
登録団体情報 

団体名 泉町三丁目ふるさと子どもまつり実行委員会

代表者名 野口　誠一

連絡先名 野口　誠一

連絡先住所 東京都国分寺市泉町３－２５－８

TEL 042-323-2278

FAX 042-323-2278

Eメール nogu3258@jcom.home.ne.jp

ホームページ

活動分野

活動内容 泉町三丁目ふるさと子どもまつりは今年で35回目となります。三丁目にある８自治会、
２管理組合、第四小学校PTA６地区、老人会防災会、商興会等で実行委員会をつくり、７
月より準備実行委員で進めます。まつり当日は、本村ばやし、神輿巡航、模擬店（７店）
いずみ児童館よりケン玉指導など２日間おこないます。泉町三丁目にある諸団体で取り組
むただ一つの事業で交流、結びが強まり輪が広がっています。

会員数 1000 世帯 男性会員 女性会員 会員年齢層名名 歳代

活動日時 毎年９月第二土曜日、日曜日（まつり当日）

活動場所 泉町多喜窪公園

子どもの健全育成

活動PR 子どもたちに「ふるさとの思い出を！！」残してもらえればと取り組んでいます。
神輿巡航には多くの子どもたちが親と一緒に参加します。模擬店も楽しみにして頂いてい
ます。

◎

団体名 北の原地域センター利用者協議会

代表者名 田代　和雄

連絡先名 田代　和雄

連絡先住所 国分寺市東恋ヶ窪６－１１－３

TEL

FAX 042-324-5797

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

子どもの健全育成

活動内容 　地域の絆づくりを基本として、老若男女をとわず活動しています。高齢社会の大事な視
点として支え合いが必要の時代、地域活性化に向けて取り組んでいきます。
　また、年行事として「きたのはら地域センターまつり」を実施し地域の楽しいまつりと
して１９回目を迎えました。
　今後も安心と安全のまちづくりと地域の集合しやすい会場として活動の輪を拡大するよ
うに進めてまいります。

会員数 19 名 男性会員 10 女性会員 9 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 不定期

活動場所 北の原地域センター

まちづくり

活動PR

◎
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登録団体情報 

団体名 国分寺市北町地域センター利用者協議会

代表者名

連絡先名

連絡先住所 国分寺市北町３－２－１３

TEL 042-328-0055

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 保健・医療・福祉の増進 まちづくり

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ 地域安全活動

活動内容 北町地域センターは、北町地域住民の「人と人とのつながり・交流づくり、防災や福祉の
活動の拠点」としてより良いまちづくりを目指しています。この目的のため、利用者協議
会は、地域住民・利用団体との意見交換をとおして、下記の事業を実施しています。
①利用者協議会会議開催、②北町地域センターまつりの開催、③各種イベントの企画運営
の支援、④地域住民関連情報の発信

会員数 150 名 男性会員 50 女性会員 100 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 通年

活動場所 北町地域センター、北町・並木・新町地域

市民活動支援

活動PR

◎

団体名 内藤・日吉シニアサロン

代表者名 中澤　善四郎

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 保健・医療・福祉の増進 社会教育の推進

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ 環境の保全 災害救援活動

地域安全活動 情報化社会の発展 経済活動の活性化

都道府県・政令市の条例で定める活動

活動内容 会員相互の親睦と知識、趣味の交流を計り、なごやかな会社作りに貢献し、老後の健康維
持と人生の充実を計る。
１）情報交換会議義：おしゃべり会、お茶のみ会、総会　　２）カルチャー教室：耳より
情報、パソコン教室、防災教室、防犯教室　　３）趣味のイベント：カラオケ・コーラ
ス、手芸、俳句、囲碁、麻雀、トランプ、昔遊び　　４）食事会：新年会、月見会、誕生
日会　　５）クラブ活動：囲碁クラブ、健康体操クラブ　　６）研修旅行　　７）健康増
進事業　　８）社会奉仕事業　　９）地域交流事業　　10）その他事業

会員数 38 名 男性会員 17 女性会員 21 会員年齢層 75名名 歳代

活動日時 通年

活動場所 内藤地域センター、内藤・日吉地域

市民活動支援

活動PR 内藤・日吉地域の会員の皆様が自分の趣味を見つけ、日常的に話の出来る仲間をもつこと
ができるよう、一緒におしゃべりをしたり、お茶会をしたり、趣味やゲーム等楽しい時間
が過ごせるイベントを実施して、会員相互の親睦と知識、、趣味の交流を計るシニアサロ
ンです。

◎
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登録団体情報 

団体名 花沢自治会

代表者名 岡野　守

連絡先名 岡野　栄子

連絡先住所 国分寺市本町４－１７－２－３０２

TEL

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 災害救援活動 地域安全活動

活動内容 年１回防災訓練・毎月団地まわり、公園等清掃活動。団地内の集会所は近隣に開放して
サークル活動の拠点となっています。
シルバーピア・・・障がい者用も併設の団地です。

会員数 148 世帯 男性会員 女性会員 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 第２月曜日

活動場所 本町４丁目都営住宅

環境の保全

活動PR

◎

団体名 ひだまり健康グループ

代表者名 小林　和子

連絡先名 小林　和子

連絡先住所

TEL

FAX 042-322-8060

Eメール f.k.k.e.1012@gmail.com

ホームページ

活動分野

活動内容 国分寺市で推進されている、暮らしを拡げるしなやか10の筋力トレーニングをとおし、
健康を保ち、仲間と楽しく進めていきたいと思います。仲間を募集中です。

会員数 5 名 男性会員 女性会員 5 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 毎週水曜日午後１時30分～３時30分

活動場所 市民活動センター

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 本町健康麻雀友の会

代表者名 岡野　榮子

連絡先名 岡野　榮子

連絡先住所 国分寺市本町４－１７本町４丁目都営アパート２号棟３０２

TEL 042-321-7233

FAX 042-321-7233

Eメール fs285243@fb3.so-net.ne.jp

ホームページ

活動分野

活動内容 賭けない、吸わないをモットーに楽しくおしゃべりをしながら、頭を使い手を使い、ボケ
防止に行っています。市内全域から来ています。初心者とできる方をクラス分けして行っ
ています。初心者は指導してくださる方がいます。市のいきがい事業に参加していた方々
が終了して、続けたいとの声があり従来木曜日だけでしたが金曜日を増やしました。元気
にでかけてきて楽しく充実した一日を過ごしていただきたいと思います。

会員数 44 名 男性会員 14 女性会員 30 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 木曜日（第２を除く）、毎週金曜日

活動場所 本町４丁目都営アパート内集会所

保健・医療・福祉の増進

活動PR 現在、第２を除く第１第３第４第５木曜日と毎週金曜日。木曜日はメンバーがそろえば朝
９時からと、夜も６時から９時まで活動しています。ボランティアで、初心者に指導して
くれる人をさがしています。

◎

団体名 特定非営利活動法人　まちづくりサポート国分寺

代表者名 龍神　瑞穂

連絡先名 近藤　美登里

連絡先住所 国分寺市富士本１－１８－１３（本田久幸方）

TEL 042-575-9322

FAX 042-575-9322

Eメール machisapo2@gmail.com

ホームページ

活動分野 環境の保全 市民活動支援

活動内容 １．まちづくりに関する情報の収集と提供・相談・支援
　　まちづくり市民活動団体の支援、ＨＰの運営
２．まちづくりに関する普及・啓発
　　まち歩き、国分寺百景の選定と公開　
３．環境保全に関する情報の収集と提供

会員数 20 名 男性会員 14 女性会員 6 会員年齢層 60-70名名 歳代

活動日時 全日

活動場所 市内

まちづくり

活動PR 国分寺百景（身近な国分寺発見）を巡る国分寺百景散策ルートマップを作成・販売してい
ます。

◎
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