
登録団体情報 

団体名 国分寺駅北口商店街

代表者名

連絡先名 荒井　大介

連絡先住所 国分寺市本町２－８－９

TEL 042-324-2131

FAX 042-324-2136

Eメール tatumi-k@mtg.biglobe.ne.jp

ホームページ http://bunjimarche.com

活動分野 まちづくり 地域安全活動

市民活動支援

活動内容 【イベント事業】
ぶんじ花まつり：４/７（日）
ぶんじちびっ子まつり：８月上旬予定
ぶんじバル：９月上旬予定
ぶんじハロウィン：10月下旬予定
ぶんザニア：未定

会員数 80 名 男性会員 女性会員 会員年齢層名名 歳代

活動日時 年間を通じて

活動場所 国分寺駅北口周辺

経済活動の活性化

活動PR 【イベント情報】　　　
４/７ぶんじ花まつり・８月上旬ぶんじちびっ子まつり・9月上旬ぶんじバル・10月下旬
ぶんじハロウィン・ぶんザニア：未定

◎

団体名 国分寺憲法を考える映画の会

代表者名 花﨑　哲

連絡先名 花﨑　哲

連絡先住所 国分寺市泉町３－５－６－３０３

TEL 042-406-0502

FAX 042-406-0502

Eメール hanasaki33@me.com

ホームページ

活動分野 社会教育の推進 学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

国際協力 市民活動支援

活動内容 憲法に関わる課題や社会の問題（平和の問題「戦争の放棄」、基本的人権の問題「国民の
権利及び義務」など）について考える教材となる映画を選んで、映画上映会、講演会、学
習会などを開催し、市民がいっしょに考えていく場を作ります。またその準備や継続して
おこなっていくための活動をします。

会員数 8 名 男性会員 4 女性会員 4 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 不定期ですが２か月に１回の催し

活動場所 公民館などの公共施設

人権擁護・平和推進

活動PR 「憲法を考える映画の会」は、これまで都心で52回の映画を見て話し合いをする会を催
してきました。その参加者の国分寺在住のメンバーで地元国分寺市内での映画と話し合い
の会を催します。

◎



登録団体情報 

団体名 新町すみれ自治会

代表者名

連絡先名 吉井 健文

連絡先住所

TEL 080-1097-0442

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 環境の保全 災害救援活動

活動内容 新町すみれ自治会の区域内に居住する会員相互の親睦を図り、生活の向上と改善を図る。
この目的達成のために、環境の整備、福利厚生及び防災･防犯活動を行う。
会長の任期は原則１年（４月１日～翌年３月31日）

会員数 86 世帯 男性会員 女性会員 会員年齢層 50-60名名 歳代

活動日時 年間

活動場所 新町すみれ自治会区域内が主となる。並木公民館

地域安全活動

活動PR

◎

団体名 「たまりば」の会

代表者名 戸倉　央江

連絡先名

連絡先住所

TEL 090-1427-4478

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

地域安全活動

活動内容 市内のそれぞれの地域の住民を対象として、子どもたちの安全に過ごせる場所や地域住民
の交流の場を提供することを目的に活動を行う。

会員数 15 名 男性会員 3 女性会員 12 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 原則毎週月・水・金曜　１５～１８時

活動場所 「本町たまりば」　国分寺市本町２－２５－１５

子どもの健全育成

活動PR

◎



登録団体情報 

団体名 東京経済大学　地域連携センター

代表者名 尾崎　寛直

連絡先名 寺峰　克彦

連絡先住所 国分寺市南町１－７－３４

TEL 042-328-7950

FAX 042-328-7949

Eメール crc@s.tku.ac.jp

ホームページ http://www.tku.ac.jp/renkei/area-center/

活動分野 まちづくり 経済活動の活性化

市民活動支援 観光の振興

活動内容 地域社会から寄せられる連携事業・学生派遣等の要請を教職員・学生へつないだり、ボラ
ンティアや地域イベントへの参加を希望する学生と地域の機関とをマッチングするなどの
インテーク業務を行っています。
国分寺市内のお祭りやイベントに教員や学生を派遣するのみならず、地域連携事業の企
画・運営に携わったり、シンポジウム等のイベントを主催あるいは共同開催するなどの取
り組みをしています。

会員数 10 名 男性会員 女性会員 会員年齢層名名 歳代

活動日時 毎週　月～金　９時～17時

活動場所 地域連携センター（東京経済大学1号館２階）

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR 地域社会と大学とをつなぐ橋渡し役として、教職員・学生の地域連携活動及び社会貢献活
動を促進し、地域の活性化に寄与できるよう努めています。過去の取り組み内容について
は、地域連携センター・ホームページの年次報告書をご覧ください。

◎

団体名 内藤・日吉地域連合防災会

代表者名 龍神　瑞穂

連絡先名 佐藤　孝

連絡先住所 国分寺市日吉町２－１－１８

TEL 042-572-0870

FAX

Eメール t21sato@yahoo.co.jp

ホームページ

活動分野 まちづくり 地域安全活動

市民活動支援

活動内容 １、市、地域団体および消防署等関係機関との連携による防災訓練
２、防災、減災に関する知識、対策の普及、啓発活動
３、地震災害等発生時における地区防災センターの開設、運営への協力
４、防災倉庫、防災資機材等の管理、運用
５、防災、減災に関する情報の収集および発信
６、その他、上記に関連する必要な事項

会員数 280 名 男性会員 150 女性会員 130 会員年齢層 30-80名名 歳代

活動日時 随時

活動場所 内藤、日吉町、西恋ヶ窪２～４丁目

災害救援活動

活動PR 平成28年７年１日防災まちづくり推進地区指定を受け、地区防災計画を作成中。令和元
年12月に完成予定。平常時の「災害に備える活動」と災害時の「災害を乗り切る活動」
に焦点を当ててまとめる。その後は、具体的に活動を進める。

◎



登録団体情報 

団体名 にこさんぽ編集室

代表者名 吉谷　実咲

連絡先名 吉谷　実咲

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール 25sampo@gmail.com

ホームページ https://www.instagram.com/niko_sampo/

活動分野 観光の振興 子どもの健全育成

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動内容 西国分寺に住む市民が散歩途中に見つけた“西国分寺の好きなところ”を描いたイラスト
エッセイ、『にこさんぽ』（毎月１回発行）を制作・無料配布します。世代を問わず地域
に住む方はもちろん、ふらりと立ち寄られた方も、いつもよりちょっと西国分寺を楽しめ
るきっかけになれたら嬉しいです。紙媒体ならではの“集める楽しさ”や“ホッとする感
触”も残せたらと思います。配布場所はこれからなので、決まり次第随時インスタグラム
でご紹介します。

会員数 3 名 男性会員 2 女性会員 1 会員年齢層 30名名 歳代

活動日時 随時

活動場所 西国分寺周辺各所

まちづくり

活動PR 『にこさんぽ』は“西国分寺散歩”の略で、思わず“ニコッ”となるエッセイに、と名付
けました。実際に見たものや感じたことを優しい視点で描けたらと思っています。「西国
分寺ってなんだかいいよね」と、新発見・再発見するきっかけになれると嬉しいです。

◎

団体名 「発達障害者の親」の会なのはな会

代表者名 横坂かおる

連絡先名 横坂かおる

連絡先住所

TEL 042-325-1496

FAX

Eメール

ホームページ

活動分野 人権擁護・平和推進 子どもの健全育成

職業能力の開発・雇用機会

活動内容 成人（高校生以上）の発達障害者の親を対象に、月一回の定例会を中心に活動。自立に向
けての進学・就労・福祉制度など、親目線での情報交換や発達障害の特性の勉強など悩め
る親同士、共感をもって語り合いつつ、我が子と向き合って将来にわたり居心地のいい生
活を送る道を探っている。同時に市内外の関係諸機関や支援団体、親の会とも連携して発
達障害の啓発に努め、発達障害者が使える社会資源を増やすことにも取り組んでいる

会員数 26 名 男性会員 女性会員 26 会員年齢層 40-70名名 歳代

活動日時 毎月第２木曜日10:00～12:00

活動場所 障害者センター

保健・医療・福祉の増進

活動PR 育てづらかった我が子、生きづらい大人になった…その原因は、近年急激に認知が進んだ
発達障害。療育を経験した世代の親、長い間、そうとは知らずに社会に適応できず苦しん
できた年長の子を持つ親も、一人で悩まずにすむよう支え合っていくための自助組織で
す。

◎



登録団体情報 

団体名 ハナミズキの会（こくぶんじ　ひきこもり親の会）

代表者名

連絡先名 瀬谷　純子

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 職業能力の開発・雇用機会拡充

活動内容 成人（高校生以上）のひきこもりの親を対象に、月一回の定例会を中心に活動。自立に向
けての進学・就労・福祉制度など、親目線での情報交換やひきこもりの特性の勉強など悩
める親同士、共感をもって語り合いつつ、我が子と向き合って将来にわたり居心地のいい
生活を送る道を探っている。同時に市内外の関係諸機関や支援団体、親の会とも連携して
ひきこもりの啓発に努め、ひきこもり者が社会資源を使って外に出ていける事にも努力し
ている。

会員数 10 名 男性会員 0 女性会員 10 会員年齢層 50名名 歳代

活動日時 毎月第３木曜日14：00～16：00

活動場所 NPO暖家内　ゆうるーむ

人権擁護・平和推進

活動PR ひきこもっている当事者及び家族が孤立することなく、一人で悩まず誰かとつながりあい
ながら学びあい一緒に考えていくことを、大切にしながら進めていく会です。支援者も歓
迎です。

◎

団体名 南町一丁目自治会

代表者名 桜井　宥

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

活動内容 国分寺市南町一丁目に居住する、住民及び事業営業者（法人を含む）をもって組織する自
治団体で会員相互の親睦と福利を図ることを目的としています。
この会は、行政に応援して頂き、住民相互に助け合い協力し合って、明るく住みやすい街
づくりをすることを目的で発足しています。主な活動は、自治会入会案内をご参照くださ
い。

会員数 202 世帯 男性会員 女性会員 会員年齢層名名 歳代

活動日時 年間活動

活動場所 南町一丁目地域

まちづくり

活動PR 平成２８年に国分寺市から「地域における見守り活動支援事業活動団体」として認定さ
れ、東京都と国分寺市から助成金を頂き、地域５箇所に防犯カメラを設置し、安心安全な
街づくりを進めている。月２回の夜間巡回パトロール、年１回の救命救急訓練、親睦バス
旅行や近隣の商店会、町会と協同で「野外映画会」等、開催する。

◎



登録団体情報 

団体名 ゆいぼっこ～地域につなげるサポーター’ｓ～

代表者名 小川　みさと

連絡先名 小川　みさと

連絡先住所 国分寺市東元町１－３８－３２　母と子のサロン内

TEL 042-326-2414

FAX 042-326-2414

Eメール yuibocco@yahoo.co.jp

ホームページ

活動分野 子どもの健全育成

活動内容 助産師とその他専門職が、妊娠期から子育て期の母（父）子を、専門的な知識と多職種に
よる多角的な視点から支援に結びつけられるよう活動を行う。
講座・交流会や電話＆メールによる相談など
専門職間の勉強会や交流会、関係機関との情報交換会など

会員数 11 名 男性会員 1 女性会員 10 会員年齢層 40名名 歳代

活動日時 不定期

活動場所 ファミリーサロンほか公共施設

保健・医療・福祉の増進

活動PR 助産師とその他専門職が、妊娠期から子育て期の母（父）子を、専門的な知識と多職種に
よる多角的な視点から支援に結びつけられるよう活動を行う。

◎

団体名 雪どけ

代表者名 前納　寛乃

連絡先名 前納　寛乃

連絡先住所

TEL 042-806-9966

FAX 042-806-9966

Eメール

ホームページ http://yukidoke-hp.jimdo.com/

活動分野 社会教育の推進 人権擁護・平和推進

職業能力の開発・雇用機会

活動内容 当会は不登校をはじめ心に“生きづらさ”を抱える子ども若者の支援を行う団体です。毎
週３回の居場所を開設し、畑作り、調理、手工芸品作り体験、おしゃべりを通じて、次第
に心が癒されてきます。その段階に応じて学習を個別で始め、進路に応じた学びを深めま
す。保護者の悩みに対応し、年２回親の会を開催し、個別相談にも応じます。連携団体は
一粒の麦、スクールソーシャルワーカー他

会員数 30 名 男性会員 10 女性会員 20 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 水・金・土曜日　１３：３０～１６：００

活動場所 福祉センター、富士本１丁目雪どけルーム

子どもの健全育成

活動PR 不登校・ひきこもりなどサポートの必要とする子どもたち・若者のために用意した居場所
づくりの活動を展開しています。畑づくり体験、調理、手芸・工作、個別学習指導（進学
対応）、相談対応(毎週火曜日）。開催は週３回火・金・土曜日（年会費３千円）

◎



登録団体情報 

団体名 一般社団法人　ワーカーズ・コレクティブぷろぼの工房

代表者名 藤木　千草

連絡先名 藤木　千草

連絡先住所 国分寺市西恋ヶ窪４－２２－７

TEL 042-571-0067

FAX

Eメール probonokobo@gmail.com

ホームページ http://probonokobo.blogspot.com

活動分野 男女共同参画 子どもの健全育成

職業能力の開発・雇用機会 市民活動支援

活動内容 ①企画（イベント・ワークショップ・研修等の企画運営）
②デザイン・作成（チラシ、冊子等の版下作成・フラワーアレンジ等）
③編集（テープ起こし及びリライト・取材執筆）
④調査（意識・実態調査等）　⑤布製品作成・リフォーム（小物作成等）
⑥居場所づくり（親子ひろば・お茶っこクラブ・絵手紙教室・なんでも話そうカフェ・子
ども食堂等開催）
⑦ハンディのある人と共に働く場を増やす

会員数 15 名 男性会員 0 女性会員 15 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 運営委員会は毎月第４月曜日午後・その他

活動場所 事務所・その他

まちづくり

活動PR 協同経営する市民事業。府中市西府町の空き家で親子ひろば（毎週月曜日午前）・お茶っ
こクラブ（第３金曜日）・なんでも話そうカフェ（第３火曜日）・絵手紙教室（第１金曜
日）・子ども食堂（第４日曜日）開催。障がいがあっても共に働くことも支援。

◎


