
登録団体情報 

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 国分寺市並木町２－３０－２８

TEL 090-1993-5903

FAX 042-323-0301

Eメール kshin@jcom.home.ne.jp

ホームページ http://bunji-yosui.org

活動分野 まちづくり

活動内容 現在の国分寺市のほぼ３分の２を占める武蔵野台地での新田開発の歴史・遺構を次世代の
子どもたちに残すため、美しく流れる砂川用水路・市重要史跡「恋ヶ窪村分水」の美化活
動・遺構の歴史研究を行っています。
また、国分寺市提案型協働事業として、小学４年生の総合学習の実施を行い、新田開発の
歴史を残すことに注力しています。

会員数 26 名 男性会員 22 女性会員 4 会員年齢層 65名名 歳代

活動日時 毎月第１月曜日、第２・４土曜日

活動場所 国分寺市内

環境の保全

活動PR 用水が流れ、子どもや親子が心安まる場所になるように砂川用水路や恋ヶ窪村分水跡地を
美しくすることはとても楽しい活動です。また様々かつての農民の生活をひも解くのも楽
しい時間です。多くの皆さまの参加を期待しています。

◎

団体名 特定非営利活動法人　介護サポーターズ国分寺

代表者名 木田　マサ子

連絡先名

連絡先住所

TEL 080-3461-5960

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 当団体の前進「介護保険サポーターズ国分寺」として設立以来、地域での支え合いの仕組
み『くらしネット』をスタートさせ、現在の法人組織となって同事業を拡大継続、他公開
講座、会員のための研修会を開催、“ちょっとした困りごと”に社会参加を希望する住民
をマッチングして、高齢者が在宅生活を継続できる安心な仕組みが支え合いの地域づくり
活動となっている。

会員数 110 名 男性会員 40 女性会員 70 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 不定期

活動場所 国分寺市内

保健・医療・福祉の増進

活動PR 上記『くらしネット』活動に加え、令和２年度より国分寺市介護予防・日常生活支援総合
事業「訪問型サービスB」の団体としても登録している。

◎



登録団体情報 

団体名 かたらい

代表者名 江熊　章子

連絡先名

連絡先住所

TEL 042-327-4339

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

人権擁護・平和推進 市民活動支援

活動内容 特養・有料老人ホームのデイサービスやグループホームでの傾聴を主に行っています。個
室での一対一の場合もあります。毎月、第３火曜日には定例会を開き活動報告や事例検討
も行っています。メンバー同志の交流も密に行い、講演会を催しメンバーの増強にも努め
ています。

会員数 17 名 男性会員 2 女性会員 15 会員年齢層 50-70名名 歳代

活動日時 昼間

活動場所 市内の高齢者施設

保健・医療・福祉の増進

活動PR 傾聴について勉強したことのある方！未経験でも興味のある方！私達と一緒に楽しく活動
しませんか？定例会に参加してみませんか？お待ちしています。

◎

団体名 特定非営利活動法人　KPSZホッとライン

代表者名 増田　綾子

連絡先名 永井　孝昇

連絡先住所 東京都府中市武蔵台３－２４－１

TEL 042-323-0037

FAX 042-323-0037

Eメール kpsz1215@silk.ocn.ne.jp

ホームページ http://kpszhotline.webcrow.jp/

活動分野 人権擁護・平和推進 地域安全活動

活動内容 障害福祉サービス事業としてのヘルパー派遣事業と共に、利用しているしょうがい者の高
齢化に伴い介護保険事業を行っている。併せて市民を巻き込みながら、草の根活動事業、
ボランティアの普及と育成事業、広報啓蒙・情報ネットワーク事業、町の便利屋さん事業
を行って多くの人と交流することを目指している。

会員数 30 名 男性会員 10 女性会員 20 会員年齢層 40名名 歳代

活動日時 日中

活動場所 市内全域・その他（国立市）

保健・医療・福祉の増進

活動PR 障害福祉サービス事業と介護保険事業でヘルパー派遣を行なっているNPO法人です。草の
根活動やボランティアの普及と育成活動の一環でコンサートやバス旅行を企画し実行して
います。

◎



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 特定非営利活動法人　コアラッコ子育てサポート

代表者名 山越　邦夫

連絡先名 山越　邦夫

連絡先住所 国分寺市東恋ヶ窪４－１７－２５

TEL

FAX

Eメール koalakko.kosodate@gmail.com

ホームページ http://www.ko-shakyo.or.jp/vc/dantai/koarakko/

活動分野

活動内容 親子ひろば活動を通して、市内の子育てサービス向上を応援する活動をしています。
主な活動：
①市民室内プール親子ひろば協働事業運営②内藤地域センターコアラッコClub③コア
ラッコClubオンラインひろば④ベビーカフェ（芸術資源館：国立市東三丁目）⑤国分寺
市子育て支援事業者連絡協議会に参加し、地域子育て支援ネットワークを市と協働運営

会員数 11 名 男性会員 1 女性会員 10 会員年齢層 50名名 歳代

活動日時 月、火、木、金

活動場所 市民室内プール・内藤地域センター・芸術資源館

子どもの健全育成

活動PR 親子ひろば活動を通して、市内の子育てサービス向上を応援する活動をしています。

◎



登録団体情報 

団体名 こくセージ

代表者名 浜野　まどか

連絡先名

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール info@kokusage.org

ホームページ https://kokusage.org

活動分野 男女共同参画 経済活動の活性化

市民活動支援

活動内容 「国分寺の暮らし」に関する市民の情報交換と交流の場づくりのため、以下の活動をおこ
なう。
１．国分寺の暮らしについて情報交換し交流するテーブルトークの開催
２．双方向型地元メディア「まちかど新聞」の発行

会員数 5 名 男性会員 2 女性会員 3 会員年齢層 20-60名名 歳代

活動日時 月１回トーク、年数回の新聞発行

活動場所 オンライン中心

まちづくり

活動PR みんなのメッセージを共有することで、まちのみらいをひろげていく。テーブルトーク
は、おしゃべりの場。オンラインだったり、リアルだったり。まちかど新聞は、読者双方
向型のちいさな地元メディアです。あなたの声をきかせてください。

◎

団体名 国分寺駅北口商店街

代表者名 神山　秀雄

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 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：今年度は開催中止
ぶんじちびっ子まつり：今年度は開催中止
ぶんじトバル：今年度は開催中止
ぶんじハロウィン：10月下旬予定
ぶんザニア：未定

会員数 200 世帯 男性会員 女性会員 会員年齢層 40-60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

まちづくり

活動PR 【イベント情報】　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

◎



登録団体情報 

団体名 こくぶんじかん編集室

代表者名

連絡先名 小林　麻梨菜

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール kokubunjikan@gmail.com

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

活動分野 学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ 情報化社会の発展

市民活動支援 観光の振興

活動内容 国分寺の人・場所・店・活動などを調査し、紙媒体として編集し配布する。国分寺の魅力
を紹介することで国分寺を楽しみ、活用し、好きになる媒体を目指し地域の振興を目的と
する。

会員数 5 名 男性会員 女性会員 5 会員年齢層 30名名 歳代

活動日時 毎月第２・４土曜日

活動場所 こくぶんじ市民活動センターなど

まちづくり

活動PR 週末を国分寺で過ごしたくなるご近所案を紙媒体などで発信します。

◎

団体名 国分寺市国際協会

代表者名 会長　小田　登志子

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 info.1991kia@gmail.com

ホームページ https://www.1991kia.jp

活動分野 市民活動支援 子どもの健全育成

人権擁護・平和推進

活動内容 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、国際理解講
座／語学教室の開催など。

会員数 345 名 男性会員 106 女性会員 239 会員年齢層 30-80名名 歳代

活動日時

活動場所 国分寺市

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。国際交流や外国人支援に興味の
ある方は、ぜひ一緒に活動しませんか？

◎



登録団体情報 

団体名 国分寺市寿奉仕団

代表者名

連絡先名 髙木　洋子

連絡先住所 国分寺市本町４丁目２４－１０－４０６

TEL 042-325-4764

FAX 042-325-4764

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 １．使用済み切手を、公民館等にて回収して頂き、会員が４か所において毎月１回、切手
をきれいに整えて業者さんに売却し、収益を社会福祉協議会に寄付しております。
２．国分寺駅北口美化活動を市の環境対策課の方々と毎月第３火曜日に行っております。
３．友愛訪問は、老健「すこやか」に、毎月第１水曜日に伺っております。

会員数 27 名 男性会員 3 女性会員 24 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 第２月・木曜日、第３金曜日、第４木曜日

活動場所 市民活動センター、福祉センター、内藤地域センター、北の原地域センター

保健・医療・福祉の増進

活動PR 集められた使用済み切手を、きれいにまわりを５ミリ残して整えます。指先に注意しなが
らの作業は脳の活性化にもなります。いろいろな切手を眺めながら、楽しく会話も進みま
す。ボランティア活動に興味のある方気軽にご連絡下さい。お待ちしています

◎

団体名 国分寺バードウオッチングクラブ

代表者名 中山　斌雄

連絡先名

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール

ホームページ http://kbwc.b.la9.jp/

活動分野 環境の保全 男女共同参画

市民活動支援

活動内容 野鳥観察と自然を楽しみ会員の親睦をはかる
①定例探鳥会：毎月第２日曜日開催、狭山湖・羽村等②１泊遠出探鳥会：年２回初夏と秋
開催、上高地・戸隠等③楽々探鳥会：年２回開催、井の頭・多摩動物公園④早朝探鳥会：
毎月第３土曜日、武蔵国分寺公園で定点観測⑤日立中研探鳥会：春、初冬年２回⑥芋煮
会：芋煮鍋をつくり、歌・演芸ありの忘年会をかねた親睦会

会員数 77 名 男性会員 31 女性会員 46 会員年齢層 70名名 歳代

活動日時 毎月第２日曜日、他

活動場所 市内、市周辺地域

社会教育の推進

活動PR 気軽に野鳥の観察を楽しめる親睦の集まりです。　
散策、山歩きなどで、健康増進もはかることができます。

◎



登録団体情報 

団体名 認定特定非営利活動法人　東京多摩いのちの電話

代表者名 早借　洋一

連絡先名 小原　彰子

連絡先住所

TEL 042-328-4441

FAX 042-328-4440

Eメール tama@tamainochi.com

ホームページ http://www.tamainochi.com/

活動分野

活動内容 孤独、心の病、自殺を考えている方からの電話を、365日受けている。
厚生労働省の補助事業「自殺予防いのちの電話」は、毎月10日の８時～翌日８時まで24
時間受信。
また自殺予防のための普及・啓発及び社会教育推進の活動もしている。

会員数 160 名 男性会員 40 女性会員 120 会員年齢層 60名名 歳代

活動日時 365日毎日10:00～21:00、毎月第３金・土曜日24時間

活動場所 多摩地区

保健・医療・福祉の増進

活動PR 孤独、心の病、自殺を考えている方からの電話を、365日受けている。厚生労働省の補助
事業「自殺予防いのちの電話」は、毎月10日の８時～翌日８時まで24時間受信。
また、自殺予防のための普及・啓発及び社会教育推進の活動もしている。

◎

団体名 公益社団法人　東京都助産師会国分寺地区分会（国分寺助産師

代表者名 髙橋　佳世子

連絡先名

連絡先住所

TEL

FAX

Eメール kokubunjijyosanshikai@gmail.com

ホームページ

活動分野 子どもの健全育成

活動内容 核家族化や地域での繋がりが薄くなっている現代では、妊娠・出産・子育てについて気軽
に相談できる環境が少なくなってきています。それに加え、高齢出産や産後うつ、虐待な
ど自分だけでは解決できない不安なことが増えています。私たちは定期的に市内の親子ひ
ろばで助産師相談を行い、不安が大きくなる前に気軽に話せる場を目指しています。ま
た、親子で参加できるイベントを開催しています。

会員数 22 名 男性会員 女性会員 22 会員年齢層 30-70名名 歳代

活動日時 不定期

活動場所 国分寺市内、東京都内

保健・医療・福祉の増進

活動PR 「助産師」って遠い存在だと思っていませんか？妊娠・出産のときだけではなく、子育て
中の相談やいのちのお話をすることもあります。地域の様々な場所で関わる助産師を身近
に感じてもらえるような活動を目指しています。

◎



登録団体情報 

団体名 どりーむさぽーとLABO

代表者名 風岡　奈穂子

連絡先名 風岡　奈穂子

連絡先住所

TEL 080-3653-6577

FAX

Eメール nao.dreamsprt@gmail.com

ホームページ http://dreamsupportlabo.jimdosite.com/

活動分野 保健・医療・福祉の増進 学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動内容 子ども達が自己肯定感を高め、本領発揮できることを目指し、子どもの支援者が、学び、
つながり、支え合う機会と環境をつくります。
【活動】講演会・セミナー・出前授業・ワークショップの企画開催、講師派遣。
【対象】教育・障がい者・親子・スポーツ指導者など。子ども支援者
【テーマ】ペップトーク、コミュニケーション、集団づくり、夢を叶える、自分大好き。

会員数 3 名 男性会員 0 女性会員 3 会員年齢層 40-50名名 歳代

活動日時 不定期

活動場所 都立多摩図書館、アクティ・ココブンジ

子どもの健全育成

活動PR 知ってよかった！という情報、心が軽くなり背中押された！という勇気、仲間ができ安心
した生活と人生になった！という活力を創る活動をしています。ご興味ある方はメールに
てお問い合せ下さい。

◎

団体名 一般社団法人　日本スポーツウエルネス吹矢協会むさし国分寺

代表者名 山田　実

連絡先名 山田　実

連絡先住所 国分寺市西元町３－４－６

TEL 090-4014-5829

FAX

Eメール elplantio59-62@jcom.home.ne.jp

ホームページ http://fukiya634kokubunji.com/

活動分野

活動内容 1998年日本で生まれた「スポーツウエルネス吹矢」を生涯スポーツとして主に高齢者を
対象に健康の維持増進や会員相互の親睦を深め、スポーツウエルネス吹矢の地域への普及
拡大を目的とし活動している。地域の活性化を図る為、イベントに積極的に参加。協会主
催の障がい者・都大会に参加、都民スポレクふれあい大会は市代表として継続参加。市障
害者センターの健康吹き矢講座には講師を派遣している

会員数 70 名 男性会員 35 女性会員 35 会員年齢層 60-70名名 歳代

活動日時 毎週土曜日9:30～12:00

活動場所 もとまち地域センター・三多摩医療生協ホール

学術・文化・芸術・ｽﾎﾟｰﾂ

活動PR スポーツウエルネス吹矢で楽しく、そして健康に！スポーツウエルネス吹矢式呼吸法（胸
式と腹式呼吸）で５～10m離れた的に矢を飛ばす。誰でも、どこでも気軽に楽しめる安
全なニュースポーツです。的に命中した時の爽快感を一緒に楽しみませんか？

◎



登録団体情報 

団体名 認定特定非営利活動法人　冒険遊び場の会

代表者名 武藤　陽子

連絡先名 武藤　陽子

連絡先住所 国分寺市並木町１－７－７　ピッコロ１０１号室

TEL 042-202-0017

FAX 042-202-0017

Eメール mail@boukenasobibanokai.or.jp

ホームページ http://www.boukenasobibanokai.or.jp

活動分野 まちづくり

活動内容 市内のさまざまな地域に遊び場を創出し、活動を行っています。
①冒険遊び場「国分寺市プレイステーション」の管理運営
②親子ひろば「BOUKENどんどこ」の管理運営
③東部地区拠点親子ひろば「BOUKENたまご」の管理運営
④「こくぶんじ青空ひろば」の活動
⑤武蔵国分寺公園「ぼうけんもり」の活動
⑥遊び場へのスタッフ派遣、プレイリーダー講習会の企画実施など

会員数 177 名 男性会員 32 女性会員 145 会員年齢層 30-60名名 歳代

活動日時

活動場所 国分寺市プレイステーション・BOUKENたまご・市内公園等13ヶ所

子どもの健全育成

活動PR 「子どもたちにたっぷりと豊かな遊びを」をビジョンに掲げ、市内のさまざまな地域に遊
び場を創り続けています。遊び場を子どもたちのための居場所として維持する努力をし、
保護者の子育ての応援もしています。

◎

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 https://yuibocco.amebaownd.com/

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 13 名 男性会員 0 女性会員 13 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。

◎


