
登録団体情報 

団体名 健康生き甲斐リエゾン国分寺

代表者名 髙橋　典子

連絡先名

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール

ホームページ http://kensei-liaison.org/kokubunji

活動分野

活動内容 全世代の健康生き甲斐と地域交流を高める活動。
・健康増進活動
・生き甲斐活動
・リエゾン活動
・世代間交流活動
・社会奉仕活動

会員数 5 名 男性会員 2 女性会員 3 会員年齢層 40-60名名 歳代

活動日時 通年適時

活動場所 国分寺市内を中心とした各地

保健・医療・福祉の増進

活動PR

◎

団体名 国分寺市寿奉仕団

代表者名 河﨑　弘太郎

連絡先名 河﨑　弘太郎

連絡先住所

TEL 042-323-3568

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

活動内容 年輩者の経験と能力を活かし、ボランティア活動を推進し、地域社会の向上に寄与するこ
とを主目的として、昭和50年より活動を続けている。今年度も、各施設から提供いただ
いた使用済み切手を整理し、その成果物の売却益を全て社会福祉協議会に寄付することに
している。また、国分寺駅北口周辺の清掃活動を毎月第３火曜日に行っている。最近、電
気の安全な取扱い方法、感電・電気火災の防止対策などについての出前講座を開いてい
る。①第４木曜日②第３金曜日③第２木曜日は13:00～15:00④第３火曜日17:25～
18:00

会員数 25 名 男性会員 3 女性会員 22 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 活動内容参照　

活動場所 ①市民活動センター②内藤地域センター③福祉センター④国分寺駅北口

保健・医療・福祉の増進

活動PR 寿奉仕団では主として使用済み切手の整理をしています。切手の周辺を５～10mm空け
て切り取る簡単な作業ですから、手の適度な運動にもなります。作業中、お茶を飲みなが
ら和気あいあいと話し合いをします。なお、その成果物の売却益は福祉のために寄付され
ます。

◎
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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 小林　敏孝

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 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 東経自然と歴史に親しむ会

代表者名 石原　融

連絡先名 石原　融

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 農山漁村・中山間地域の振興

環境の保全

活動内容 国分寺市内の自然の保全のために必要な美化活動、調査・研究及び市民活動団体と協力し
自然と歴史に関する講演活動を行う。昨年は市民団体と５回講演会を行った。

会員数 8 名 男性会員 6 女性会員 2 会員年齢層 50名名 歳代

活動日時 不定期

活動場所 国分寺市内、東経大キャンパス

市民活動支援

活動PR

◎
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登録団体情報 

団体名 ハッピー詩吟・国分寺

代表者名 江渕　曜子

連絡先名

連絡先住所

TEL 090-4453-0920

FAX

Eメール stepup62@jcom.home.ne.jp

ホームページ

活動分野

活動内容 当会は、（社）日本詩吟学院の認可団体「岳智会」に所属しており、日本の伝統文化であ
る邦楽「詩吟」の普及活動に力を入れております。会員は国分寺市民で構成し会場はもと
まち公民館を主に月3回練習活動を行っています。また、地域への普及活動として、市報
掲載、公民館イベント参加、介護老人保健施設にんじん健康ひろばでの活動を予定してお
ります。

会員数 7 名 男性会員 2 女性会員 5 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 火曜または金曜午後２時～４時

活動場所 もとまち公民館

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR 日本の伝統的な素晴らしい文化である邦楽「詩吟」は、アマチュア精神の上のみで継承さ
れています。その為、メディアに乗ることは殆どなく、優れた先人達の努力と愛好家達の
草の根活動に拠ることが主で、当会も益々地域に根差した活動を続けて参ります。

◎

団体名 花沢自治会

代表者名 渡邊　幸子

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 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（高齢者集合住宅）と障がい者用集合住宅も併設の団地ですので、見守り活
動や自立支援活動も行っています。

会員数 147 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 本多４丁目都営住宅

環境の保全

活動PR

◎
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登録団体情報 

団体名 光パソコンの会

代表者名 松永　清

連絡先名 松永　清

連絡先住所

TEL 042-573-7915

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 市民活動支援

活動内容 毎月２回、内部の勉強会を行って、会員のスキル向上と親睦を図っている。また、年３回
市民パソコン初心者講習会を開催している。わかりやすいテキストを作成して、講師の他
に、多数のアシスタントを派遣して、懇切丁寧に指導することにより、市民のＩＴスキル
向上に寄与したいと願っている。また、市内３か所で、それぞれ月１回、パソコン相談室
を開催し、市民のパソコンに関する疑問や悩みの解消に努めている。

会員数 20 名 男性会員 11 女性会員 9 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 13時～16時（活動内容により異なる）

活動場所 光公民館、西町地域センター、もとまち地域センター、障害者センター、第三中学校

情報化社会の発展

活動PR パソコン操作を教え合うほか、パソコン相談室、市民パソコン初心者講習会等を開催。
デジカメ撮影ウォーキングなどで親睦を図るなど、和気あいあいと楽しい会です。パソコ
ンやデジカメ等に興味をもち、Eメールアドレスをお持ちの方の入会をお待ちしておりま
す。

◎

団体名 ふらっと　ぱれっと

代表者名 桃井　真

連絡先名 桃井　真

連絡先住所

TEL 070-7529-8010

FAX 042-201-2820

Eメール flowerpalette1122@gmail.com

ホームページ https://hurattoparetto.jimdofree.com

活動分野 市民活動支援

活動内容 国分寺市内の子育て関連情報の収集と拡散を目的に活動しています。市内子育て支援活動
の取材、HP・ネット動画番組での情報発信。親子向けイベントの開催・イベント内での
支援情報の提供。他団体のチラシ配布・SNSでの情報発信のお手伝い。親子向けイベント
会場の無料提供。こどもの遊び場の無料提供。子育て世代が集まる場所作り情報を拡散す
る機会を増やす目的でイベントを開催しています。

会員数 6 名 男性会員 2 女性会員 4 会員年齢層 40名名 歳代

活動日時

活動場所 Flower&DiningPALETTE　ダイニングルーム1F・2F

子どもの健全育成

活動PR 小さなお子さんがいる家庭を応援する活動をしています。市内の子育て支援情報の収集と
拡散。親子向けイベントの開催や親子広場の提供で同世代の交流の機会を作り、収集した
情報を紹介しています。ネット配信やHPで市内の支援活動の発信もしています

◎
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登録団体情報 

団体名 ゆるやかなまちづくり研究所

代表者名

連絡先名 和田　敦

連絡先住所 国分寺市本町２－１６－４　株式会社セット設計事務所内

TEL 042-324-0724

FAX 042-324-0645

Eメール a_wada@cetcom.co.jp

ホームページ

活動分野 環境の保全

活動内容 市内にある会社の有志がメンバーとなる本会は、ゆるやかにまちづくり活動を実施してい
ます。今までの活動としては、会社前の幹線道路の清掃活動や、地元中学校からの依頼を
受けた社会体験支援など、平成13年から実施しています。また駅北口商店街などで、都
市計画のノウハウを活かして、ボランティアとしてまちづくり活動を支援しています。市
民の方を交えた市民活動団体として、より多くの市民のまちづくり活動を支援いたしま
す。

会員数 20 名 男性会員 18 女性会員 2 会員年齢層 40名名 歳代

活動日時 日常的に実施、年数回研究会を開催

活動場所 国分寺市内、清掃活動は会社前幹線道路

まちづくり

活動PR まちづくりは行政が行うもの！とあきらめていませんか。本会ではゆるやかに市民の方々
と、まちづくりに関する交流会を深めることを目的とし、貴方が夢見るまちづくりの実現
をお手伝いいたします。まずはお気軽に、貴方のまちづくり論をお聞かせください。

◎

5


