
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 美しい用水の会

代表者名 佐藤　敬臣

連絡先名 佐藤　敬臣

連絡先住所

TEL 090-1993-5903

FAX 042-323-0301

Eメール kshin@jcom.home.ne.jp

ホームページ http://www002.upp.so-net.ne.jp/duluth-ga/

活動分野 まちづくり

活動内容 国分寺市内にある用水路の緑と水の保全を目指して、次の活動を行う。
・砂川用水路をはじめとする市内用水路（跡を含む）の美化活動。
・それら用水路の現状観察と保全策の検討。
・用水の保全・美化に必要な事項の研究。
・会員各自に発想に基づく美化・保全の為のイベントを含む諸活動。

会員数 27 名 男性会員 24 女性会員 3 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 別途定める実施計画に基づく

活動場所 砂川用水をはじめ、その他用水路

環境の保全

活動PR

◎
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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 18 名 男性会員 5 女性会員 13 会員年齢層 60-70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 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 三多摩たべもの研究会

代表者名

連絡先名 市川　元江

連絡先住所 国分寺市本多３－３－２

TEL 042-322-6681

FAX 042-322-6682

Eメール motoe_I0701@outlook.com

ホームページ http://www.tabeken.net

活動分野 子どもの健全育成

活動内容 ①人々にとって安全な食べ物を守り、育てることを目指した消費者の会です。②購入をす
るだけではなく会員が生産現場に出向き、畑で無農薬栽培の実際を知り、手伝いをしたり
交流を深め信頼関係を築いています。③農薬が自然に及ぼす影響・残留農薬・遺伝子組み
換え食品・アニマルウェルフェアの概念などについて学習会を開いています。④料理講習
会では、伝統的製法の調味料や有機野菜のおいしさ、安全性を知ってもらっています。⑤
たべ研新聞を毎月発行し、生産者の四季や地域の自然や環境をいかしたり、魅力的な活動
をしている方を取材し紹介し、趣旨を理解してくれる事業体や箇所に配置しています。

会員数 110 世帯 男性会員 女性会員 会員年齢層 30-70名名 歳代

活動日時 月１回程度

活動場所 事務所、及び、生産現場

環境の保全

活動PR 三多摩地区に住む消費者と人々の健康と自然環境保全を願う生産者を中心に設立された会
です。機関紙で生産者を紹介したり、また「食」を取り巻く様々な問題について関心を持
ち、生産者と一緒に勉強会などを開催しています。今こそ「身土不二」「地産地消」の原
点に立ち返る必要があると考え、活動をしています。

◎
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登録団体情報 

団体名 市民テーブルこくぶんじ

代表者名

連絡先名 山本　和彦（事務局長）

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール table_npo@yahoo.co.jp

ホームページ

活動分野 社会教育の推進 経済活動の活性化

市民活動支援 観光の振興

活動内容 （１）市民サービス向上につながる協働事業の推進
（２）まちづくり・観光振興につながるイベントの実施参画
（３）市民活動支援
（４）公共サービスの先進事例等の調査研究

会員数 10 名 男性会員 8 女性会員 2 会員年齢層名名 歳代

活動日時 特に定まっていません

活動場所 市民活動センター・恋ヶ窪公民館・ひかりプラザなど

まちづくり

活動PR 市民ならではの独創的な視点による事業展開など、市民生活の充実につながる公共の仕事
をもっと市民が担うためにも、NPOと国分寺市の協働事業を増やしていきたいと思いま
す。協働事業にチャレンジしたい団体をサポートします。

◎

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 特定非営利活動法人　響き合いネットワーク東京SPの会　国分

代表者名 神永　教子

連絡先名 神永　貞信

連絡先住所 国分寺市西恋ヶ窪１－１１－４

TEL 042-321-6473

FAX 042-321-6473

Eメール hibikiai@jcom.home.ne.jp

ホームページ http://kaminaga.moo.jp

活動分野 社会教育の推進

活動内容 会員は模擬の患者として、医療系学生（医師、歯科、薬剤、看護等）の医療面接実習に参
加し、患者との信頼関係を構築し、医療の質ならびに患者の治療向上に結び付ける活動。
そのために、模擬の患者に必要な疾患の病状等を学び、学生に気づきをうながすための
フィードバック力を身に付ける研修を行います。医療面接実習は、医系大学で行います。
関東一円の医療系の大学並びに専門学校です。

会員数 48 名 男性会員 20 女性会員 28 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 随時（月１回）

活動場所 国分寺支部・各大学

保健・医療・福祉の増進

活動PR 今後、医療面接実習に対する参加要望が増えてきます。そのために模擬患者（SP)の増員
を図らなければなりません。認知症防止のためにも、また学生との面接で若く、楽しく生
きれる様になります。ぜひ参加してみませんか。

◎

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。

◎
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登録団体情報 

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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