
登録団体情報 

団体名 特定非営利活動法人　ACA

代表者名 黒木　天彦

連絡先名

連絡先住所 国分寺市内藤２－７－３１

TEL 090-1534-4001

FAX

Eメール kuroki215@gmail.com

ホームページ http://npoaca.com

活動分野 まちづくり 職業能力の開発・雇用機会拡充

観光の振興

活動内容 １．在日外国人のメンタルケア。ホームシック、職場問題等。２．日本語勉強会。エン
ターテイメントとの合体により、楽しく日本語を学ぶ。３．各国の食文化の交流。イベン
トや教室などで定期的に行う。４．スポーツ交流。フットサルやバスケットボールなど、
少人数でできることを選択。

会員数 10 名 男性会員 5 女性会員 5 会員年齢層 40名名 歳代

活動日時 毎週日曜に理事及び監事で打ち合わせあり。

活動場所 都内施設など

国際協力

活動PR 労働力の空白が進みますます深刻化する日本。本NPOは若く有能な在日外国人が日本社
会を支える一員となってもらうために、幅広いサポートを行う。日本語やマナーの教育、
業種別の実務まで実習できる場所を確保し人材育成を目的とする。

◎

団体名 認定特定非営利活動法人　健康体操指導ワーカーズ

代表者名 小川　葉子

連絡先名 小川　葉子

連絡先住所 国分寺市戸倉４－１０－５２

TEL 042-329-1227

FAX 042-329-1227

Eメール taisou.w@jcom.home.ne.jp

ホームページ http://taisou-w.com

活動分野 社会教育の推進 災害救援活動

子どもの健全育成 市民活動支援

活動内容 身体活動を習慣化させる場をつくり、高齢者から子どもまで体力に応じた体操を正しく楽
しく指導し、健康寿命を延ばすことで自立した人達を増やす。
（１）健康づくり体操事業（講師派遣）①高齢者の自立生活体操②生活習慣病予防の健康
体操③子育て支援の親子体操（２）健康づくり体操に関する研究開発事業（３）指導者養
成事業（４）自主グループの支援（５）災害時の運動支援。災害時に運動指導できる方の
ネットワークづくり（６）地域福祉推進協議会参加

会員数 22 名 男性会員 女性会員 22 会員年齢層 50名名 歳代

活動日時 日～土曜日

活動場所 国分寺市内全域

保健・医療・福祉の増進

活動PR 高齢者から子供までの健康づくり体操の講師を派遣。市内での「自立生活体操公認指導者
員養成講座」は毎年８月に実施。市と災害時運動支援の協定を結び、総合防災訓練や防災
学校の講師を引き受け、避難所ではとくに身体を動かすことの大切さを知らせています。

◎
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登録団体情報 

団体名 国分寺市国際協会

代表者名 会長　若尾　良男

連絡先名 事務局長　押味　亜希子

連絡先住所 国分寺市光町１－４６－８　ひかりプラザ１階

TEL 042-505-6132

FAX 042-505-6138

Eメール kia@mrj.biglobe.ne.jp

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

活動分野

活動内容 国際理解講座・English Seminar･外国人おかあさん交流会・英会話教室の開催、日本語
教室・親子日本語サロンの開催、外国人支援活動、総合学習への協力、外国人相談会の開
催など。

会員数 390 名 男性会員 157 女性会員 233 会員年齢層 30-70名名 歳代

活動日時

活動場所 国分寺市、近隣市、都内

国際協力

活動PR 国分寺市国際協会は、３つの基本理念、相互理解、市民としての平等、相互互恵のもと
に、地域に根差した外国人支援活動に取り組んでいます。国際交流、外国人支援に興味の
ある方、ぜひ、一緒に活動しましょう。

◎

団体名 特定非営利活動法人国分寺市にふるさとをつくる会

代表者名 白木　昭憲

連絡先名 白木　昭憲

連絡先住所 国分寺市泉町２－６－２－４０４

TEL 090-6034-4616

FAX 042-324-2125

Eメール shiraki@way.ocn.ne.jp

ホームページ http://npo-kokubunjifurusato.jp

活動分野 社会教育の推進 環境の保全

災害救援活動 地域安全活動

活動内容 （１）子ども達対象の自然体験学習塾の開催
　　　・毎月第３日曜日（エックス山他）
　　　・国分寺市教育委員会後援
　　　・国立青少年教育振興機構　ゆめ基金助成
（２）防犯パトロール（３）防災活動（４）自然観察・歴史伝承ウォーク
（５）小学校総合学習・サマースクールへの講師派遣

会員数 493 名 男性会員 女性会員 会員年齢層名名 歳代

活動日時 森の自然塾：毎月第３日曜日9:30～12:00

活動場所 恋ヶ窪公民館、第九小学校、エックス山

子どもの健全育成

活動PR 毎月第３日曜日にエックス山で、小学生対象の自然体験学習塾を開催しています。　　そ
のスタッフを募集しています。
詳細は国分寺市ホームページ「緑のボランティア制度」をご覧ください。

◎
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登録団体情報 

団体名 国分寺のみどりと水辺をはぐくむ会

代表者名 藤井　健史

連絡先名 小林　敏孝

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 まちづくり 地域安全活動

活動内容 市内のあまり手入れされていない緑（緑地）や水辺（用水、湧水の周辺等）を調査し、水
質を測定し、その経時変化を確認し、生物多様性がはぐくまれるような整備方策を研究
し、実施することにより、水と緑豊かな環境実現に努める。その結果として市民生活にう
るおいのある市民生活環境の実現と寄与に貢献する。

会員数 10 名 男性会員 8 女性会員 2 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 主として２回／月（週日）

活動場所 市内全域

環境の保全

活動PR

◎

団体名 古文書の会

代表者名 夜久　吉宏

連絡先名

連絡先住所 国分寺市新町１－５－１４

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 10 名 男性会員 6 女性会員 4 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。

◎
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登録団体情報 

団体名 一般社団法人　小さな森

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

FAX

Eメール kaneko.pcsf@nifty.com

ホームページ

活動分野 まちづくり 市民活動支援

地域安全活動

活動内容 これまでは、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。
・Ⅰ：毎週月・Ⅱ：毎週木、Ⅰ・Ⅱ共に10～15時・Ⅲ：毎週水9～17時・子育て講座：
第４火10時半～12時・子育て相談：第４火10時半～16時

会員数 58 名 男性会員 15 女性会員 43 会員年齢層 30-40名名 歳代

活動日時 活動内容参照

活動場所 Ⅰ平安神社・Ⅱもとまち地域センター・Ⅲ東元町第２マンション１０６

子どもの健全育成

活動PR プレイセンター小さな森Ⅲの子どもの預かりは、プレイセンター小さな森Ⅰ、Ⅱの中で行
われている預かり合いを、地域に広げより多くの方のお役に立ちたいと開始。これまで、
通院や授業参観、就活等に利用頂き好評です。

◎

団体名 ミズモリ団

代表者名 水越　てるみ

連絡先名 水越　てるみ

連絡先住所 国分寺市東元町１－１６－８

TEL 042-329-8223

FAX

Eメール momo.mizukoshi@nifty.com

ホームページ http://mizumori.net/

活動分野 まちづくり

活動内容 国分寺市の湧水・用水とその遺構の調査として
１．湧水・用水路の歴史に沿った地図作成と散策ガイドブック作成。
２．長老からの聞き取りと文書化。
３．他市の湧水の現状視察等を行う。
国分寺市内の各所にある水路跡と遺構の調査を行い、本多公民館を中心とする調査結果の
検討会を行う。

会員数 28 名 男性会員 22 女性会員 6 会員年齢層 50名名 歳代

活動日時 毎月第一土曜日10時～定例会開催。活動は随時実施

活動場所 本多公民館及び活動対象となる場所

環境の保全

活動PR 国分寺の長老から聞き取りした昔の国分寺のすがたと往時がしのばれる遺構を整理・まと
める活動と砂川用水の整備を一層進め、親水公園を子どもの遊べる場所として綺麗にする
活動を展開します。一緒に楽しくやりませんか。奮ってご参加ください。

◎
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