
登録団体情報 

団体名 おもてなし英会話・国分寺

代表者名 浅賀　洋一

連絡先名

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 社会教育の推進 市民活動支援

活動内容 ・来日外国人の増加や2020年東京五輪・パラリンピックの開催を見据え、外国人の方々
が安心して東京滞在できるように、おもてなしと英語を学び、東京都及び地域社会の安
心・安全の運営に寄与することを目的とする。
・主な活動は、①３週毎に開催する学習会に参加し、おもてなしと英語を学ぶ。②街中で
困っている外国人に、英語で話しかけ、積極的に手助けなどをする。

会員数 15 名 男性会員 8 女性会員 7 会員年齢層 50～70名名 歳代

活動日時 ３週毎の月曜日、14:00～16:00

活動場所 いずみホール、ひかりプラザ等

国際協力

活動PR 少子化高齢化社会で、これまで様々な経験やキャリアを積んだ人たちが、地域社会でおも
てなし英会話を学びながら、住みよいコミュニティ作りに励んでいます。ご興味のおあり
の方、是非ご参加ください。

◎

団体名 特定非営利活動法人　介護サポーターズ国分寺

代表者名 木田　マサ子

連絡先名 木田　マサ子

連絡先住所 国分寺市並木町１－２３－５８

TEL 080-3461-5960

FAX

Eメール qqmz9xw9k@cocoa.ocn.ne.jp

ホームページ

活動分野 社会教育の推進 まちづくり

活動内容 高齢者とその家族に、家事手伝い・付添い・話し相手など、日常生活のちょっとしたサ
ポートをおこなう当会独自の「くらしネット」、生活支援のときにも使えるエンディング
ノート「もしものとき」など、一人暮らしや高齢者世帯が増える地域社会のコミュニ
ティー機能を高める活動をしています。また、介護保険や成年後見に関する講演会や相談
など、高齢化が進む地域とそこに住む人に役立つ交流の場を広げる活動を進めます。

会員数 43 名 男性会員 13 女性会員 30 会員年齢層 50～80名名 歳代

活動日時 随時

活動場所 市内全域

保健・医療・福祉の増進

活動PR 平成14年設立の介護保険サポーターズ国分寺は、介護保険制度や世の中の変化によりよ
く対応するため、NPO法人化し「介護サポーターズ国分寺」となりました。これまでの
活動を引継ぎながら、地域のみなさんとの繋がりをもっと深めるよう活動を進めます。

◎
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登録団体情報 

団体名 北多摩東地区更生保護女性会　国分寺分区

代表者名 池谷　敏子

連絡先名 池谷　敏子

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 社会教育の推進 地域安全活動

人権擁護・平和推進

活動内容 更生保護女性会は、犯罪や非行のない明るい社会を実現しようとするボランティア団体で
す。住んでいる地域を単位に、日本中で行われている活動です。犯罪予防活動の「社会を
明るくする運動」では関係団体の一員として、ひまわり畑の迷路作りや、吹奏楽コンサー
トに参加協力。刑務所や少年院の要請により、学習発表会、盆踊り、運動会、クリスマス
会、成人式などの諸行事に参加、収容者を励まし、立ち直りのための支援をしています。

会員数 125 名 男性会員 23 女性会員 102 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 北多摩東地区更生保護女性会の理事会日と同日、他　不定期

活動場所 不定

子どもの健全育成

活動PR 北多摩東地区保護女性会国分寺分区は、武蔵野、三鷹、小金井の四市と共に活動しており
ます。明るい社会を目指し、保護司会、BBS会等と連携し、社明統一行事に参加、少年を
取り巻く健全な環境を作り、地域で独自の活動も行うボランティア団体です。

◎

団体名 特定非営利活動法人　KPSZホッとライン

代表者名 青木　優子

連絡先名 永井　孝昇

連絡先住所 国分寺市本町２－９－８　サンヴェール国分寺エスタシオン２１０

TEL 042-323-0037

FAX 042-323-0037

Eメール kpsz1215@silk.ocn.ne.jp

ホームページ http://kpszhotline.webcrow.jp/

活動分野

活動内容 障害福祉サービス事業（ヘルパー派遣事業）と共に、介護保険事業(しょうがい利用者の
高齢化に伴い）を行いつつ、広く市民を巻き込みながら草の根活動事業、ボランティアの
普及と育成事業、広報啓蒙・情報ネットワーク事業、町の便利屋さん事業を充実させる。

会員数 30 名 男性会員 10 女性会員 20 会員年齢層 40名名 歳代

活動日時 日中

活動場所 市内全域　その他（国立市・三鷹市）

保健・医療・福祉の増進

活動PR

◎
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登録団体情報 

団体名 国分寺市文化団体連絡協議会

代表者名 田中　義臣

連絡先名 熊谷　加寿美

連絡先住所

TEL 042-315-2795

FAX

Eメール kasumi-051214bnj@ezweb.ne.jp

ホームページ http://www.kokubunji-bunka.net/bunkarenkyou

活動分野 社会教育の推進 まちづくり

子どもの健全育成 市民活動支援

活動内容 市内の各種文化団体の集合体。市内の文化団体が連絡協調しながら、共通事項を研究、協
議し、市民の間に芸術・文化を振興し、また文化団体の発展を支援する。
１．秋の市民文化祭開催への全面的な協力
２．文化体験をはじめとする、市民に文化芸術を普及するための各種事業
３．加盟団体の強化のための連絡･協調と各団体の文化活動への支援

会員数 3500 名 男性会員 1500 女性会員 2000 会員年齢層 50名名 歳代

活動日時 毎月（不定期）

活動場所 いずみホール、市内各公民館、各地域センター等

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR 市内の文化グループ連合体の参加する連絡・協議会。同じ趣味のグループや会がいっしょ
になって「連盟」や「協会」等を結成して加盟します。市民文化祭の一部門の確立、開催
をひとつの目標とし、あいたずさえて文化・芸術の振興をめざします。

◎

団体名 国分寺宝生会

代表者名 森田　護

連絡先名 森田　護

連絡先住所 国分寺市戸倉３－３９－２７

TEL 042-573-8619

FAX 042-573-8619

Eメール

ホームページ http://www.kokubunji-bunka.net/bunkarenkyou/youkyoku/index.html

活動分野 子どもの健全育成

活動内容 能楽の研究、鑑賞、また宝生流謡曲の練磨に励み、その普及、発展に努めること。
１）毎月素謡５番の月例会開催（６月は新緑会大会）
２）春の謡曲連盟大会、秋の市民文化祭謡曲大会参加
３）謡曲研究勉強会、仕舞研究勉強会を各月２回開催
４）光公民館祭への参加
５）国分寺市伝統文化こども教室事業に参加、お能子ども教室の開催

会員数 40 名 男性会員 18 女性会員 22 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 毎月最終日曜日午後１時～５時に素謡会。他に土曜日曜に勉強会

活動場所 光公民館、いずみホール、西町地域センター等

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR 地域能楽グループのなかでは、例を見ない活発なグループとして、近隣の羨望を集める愛
好者集団。春、秋の謡曲大会には、素謡、連吟の他、仕舞十数番、舞囃子等を演じ、新緑
会は杉並能楽堂で行なう。活動の母体の勉強会が充実、初心者に懇切指導。

◎
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登録団体情報 

団体名 特定非営利活動法人　ごみ・環境ビジョン２１

代表者名 田浪　政博

連絡先名 田浪　政博

連絡先住所 国分寺市本町２－１９－９－７

TEL 042-328-6621

FAX 042-328-6621

Eメール gomikan@mtf.biglobe.ne.jp

ホームページ http://www2u.biglobe.ne.jp/~GOMIKAN/

活動分野

活動内容 ごみの発生抑制や適性処理につき、広く発信している。また、各自治体を調査し公表して
いる。専門家・自治体職員・市民活動団体メンバーを招き、市民ごみ大学や交流会を開催
し、情報誌「ごみっと・SUN」を発行。

会員数 200 名 男性会員 100 女性会員 100 会員年齢層 40-70名名 歳代

活動日時 適宜

活動場所 三多摩地区

環境の保全

活動PR ごみの発生抑制や適正処理、資源化についての、情報発信活動をしている。そのために情
報誌の発行、セミナー、講師の派遣等をおこなっている。情報誌「ごみっと・ＳＵＮ」に
は、各自治体の先進事例や、データを掲載。海外の情報も適宜提供する。

◎

団体名 古文書研究会

代表者名

連絡先名 新田　恭隆

連絡先住所

TEL 042-323-0178

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野

活動内容 各種古文書の読解を通じて古人の生活にふれることを目指している。市内の高齢者中心
に、福祉と文化の向上につとめている。

会員数 9 名 男性会員 4 女性会員 5 会員年齢層 70-80名名 歳代

活動日時 毎月第２、４水曜日　10時～12時

活動場所 本多公民館

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR

◎
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登録団体情報 

団体名 古文書の会

代表者名 増田　辰郎

連絡先名

連絡先住所 国分寺市東元町１－４０－１８

TEL

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 社会教育の推進 男女共同参画

活動内容 少人数で大半は初心者。指導者の長山ゆき子先生より、幕府の掟書、仮名の手本など江戸
時代の古文書を歴史的背景とともに勉強している。その時のメンバーの状況などを考慮し
て、勉強の成果などを展示会で発表している。60歳以上の高齢者ばかりで、高齢者の活
性化にも寄与している。

会員数 8 名 男性会員 3 女性会員 5 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 毎月第一・第三木曜日

活動場所 生きがいセンター本多

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR 少人数、大半は初心者で、60歳以上の女性。家族的な雰囲気の下で、和気あいあい。教
材は幕府の掟書、仮名の手紙など。気軽に見学に。

◎

団体名 一般社団法人　日本スポーツ吹矢協会　むさし国分寺支部

代表者名 雨宮　幸男

連絡先名 雨宮　幸男

連絡先住所 国分寺市東恋ヶ窪２－１－１デユオ・フィールズフォンテ・コート２０８

TEL 090-4613-3510

FAX

Eメール fukiya-634@jcom.zaq.ne.jp

ホームページ http://fukiya634kokubunji.com/

活動分野 保健・医療・福祉の増進

活動内容 １９９８年日本で生まれた「スポーツ吹矢」を生涯スポーツとして主に高齢者を対象に健
康の維持増進や会員相互の親睦を深め、スポーツ吹矢の地域への普及拡大を目的とし活動
している。地域の活性化を図る為地域のイベント等に積極的に参加。協会主催のジュニ
ア・障がい者・東京都大会に参加、都民スポレクふれあい大会は市代表として継続参加。
市障害者センターの健康吹き矢講座には講師や協会本部にも競技委員を派遣している。

会員数 48 名 男性会員 31 女性会員 17 会員年齢層 60-70名名 歳代

活動日時 毎週土曜日9:30～12:00　毎週水曜日11:30～14:00

活動場所 もとまち地域センター　市民スポーツセンター

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR スポーツ吹矢で楽しく、そして健康に！スポーツ吹矢式呼吸法（胸式と腹式呼吸）で５～
10m離れた的に矢を飛ばす。誰でも、どこでも気軽に楽しめる安全なニュースポーツで
す。的に命中した時の爽快感を一緒に楽しみましょう。何時でも体験ができます（無料）

◎
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登録団体情報 

団体名 一般社団法人　プレイセンター小さな森（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）

代表者名 渡辺　金子

連絡先名 渡辺　金子

連絡先住所 国分寺市東元町４－５－１

TEL 042-324-5777

FAX 042-324-5777

Eメール

ホームページ

活動分野 まちづくり 市民活動支援

活動内容 これ迄は、プレイセンター小さな森のメンバー間で行われて来た、協力、助け合い、学び
合い、支え合いの活動を、子育てが安心な地域づくりを目指して、スーパーバイザー資格
を取得したお母さん達が担い手となり、①子供の預かり（地域の子を預かる）、②子育て
講座（子育てを取り巻く生活全般）、③子育て相談（０才～成人）、④おもちゃの広場
（０才～高齢者、伝承遊びの継承普及そして手作り玩具の講習会など）を、事業として行
う。

会員数 48 名 男性会員 17 女性会員 31 会員年齢層 30-40名名 歳代

活動日時 （Ⅰ）毎週月（Ⅱ）毎週木、共に10～15時　（Ⅲ）預かり毎週水　9～17時、講座第３

活動場所 Ⅰ、Ⅲ代表者宅　Ⅱもとまち地域センター

子どもの健全育成

活動PR ～プレイセンター小さな森Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共通行事～
豊かな遊びの提供が活動の中心にありますが、特に五感を使って体感する行事（お花見散
歩・木の実拾い散歩・じゃが芋堀り・さつま芋堀り・ブルーベリー摘み・みかん狩りな
ど）を楽しんでいます。ご一緒しませんか。

◎

団体名 特定非営利活動法人　ワーカーズ風ぐるま

代表者名 織田　由美子

連絡先名 織田　由美子

連絡先住所 国分寺市東元町３－８－８　第２八千代荘１０１号室

TEL 042-300-3663

FAX 042-300-3663

Eメール minnanoibasho@gmail.com

ホームページ http://sites.google.com/site/9696kazaguruma

活動分野 保健・医療・福祉の増進 子どもの健全育成

活動内容 ・その人らしい生活をするための自立援助サービスの提供。
・自分のできることをいかすためのサークル活動。
・子育て、介護を家族だけで抱え込まないように、地域の中に楽しめる居場所をつくる。
（子育てひろば、デイサービス等）
・障害者等日中時間預かり事業（国分寺市委託事業）
・育児支援ヘルパー事業（国分寺市委託事業）

会員数 16 名 男性会員 1 女性会員 15 会員年齢層 30-60名名 歳代

活動日時 主に平日10:30～15:30（土日祝は不定期）

活動場所

まちづくり

活動PR 日々の暮らしの中で、自分の力だけでは解決できないときに、ちょっとしたお手伝いがで
きるお互い様の関係がどんなに心強いでしょう。病気になっても、乳幼児をかかえていて
も、男女を問わず、その人らしい生活ができるたすけあいの輪をひろげていきます。

◎
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