今からできる「収集ボランティア」！ 

国内、海外であなたの思いが生かされます。 

収集を始める前に活動が無駄にならないように活動目的・ 

換金方法・活動方法などの的確な情報の把握が大切です！ 

 

ぜひ、各地域にある社会福祉協議会の 

ボランティアセンターへご相談ください。 

ボランティア担当者とボランティアコーディネーターが 

ニーズを踏まえて対応いたします。 

活動のチャンスが見つかるかもしれません！ 

 



 

  

★使用済み切手 P.1 

★書き損じハガキ P.2 

★使用済みプリペイドカード P.3 

★外国コイン・紙幣 P.3 

★アルミ缶・プルタブ  P.4～5 

★ペットボトルキャップ P.6 

★中古衣類 P.7 

★中古衣類・古布 P.8 

★ベルマーク P.9 

★インクカートリッジ P.9 

★入れ歯 P.10 

★使用済小型家電 P.10 

★その他 P.11 

★団体一覧 P.12～16 

【目 次】 



 

  

団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

公公益益社社団団法法人人  

日日本本キキリリスストト教教海海外外医医療療協協

力力会会（（JJOOCCSS））  
hhttttppss::////wwwwww..jjooccss..oorr..jjpp//ssuu

ppppoorrtt//ssttaammpp  

（送り先） 

〒169-0051 

東京都新宿区西早稲田 

2-3-18-51 

JOCS東京事務局切手部 

03-3208-2418 アジア、アフリカの

保健医療事情の

向上 

切手を切り取り、日本と

外国の切手に分ける。 

送料は各自負担をお願

いします。 

特定非営利活動法人 
日本国際ボランティアセン

ター（JVC） 
https://www.ngo-

jvc.net/jp/perticipate/vol

unteer/usedstamps.html 

（送り先） 

〒110-8605 
東京都台東区上野 5-3-4 

クリエイティブ One 秋葉原

ビル 6F 

日本国際ボランティアセン

ター（JVC）物品寄付係  

03-3834-2388 活動地支援のプ

ロジェクト費用 

切手のまわりに 5mm 程

度の余白を残して、封筒

やハガキから切り取る。消

印が切れても OK。日本と

外国の切手に分ける。送

料は各自負担をお願いし

ます。 

公益財団法人  
広島平和文化センター 

国際交流・協力課 
https://h-

ircd.jp/guide/lounge/koku

saikyoryoku.html 

（送り先） 

〒730-0811 
広島市中区中島町 1-5 

広島国際会議場１階 

国際交流ラウンジ 

082-２４７－９７１５ 国際協力 国際交流ラウンジで受付

とりまとめて、 
公益社団法人 
日本キリスト教海外医療

協力会（JOCS）へ送る。 

ボランティアグループ 
きらきら☆HIROSHIMA 
(市社協ボランティア情報セン

ター登録団体) 

（送り先） 
広島市・区社会福祉協議会 

（住所は裏表紙に記載） 

裏表紙に記載 業者に買い取っても

らった収益金で、広

島の障がい者施設

への物品寄贈など 

切手のまわりに 1cm 程

度の余白を残して、でき

れば消印が入るように切

り取る。 

 

 

回収できないもの 切手の切り方 

〈日本キリスト教海外医療協力会 HPより〉 

★使用済み切手★ 

 

 収集した使用済み切手を切手業者やコレクターに販売し、その純益で開発途上

国の保健医療の援助や国内外のさまざまな福祉のために役立てられています。収

集にあたっては、分類や整理の仕方等、事前に収集団体に問合せ確認するよう心

がけてください。 
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団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

公益社団法人 

日本キリスト教海外医療協

力会（JOCS） 
https://www.jocs.or.jp/su

pport/stamp/postcard 

（送り先） 

〒169-0051 

東京都新宿区西早稲田 

2-3-18-51 

JOCS東京事務局切手部 

03-3208-2418 アジア、アフリカ

の保健医療事

情の向上 

書き損じたハガキや使い残

したハガキをお送りくださ

い。未使用も OK。 

送料は各自ご負担をお願

いします。 

個人情報が記載されたハ

ガキは、郵便局で切手や新

しいハガキに交換するまで

厳重に保管いたしますが、

気になる方は黒マジックで

消してください。 

特定非営利活動法人 
日本国際ボランティアセン

ター（JVC） 
https://www.ngo-

jvc.net/jp/notice/2018/1

2/20181225-

hagakibosyuu.html 

（送り先） 

〒110-8605 
東京都台東区上野 5-3-4 

クリエイティブ One 秋葉原

ビル 6F 

 

日本国際ボランティアセン

ター（JVC）物品寄付係  

03-3834-2388 活動地支援の

プロジェクト費

用 

書き損じたり、古いハガキ

であっても、未使用の官製

ハガキであれば受付けてい

ます。送料は各自負担をお

願いします。 

公益財団法人  
広島平和文化センター 

国際交流・協力課 
https://h-

ircd.jp/guide/lounge/koku

saikyoryoku.html 

（送り先） 

〒730-0811 
広島市中区中島町 1-5 

広島国際会議場１階 

 

国際交流ラウンジ  

082-２４７－９７１５ 国際協力 国際交流ラウンジで受付、

とりまとめて、 
公益社団法人 
日本キリスト教海外医療協

力会（JOCS）へ送る。 

ボランティアグループ 
きらきら☆HIROSHIMA 
(市社協ボランティア情報セン

ター登録団体) 

（送り先） 
広島市・区社会福祉協議会 

（住所は裏表紙に記載） 

裏表紙に記載 広島の障がい

者施設への物

品寄贈など 

書き損じたり、古いハガキ

であっても、未使用の官製

ハガキであれば受付ける。 

  

年賀ハガキ、書き損じたハガキ、未使用のハガキは、郵便局に手数料

を支払って新しいハガキや切手などに交換し、新しいハガキを企業など

に買い取ってもらい、地域福祉や開発途上国支援に使用されます。消印

のない年賀状で配達されたものは不可。投函前の物に限ります。  

★書き損じハガキ★ 
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団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

特定非営利活動法人 
日本国際ボランティアセン

ター（JVC） 
https://www.ngo-

jvc.net/jp/perticipate/vol

unteer/collect.html#stam

p 

 

（送り先） 

〒110-8605 
東京都台東区上野 5-3-4 

クリエイティブ One 秋葉原

ビル 6F 

 

日本国際ボランティアセン

ター（JVC）物品寄付係 

03-3834-2388 活動地支援の

プロジェクト費

用 

・テレホンカード（NTT、電電

公社、ICテレホンカード含む） 

・オレンジカード（JR各社） 

・イオカード（JR東日本） 

※上記以外のカードの収

集は行っておりません。 

ボランティアグループ 
きらきら☆HIROSHIMA 
(市社協ボランティア情報セン

ター登録団体) 

 

（送り先） 
広島市・区社会福祉協議会 

（住所は裏表紙に記載） 

裏表紙に記載 広島の障がい

者施設への物

品寄贈など 

イラストや写真があるもの

に限る。 

 

 

 

 

 

 

団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

公益社団法人 

日本キリスト教海外医療協

力会（JOCS） 
https://www.jocs.or.jp/su

pport/stamp/otherthings 

 

（送り先） 
〒169-0051 

東京都新宿区西早稲田 

2-3-18-51 

 

JOCS東京事務局切手部 

03-3208-2418 アジア、アフリカ

の保健医療事

情の向上 

どこの国でも現在流通して

いないものでも構いませ

ん。品名「メタル在中」とお

書きください。 

公益財団法人 
日本ユニセフ協会  
https://www.unicef.or.jp/

cooperate/coop_coin.html 

（送り先） 

〒108-8607  
東京都港区高輪 4-6-12 

ユニセフハウス 

（公財）日本ユニセフ協会 

外国コイン募金係  

 

(外国コイン募金箱) 

国内主要国際空港【成田、

羽田、関西、中部、福岡、新

千歳、仙台、広島】に設置 

03-5789-2013 世界の子どもた

ちのための支援

活動に使用 

送料は各自負担をお願い

します。封筒に直接コインを

入れると穴が開き、配送途

中で紛失します。品名「メタ

ル」と記入し、保存袋や空き

箱に入れて梱包ください。 

 

 

使用済みテレホンカードなどは、コレクターなどを通じて換金され、地域福祉、開発途上

国支援に使用します。現在、市場の変化により取り扱いを行う団体が少ない状況です。 

 

海外旅行や出張で使い残した外国コインや紙幣を引き出しの奥に保管し、眠ったま

まにしていませんか。ご寄付いただきましたコイン等は、世界中の子どもたちや開発途

上国支援に使用します。 

★使用済みプリペイドカード★ 

 

★外国コイン・紙幣★ 
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団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

社会福祉法人 もみじ福祉会 

第一・第二もみじ作業所 

http://fukushi-

momiji.or.jp/job/#link1 

（送り先） 

〒730-0823  

広島市中区吉島西 2-1-24 

第一・第二もみじ作業所 

082-243-0331 障がい者の 

仕事として 

連絡を頂ければ、作業所よ

り回収に伺います。 

アルミ缶、スチール缶、プル

タブ、鉄類（フライパン等） 

NPO法人 わくわく 

作業所わくわく 
（窓口） 

中区社会福祉協議会 

（作業所） 

〒 730-0855 

広島市中区小網町 2-4 

裏表紙に記載 障がい者の 

仕事として 

プルタブ 

社会福祉法人 交響 

きつつき共同作業所 
https://koukyou.or.jp/ 

（送り先） 

〒７３2－0013 

広島市東区戸坂南 1-27-2 

きつつき共同作業所 

082-229-7005 障がい者の 

仕事として 

アルミ缶・プルタブ 

NPO法人 ふりーす 
http://www.frees-

hope.or.jp/ 

(送り先） 

〒７３2－0052 

広島市東区光町 2-9-30-201 

NPO法人 ふりーす 

082-567-6603 障がい者の 

仕事として 

アルミ缶 

社会福祉法人 光清学園 

ワークセンター光清学園 
https://kousei-

g.net/index.php?cID=133 

(送り先） 

〒７３4－0001 

広島市南区出汐 2丁目 3-46 

ワークセンター光清学園 
 

南区社協でも受付けます 

082-250-5668 障がい者の 

仕事として 

アルミ缶、鉄 

社会福祉法人 

広島市手をつなぐ育成会 
http://h-

ikuseikai.or.jp/index.ht
ml 

（送り先） 

〒７３4－0004 

広島市西区打越町 17-27 

広島市手をつなぐ育成会 

082-537-1772 障がい者の 

仕事として 

アルミ缶 

 

 集めたアルミ缶がそのまま車いすになるのではありません。貴金属廃品回収

業者に買い取ってもらい、そのお金をためて車いすを買うことになります。収集

は、障がい者施設等でも行っています。 

★アルミ缶・プルタブ★ 

 

 

 

 

 

 

4 



  

団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

社会福祉法人 安芸の郷 
https://www.akinosato.or

.jp/index.html 

 

（送り先） 

〒736-0083 

広島市安芸区矢野東 2－4－

24 

社会福祉法人 安芸の郷 

 

安芸区社協でも受付けます 

082-888-8822 障がい者の 

仕事として 

アルミ缶 

 

NPO法人 むぎの家 

いつかいちむぎの家作業所 
http://www1.megaegg.ne

.jp/~muginoie/ 

（送り先） 

〒731-5106 

広島市佐伯区利松２丁目３-８ 

いつかいちむぎの家作業所 

 

佐伯区社協でも受付けます 

082-928-1672 障がい者の 

仕事として 

アルミ缶・プルタブのみ 

 

社会福祉法人 平和会 

特別養護老人ホーム 
やすらぎの里 
http://www.heiwakai.jp/y

asuragi/index.html 

（送り先） 

〒７３１－５１０１  

広島市佐伯区五月が丘４丁目

15-6 

特別養護老人ホーム 

やすらぎの里  

 

佐伯区社協でも受付けます 

082-941-2900  プルタブのみ 

 

一般社団法人  

環公害防止連絡協議会 
http://kankoubou.jp/publi

cs/index/12/ 

 

 

 

 

 

（送り先） 
〒669-1401 

兵庫県三田市小柿２６ 

 

環公害防止連絡協議会  

兵庫工場  

０８０－３８２８－０４７９ 「公害を生み出

さない人づくり」

「空き缶散乱公

害をなくす」こと

を目指して「プ

ルタブ・アルミ

缶回収運動」で

車いすを福祉

施設等へ寄贈 

アルミのみ受付。プルタブと

アルミ缶は分ける。 

２０ｋｇ～２５ｋｇのアルミから

運賃分（ボランティア料金

分）の差引が可能ですので

宅急便代金は不要。 

アルミ資源８００ｋｇ＝アルミ

製車いす１台分 

一般社団法人 
広島ブレイルセンター 

https://hbrlc.net/guid

e.html 
(視覚障がい者情報提供施設) 

（送り先） 

〒 732-0009 

広島市東区戸坂千足 1- 

１－２５ 川口ビル１０１ 
 

一般社団法人 

広島ブレイルセンター  

082-516-8411 車いすを福祉

施設などに寄

贈 

プルタブのみ受付けます。

異物・汚れ等の除去をお願

いします。電話をしてから、

ご持参ください。 

★アルミ缶・プルタブ★ 

 
アルミの集め方 
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団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

一般社団法人 

広島労働会館 

ワークピア広島 
https://workpier.jp/public

/ 

 

（送り先） 
〒732-0825  

広島市南区金屋町 1-17   

 

ワークピア広島 

082-261-8131 「エコキャップ運

動」ＣＯ２削減を

目的としたリサ

イクル活動と世

界の子供たち

へワクチンを届

ける 

集めるのはペットボトル飲

料のキャップのみ。シールは

剥がし、可能な限り洗う。 

連絡を頂ければ、回収に伺

います。 

公益財団法人  
広島平和文化センター 

国際交流・協力課 
https://h-

ircd.jp/guide/lounge/koku

saikyoryoku.html 

（送り先） 

〒730-0811 

広島市中区中島町 1-5 

広島国際会議場１階 

 

国際交流ラウンジ 

082-２４７－９７１５ 認定 NPO 法人

「世界の子どもに

ワクチンを日本委

員会（ JCV) 」が

行う開発途上国

の子どもたちにワ

クチンを届けると

いう国際協力活

動に役立てられる 

 

集めるのはペットボトル飲

料のキャップのみ。シールは

剥がし、可能な限り洗う。 

郵送か持込みで、取りまと

め、一般社団法人広島労

働会館ワークピア広島へ渡

します。 

社会福祉法人 安芸の郷 
https://www.akinosato.or

.jp/index.html 

 

（送り先） 

〒736-0083 

広島市安芸区矢野東 2－4－24 

社会福祉法人 安芸の郷  

 

安芸区社協でも受付けます 

082-888-8822 障がい者の 

仕事として 

一部 JCVへ 

 

☆認定 NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会（JCV)」については、ホームページをご参照ください。 
https://www.jcv-jp.org/donation/pbcap 

 

  

★ペットボトルキャップ★ 

 回収したキャップは、リサイクル業者に運び、買い取ってもらった売却利益が「認定

NPO 法人世界の子どもにワクチンを日本委員会（JCV）」への寄付になります。

JCV はワクチンや関連機器を購入し、世界の子どもたちへワクチン接種の支援を

行っています。  

 
回収活動内容 

 

 

  

 
 

① ペットボトルキャップは、回収業者に

よってリサイクル資源として売られます 

⑥ 各地の予防接種会場で子ども

たちへワクチンを接種します 

② 売られた際の売却益が 

JCVへの寄付となります 

③ UNICEF と連携して、世界のワ

クチン工場へワクチンを発注します 

⑤ 支援国のワクチン保管センターで

冷蔵・冷凍状態で保管されます 

④ 製造されたワクチンは冷凍のまま

空輸で、支援国へ届けられます 

～ペットボトルキャップがワクチンにかわるまで～ 
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団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

広島市西部リサイクルプラ

ザ 
https://www.city.hiroshim

a.lg.jp/soshiki/98/14437

.html 

 

（送り先） 

〒730-0823 

広島市西区商工センター 

7-7-2 

西部リサイクルプラザ内 

シルバーリサイクルショップ 

082-501-2600 広島市シルバー

人材センターの運

営による「シルバ

ーリサイクルショッ

プ」にてシルバー

人材センター会員

製作のリフォーム

衣類の販売 

1回の持ち込み、郵送は 20点

まで衣服で、洗濯、もしくはクリ

ーニング済みで、破れや汚れ

のないもの。（下着や寝間着、

靴下、靴、バック、ベルト等は不

可） 和服も受入れ可能。（肌

襦袢や草履などは不可）送料

は各自負担をお願いします。 

広島市 

シルバー人材センター事務局   

シルバー人材センター北支部  
シルバー人材センター安芸出張所  

シルバー人材センター佐伯出張所 

シルバー人材センター佐伯出張所
湯来分室  

https://silver.hiroshima.jp

/ 

（送り先） 

中区西白島町 23-9 

安佐北区亀山 1丁目 20-1  

安芸区船越 4丁目 28-3  

佐伯区海老園 2丁目 5-28  

佐伯区湯来町大字和田 333 

 

082-223-1156 

082-815-5251 

082-822-0300 

082-922-0520 

0829-83-0739 

広島市シルバー

人材センターの運

営による「シルバ

ーリサイクルショッ

プ」にてシルバー

人材センター会員

製作のリフォーム

衣類の販売 

1回の持ち込み、郵送は 20点

まで。衣服で、洗濯もしくはクリ

ーニング済みで、破れや汚れ

のないもの。（下着や寝間着、

靴下、靴、バック、ベルト等は不

可） 和服も受入れ可能。（肌

襦袢や草履などは不可）送料

は各自負担をお願いします。 

NPO法人 

日本救援衣料センター 
https://www.jrcc.or.jp/do

nation.html#hinmoku 

 

（送り先） 

〒658-0023  

兵庫県神戸市東灘区深江浜

町 22-2 

日本救援衣料センター 

 

 

078-441-2641 

※上記は、送り状記

入専用電話番号に

つき、常時留守番電

話になっております 

 

事務局 

06-6271-4021 

世界の難民、避

難民、被災者な

どを対象に衣料

品の供給 

海外郵送費として 10 ㎏に

つき 1,500 円を目安に協

力をお願いします。 

受入れ品目・受け入れ不可

品目については、細かい条

件がありますのでホームペ

ージをご確認ください。 

公益社団法人  

広島県社会福祉士会 
https://hacsw.jp/homeles

s.html 

 

（送り先） 

〒732-0816  

広島市南区比治山本町 12-2 

広島県社会福祉会館内 4階 

広島県社会福祉士会  

082-254-3019 生活困窮者・路

上生活者等の

支援 

新品か洗濯済のもの。 

防寒着・ジャンパー、ズボ

ン、長袖シャツ、ベルト、下着

（トランクス型）、靴下、マフ 

ラー、手袋等 

赤道ギニアを支援する会 （受入れ先） 
広島市社会福祉協議会 

佐伯区社会福祉協議会 

（住所は裏表紙に記載） 

裏表紙に記載 赤道ギニア共和

国の子どもたちと

母親の支援 

 

基本は夏物だが、現地に不

向きなものは フリーマーケ

ットで販売し、荷物の船便

送料にあてています。まず

は、電話でご相談ください。 

ユニクロ・GU 
https://www.uniqlo.com/r

e-uniqlo/ 

 

各店舗にて  UNHCRや世界 

各地の NGO・ 

NPO と協働して

難民・避難民へ寄

贈する 

ユニクロ・ジーユーの衣類（洗

濯をしたもの）に限ります。 

各店舗に設置された回収ボッ

クスで回収。 

★中古衣料★ 

 まだ着られる服・捨てるにはもったいない服で、洗濯またはクリーニング済のもの

は、リサイクルや海外への救援物資となります。要らなくなったから送るのではなく、

自分がもらう立場になることを考え、すぐに着られるようにボタン付けやほつれを直

しておくなど心がけましょう。 
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団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

社会福祉法人 もみじ福祉会 

第一・第二もみじ作業所 

http://fukushi-

momiji.or.jp/job/#link1 

（送り先） 

〒730-0823  

広島市中区吉島西 2-1-24 

第一・第二もみじ作業所 

082-243-0331 障がい者の 

仕事として 

ウエスの作成 

連絡を頂ければ、作業所よ

り回収に伺います。綿素材

の物であれば、工業用雑巾

として再生できます。 

★古布(ウエス材)★

～～ウウエエススっってて？？～～  

古着や古布を再利用して雑巾がわりにするもので、主に工業分野で、機械設備

を整備するために機械類の油を拭き取ったり、汚れ・不純物などを拭き取ってきれ

いにするために利用されています。 
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団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

財団法人 

ベルマーク教育助成財団 
https://www.bellmark.or.j

p/ 

 

（回収ボックス設置） 

広島市社会福祉協議会 

お近くの参加学校 

公民館など 

 

（事務局） 

〒104－0045  

東京都中央区築地５-４-18 

汐留イーストサイドビル７階 

 ベルマーク教育助成財団  
  

03–5148–7255 学校、へき地校

や災害被災校

などさまざまな

教育援助活動

に使われます。 

ベルマークに決まった切り

方はありません。ベルマーク

番号と点数部分を切り落と

さないようにしてください。 

ネットショッピングでもベル

マークがもらえます。 

団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

インクカートリッジ 

里帰りプロジェクト 

http://www.inksatogaeri.j

p/#navi 

 

（回収ボックス設置） 

広島市内 14郵便局 

（瀬野川・安佐南・伴・日浦・鈴

張・可部・高陽・高南・安芸五

日市・広島西・広島中・広島中

央・宇品・広島東） 

 

（事務局） 

03-3572-6660 
リサイクルインク

環境貢献活動 

家庭で使用されたインクカ

ートリッジでプリンターメー

カー4 社（キヤノン、ブラザ

ー、エプソン、日本 HP）の

純正品が回収対象です。ト

ナーカートリッジは、対象

外。 

あいおいニッセイ同和損保 
https://www.aioinissaydo

wa.co.jp/sustainability/e

ducate_support/ 

 

（回収ボックス設置） 

広島市社会福祉協議会 

（住所は裏表紙に記載） 

裏表紙に記載 ベルマークを被

災地域の学校、 

地域の学校へ

寄贈 

キヤノン、ブラザー、エプソ

ンの使用済みインクカートリ

ッジとトナーカットリッジはベ

ルマークの点数になり、1個

5 点になります。社員で種

分け作業をされています。 

★ベルマーク★ 
 ベルマーク運動は、学校単位や公民館などの施設・団体単位で参加する仕組みで

すが、個人やグループ、会社などでマークを集めて、地域の学校などを応援すること

はだれでもできます。 ベルマークは１点が１円になります。貯めた預金で学校に必要

な設備や教材を買うことができます。商品にマークを付けている会社を協賛会社、預

金を使ってお買いものできる会社を協力会社といいます。 
 

★インクカートリッジ★ 

 

 インクカートリッジ里帰りプロジェクトは、使用済みインクカートリッジの回収から再

資源化までのリサイクル活動を推進するため、プリンターメーカーが共同で運営す

るプロジェクトです。集まったカートリッジは「ゆうパック」で、仕分け拠点に届けられ

ます。仕分け拠点でカートリッジはプリンターメーカーごとにひとつひとつ仕分けさ

れ、各メーカーへ戻されます。その後、 各メーカーで責任をもってリサイクルされま

す。仕分け拠点には、障がい者の方々が多く働く企業を選定しており、障がい者雇

用支援の一助となっています。 

また、キヤノン、ブラザー、エプソンの使用済みインクカートリッジとトナーカットリッ

ジもベルマークの点数になります。  

 
ウェブベルマーク 

 
ベルマーク手帳 

 

 

9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

広島難病団体連絡協議会 

(市社協ボランティア情報セン

ター登録団体) 

 

https://www.hironanren.i

nfo/?page_id=17 

 

（事務局） 

〒734-0007  

広島市南区皆実町 1-6-29  

広島県健康福祉センター３階 

広島難病団体連絡協議会 
 

（回収ボックス設置） 

広島県社会福祉協議会 
（広島市南区比治山本町 12-2） 

広島市･区社会福祉協議会 

広島県健康福祉センター 

病院・福祉施設等 

 

  

082-236-1981 ユニセフ応援 

難病患者支援 

汚れを落としてから、熱湯を

かけたり、入れ歯洗浄剤

（除菌作用のあるもの）で

消毒してください。紙に包み

ビニール袋へ入れ、回収ボ

ックスへ入れてください。 

団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

広島市環境局環境政策課

環境政策係 

 

https://www.city.hiroshim

a.lg.jp/site/recycle/1377

1.html 

 

 

（回収ボックス設置） 

広島市内各区役所 1階 

ゆめタウン広島店・みゆき店 

エディオン各店 

 

（問合せ） 

〒730-8586  

広島市中区国泰寺町 

1-6-34 

  

082-504-2505 貴金属やレアメ

タルなどの有用

金属、プラスチ

ックなどのリサ

イクル 

小型家電リサイクル対象

28 品目のうち、回収ボック

スの投入口に入る大きさの

物に限ります。(縦 15cm×横

30cm×奥行 40cm以下) 

★入れ歯リサイクル★ 
 入れ歯に使用されている金属（歯にかけるバネ）や歯にかぶせる金属（クラウン）

などに含まれる貴重な金属を回収し、リサイクルすることにより、資源として生まれ変

わり、その益金でユニセフ応援と難病患者支援を行っていくものです。合わなくなっ

て、使用しないものなどご家庭で眠っていませんか？また、歯科医院で新たに作って

もらい、古いものを処分される際には、持ち帰ってこのリサイクル事業に活用していた

だけたら、ご負担が少なく皆さまの善意が活動に役立ちます。 

 

 

 

★使用済小型家電リサイクル★ 
 デジタルカメラや携帯電話、オーディオプレーヤーなどの小型家電には、貴金属や

レアメタルなどの有用な資源が含まれています。 これらの貴金属等の総量は、海外

の大鉱山に匹敵するため、「都市鉱山」とも言われています。 

 使用済小型家電について、国の認定を受けたリサイクル事業者(認定事業者)が、

貴金属やレアメタルなどの有用金属、プラスチックなどのリサイクルを行うことにより、

循環型社会の形成に役立てるとともに、埋立量の削減を図ることができます。 

 

 限りある資源を有効に活用するため、御家庭で不用になった小型家電の回収にご

協力ください。 
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小型家電リサイクル 

対象 28品目 

 



 

★ まだ使える不用品（新品・中古品）★ 

  

団体名 住所 TEL 活用方法 留意点 

ブックオフ 

オンライン「キモチと。」 

https://www.bookoffonlin

e.co.jp/files/sellfund/ 

 

（広島大手町店） 

〒730-0051 

広島市中区大手町 2-7-6 

  

082-543-6216 応援したいプロ

グラムを選び、

世界 11 の国・

地域を支える力

になる 

本・CD・DVD・ゲーム・おも

ちゃなどを送付すると、その

査定額が寄付されます。

（送料は無料） 

赤道ギニアを支援する会 （受入れ先） 
広島市社会福祉協議会 

佐伯区社会福祉協議会 

（住所は裏表紙に記載） 

裏表紙に記載 赤道ギニア共和

国の子どもたちと

母親の支援 

 

中古衣料、バッグ、手芸用

品、日用雑貨、食器、子ども

用文房具、おもちゃ、中古ラ

ンドセルなど。 

まずは、電話でご相談くだ

さい。 

 

 

ブックオフが展開する「キモチと。」は、インターネットで申込みをし、本

やゲームをはじめとした様々な不要になったモノを段ボールに詰めておく

と希望の日時に運送業者が集荷に来てくれ、送料もかかりません！ 

捨てようと思っていたものが、あなたの「キモチ」で、世界 11 の国・地域

を支える力に変わります！ 
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対象物品 



  

団 体 名 連 絡 先 収 集 物 
公益社団法人 

日本キリスト教海外医療協力会（JOCS） 

https://www.jocs.or.jp/support/stamp  

 

 

〒169-0051 

東京都新宿区西早稲田 2-3-18-51 

JOCS東京事務局切手部 

TEL:03-3208-2418 

★使用済み切手 

★書き損じハガキ 

★外国コイン 

特定非営利活動法人 
日本国際ボランティアセンター（JVC） 

https://www.ngo-

jvc.net/jp/perticipate/volunteer/collect.html  

 

〒110-8605 
東京都台東区上野 5-3-4  

クリエイティブOne秋葉原ビル 6F 

日本国際ボランティアセンター（JVC） 

物品寄付係  

TEL:03-3834-2388 

★使用済み切手 

★書き損じハガキ 

★使用済みプリペードカ

ード 

公益財団法人  
広島平和文化センター 国際交流・協力課 
https://h-

ircd.jp/guide/lounge/kokusaikyoryoku.html 

 

 

〒730-0811 
広島市中区中島町 1-5 

広島国際会議場１階 

国際交流ラウンジ 

TEL:082-２４７－９７１５ 

★使用済み切手 

★書き損じハガキ 

★ペットボトルキャップ 

公益財団法人 
日本ユニセフ協会  
https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_coin.html 

（送り先） 

〒108-8607  
東京都港区高輪 4-6-12  

ユニセフハウス 

（公財）日本ユニセフ協会外国コイン

募金係  

TEL:03-5789-2013 

★外国コイン 

 
(外国コイン募金箱) 

国内主要国際空港【成田、羽

田、関西、中部、福岡、新千

歳、仙台、広島】に設置 

NPO法人 

日本救援衣料センター 
https://www.jrcc.or.jp/donation.html#hinmoku 

 

（送り先） 

〒658-0023  

兵庫県神戸市東灘区深江浜町 22-2 

日本救援衣料センター 

TEL:078-441-2641 

※上記は、送り状記入専用電話番号につ

き、常時留守番電話になっております 

（事務局） 

TEL:06-6271-4021 

★中古衣料 

赤道ギニアを支援する会 （窓口） 

広島市社会福祉協議会 

佐伯区社会福祉協議会 

★中古衣料 

★日用雑貨、おもちゃ、子

ども用文房具、中古ラ

ンドセル、バッグ、手芸

用品など 

ユニクロ・GU 
https://www.uniqlo.com/re-uniqlo/ 

 

各店舗の回収ボックスへ ★中古衣料 
（ユニクロ、ジ－ユーの衣類に

限る） 

★団体一覧★ 

《《国国際際協協力力にに役役立立ててたたいい》》  
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団 体 名 連 絡 先 収 集 物 

広島市西部リサイクルプラザ 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/98/1443

7.html 

 

（送り先） 

〒730-0823 

広島市西区商工センター7-7-2 

西部リサイクルプラザ内 

「シルバーリサイクルショップ」  

TEL:082-501-2600 

 

★中古衣料 

 

広島市 

シルバー人材センター事務局   

シルバー人材センター北支部  

シルバー人材センター安芸出張所  

シルバー人材センター佐伯出張所 

シルバー人材センター佐伯出張所湯来分室  

https://silver.hiroshima.jp/ 

（送り先） 

中区西白島町 23-9     082-223-1156 

安佐北区亀山 1-20-1   082-815-5251  

安芸区船越 4-28-3     082-822-0300 

佐伯区海老園 2-5-28   082-922-0520 

佐伯区湯来町大字和田 333 

082-983-0739 

★中古衣料 

一般社団法人  

環公害防止連絡協議会 
http://kankoubou.jp/publics/index/12/ 

 

 

 

（送り先） 
〒669-1401 

兵庫県三田市小柿２６ 
環公害防止連絡協議会 兵庫工場  

TEL:080-3828-0479 

★アルミ缶、プルタブ 

一般社団法人 

広島労働会館 

ワークピア広島 
https://workpier.jp/public/ 

 

（送り先） 
〒732-0825  

広島市南区金屋町 1-17   

ワークピア広島  

ＴＥＬ：082-261-8131 

★ペットボトルキャップ 

 

インクカートリッジ 

里帰りプロジェクト 

http://www.inksatogaeri.jp/#navi 

 

（回収ボックス設置） 

広島市内 14郵便局 

（瀬野川・安佐南・伴・日浦・鈴張・可部・高陽・

高南・安芸五日市・広島西・広島中・広島中

央・宇品・広島東） 

 

（事務局） 

ＴＥＬ：03-3572-6660 
  

★インクカートリッジ 

広島市環境局環境政策課環境政策係 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/recycle/137

71.html 

 

 

（回収ボックス設置） 

広島市内各区役所 1階 

ゆめタウン広島店・みゆき店 

エディオン各店 
 

（問合せ） 

〒730-8586  

広島市中区国泰寺町 1-6-34 

ＴＥＬ：082-504-2505  

★使用済小型家電 

一般社団法人 
広島ブレイルセンター 

https://hbrlc.net/guide.html 
(視覚障がい者情報提供施設) 

（送り先） 

〒732-0009 

広島市東区戸坂千足 1-１－２５川口ビル１０１ 

一般社団法人広島ブレイルセンター  

ＴＥＬ：082-516-8411 

★アルミプルタブ 

《《リリササイイククルルにに役役立立ててたたいい》》  
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団 体 名 連 絡 先 収 集 物 
財団法人 

ベルマーク教育助成財団 
https://www.bellmark.or.jp/ 

 

 

（回収ボックス設置） 

広島市社会福祉協議会 

お近くの参加学校、公民館など 

 

（事務局） 

〒104－0045  

東京都中央区築地５-４-18 汐留イーストサ

イドビル７階  ベルマーク教育助成財団 

ＴＥＬ：03-5148-7255 
  

★ベルマーク 

あいおいニッセイ同和損保 
https://www.aioinissaydowa.co.jp/sustainability/e

ducate_support/ 

 

（回収ボックス設置） 

広島市社会福祉協議会 
★インクカートリッジ 

団 体 名 連 絡 先 収 集 物 
ボランティアグループ 
きらきら☆HIROSHIMA 
(市社協ボランティア情報センター登録団体) 

（窓口） 
広島市・各区社会福祉協議会 

★使用済み切手 

★書き損じハガキ 

★使用済み 

プリペイドカード 

広島難病団体連絡協議会  
(市社協ボランティア情報センター登録団体) 

https://www.hironanren.info/?page_id=17 

 

（事務局） 

〒734-0007  

広島市南区皆実町 1-6-29  

広島県健康福祉センター３階 

広島難病団体連絡協議会 
 

（回収ボックス設置） 

広島県社会福祉協議会 

（広島市南区比治山本町 12-2） 

広島市･区社会福祉協議会 

広島県健康福祉センター 

病院・福祉施設等 

 

★入れ歯 

団 体 名 連 絡 先 収 集 物 
公益社団法人  

広島県社会福祉士会 
https://hacsw.jp/homeless.html 

 

（送り先） 

〒732-0816  

広島市南区比治山本町 12-2 

広島県社会福祉会館内 4階 

広島県社会福祉士会  

ＴＥＬ：082-254-3019 

★中古衣料等 

《《教教育育にに役役立立ててたたいい》》  

 

 

《《障障ががいい者者・・難難病病患患者者のの支支援援にに役役立立ててたたいい》》  

 

《《生生活活困困窮窮者者・・路路上上生生活活者者のの支支援援にに役役立立ててたたいい》》  
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団 体 名 連 絡 先 収 集 物 
社会福祉法人 もみじ福祉会 

第一・第二もみじ作業所 

http://fukushi-momiji.or.jp/job/#link1 

（送り先） 

〒730-0823  

広島市中区吉島西 2-1-24 

第一・第二もみじ作業所  

TEL:082-243-0331 
 

★アルミ缶、スチール

缶、プルタブ、鉄類（フ

ライパン等） 

★ウエス材料になる中

古衣料等 
 

NPO法人 わくわく 

作業所わくわく 
（窓口） 

中区社会福祉協議会 

（作業所） 

〒 730-0855 

広島市中区小網町 2-4 

 

★プルタブ 

社会福祉法人 交響 

きつつき共同作業所 
https://koukyou.or.jp/ 

（送り先） 

〒７３2－0013 

広島市東区戸坂南 1-27-2 

きつつき共同作業所  

TEL:082-229-7005 

 

★アルミ缶、プルタブ 

NPO法人 ふりーす 
http://www.frees-hope.or.jp/ 

(送り先） 

〒７３2－0052 

広島市東区光町 2-9-30-201 

NPO法人 ふりーす  

TEL：082-567-6603 

 

★アルミ缶 

社会福祉法人 光清学園 

ワークセンター光清学園 
https://kousei-g.net/index.php?cID=133 

(送り先） 

〒７３4－0001 

広島市南区出汐 2丁目 3-46 

ワークセンター光清学園  

TEL:082-250-5668 

南区社協でも受付けます 

 

★アルミ缶、鉄 

社会福祉法人 

広島市手をつなぐ育成会 

http://h-ikuseikai.or.jp/index.html 

（送り先） 

〒７３4－0004 

広島市西区打越町 17-27 

広島市手をつなぐ育成会  

TEL:082-537-1772 

 

★アルミ缶 

社会福祉法人 安芸の郷 
https://www.akinosato.or.jp/index.html 

 

（送り先） 

〒736-0083 

広島市安芸区矢野東 2－4－24 

社会福祉法人 安芸の郷  

TEL:082-888-8822 

安芸区社協でも受付けます 

 

★アルミ缶 

★ペットボトルキャップ 

 

 

 

 

 

 

★★施施設設支支援援にに役役立立ててたたいい★★  
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団 体 名 連 絡 先 収 集 物 
NPO法人 むぎの家 

いつかいちむぎの家作業所 
http://www1.megaegg.ne.jp/~muginoie/ 

（送り先） 

〒731-5106 

広島市佐伯区利松２丁目３-８ 

いつかいちむぎの家作業所   

TEL:082-928-1672 

 

佐伯区社協でも受付けます 

★アルミ缶、プルタブ 

社会福祉法人 平和会 

特別養護老人ホーム やすらぎの里 
http://www.heiwakai.jp/yasuragi/index.html 

（送り先） 

〒７３１－５１０１  

広島市佐伯区五月が丘４丁目 15-6 

特別養護老人ホームやすらぎの里  

TEL:082-941-2900 
 

佐伯区社協でも受付けます 

★プルタブ 

団 体 名 連 絡 先 収 集 物 
ブックオフ 

オンライン「キモチと。」 

https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/ 

 

オンラインでのやり取りになります 

 

（広島大手町店） 

〒730-0051 

広島市中区大手町 2-7-6 

TEL:082-543-6216 

  

本・CD・DVD・ゲーム・おもち

ゃなど 

★その他支援に役立てたい★ 
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対象物品 

 



 

 

★あなたの街のボランティアセンター★ 

中区社会福祉協議会 

中区地域福祉センター内 

中区大手町四丁目 1-1  

大手町平和ビル 5階 

TEL:082-249-3114  

FAX:082-242-1956 

東区社会福祉協議会 

東区総合福祉センター4階 

東区東蟹屋町 9-34 

TEL:082-263-8443  

FAX：082-264-9254 

南区社会福祉協議会 

南区地域福祉センター内 

南区皆実町一丁目 4-46  

南区役所別館３階 

TEL:082-251-0525  

FAX:082-256-0990 

西区社会福祉協議会 

西区地域福祉センター4階 

西区福島町二丁目 24-1 

TEL：082-294-0104  

FAX:082-291-7096 

安佐南区社会福祉協議会 

安佐南区総合福祉センター5階 

安佐南区中須一丁目 38-13 

TEL：082-831-5011  

FAX：082-831-5013 

 

安佐北区社会福祉協議会 

安佐北区総合福祉センター4階 

安佐北区可部三丁目 19-22 

TEL:082-814-0811  

FAX：082-814-1895 

安芸区社会福祉協議会 

安芸区総合福祉センター3階 

安芸区船越南三丁目 2-16  

TEL：082-821-2501  

FAX:082-821-2504 

佐伯区社会福祉協議会 

佐伯区地域福祉センター内 

佐伯区海老園一丁目 4-5  

佐伯区役所別館 5階 

TEL：082-921-3113  

FAX：082-924-2349 

広島市社会福祉協議会ボランティア情報センター 

広島市総合福祉センター内 

南区松原町 5-1  BIG FRONTひろしま 6階 

TEL：082-264-6408 FAX：082-264-6416 

HP：https://shakyo-hiroshima.jp/ 

 

  

  

  

  

 

どうぞ、お気軽にご相談ください！ 

  

（佐伯区役所別館 5 階） 

 

 


