
[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＩＧＣ

代表者 池谷　幸雄

連絡先 池谷　幸雄 〒187-0044 喜平町1-5-10

電話 ０４２－３２９－８６８８ FAX ０４２－３２９－８６８９

E-mail igc-info@iketaniyukio.sakura.ne.jp

活動内容 地域の子供達の健全な育成のため体操教室を通じて身体はもちろんのこと精神面での
指導も行っています。子供達の持っている才能を引き出し、将来のオリンピック選手
の育成に努めております。
成人の教室も開き、地域の皆さまの健康増進に協力しております。地域幼稚園及び小
学校へ出向き体操指導や講演等を行っています。

主な活動場所 喜平町1-5-10

活動状況 年間345日。会費はクラスにより異なる。

会員数 580名

URL http://www.iketaniyukio.com

活動の分野

No: 1

2、3、6、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

社会福祉法人団体名 あいの樹

代表者 福田　美惠 理事長

連絡先 福田　美惠 〒187-0035 小川西町5-22-12　

電話 ０４２－３４９－２１９１ FAX ０４２－３４９－２１９２

E-mail info@ainoki.or.jp

活動内容 高齢化社会に向けて、10年後には3人に１人が高齢者になるといわれています。その
方々が在宅でも施設でも、良いついのすみかになれるよう、ソフト面とハード面をつ
くって参りたいと思っています。また、障害者の方々が、いつまでも住み馴れた家で
過ごせるように、介護、医療、福祉の総合的なバックアップをしています。

主な活動場所 当事業所、利用者様宅、介護専用型ケアハウス（特定施設入居者生活介護）

活動状況 サービス提供日：月～金曜日9:00～18:00（年末年始休み）
医療的ケア研修：相談による（研修所：小平市小川西町5-22-12　３Ｆ）

会員数 会員400名

URL http://www.ainoki.or.jp

活動の分野

No: 2

1、19

特徴・売り・裏技 医療と介護を連帯・連携するシステムがあります。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 あかね会　ゆうやけ子どもクラブ

代表者 村岡　真治　 理事長

連絡先 村岡　真治 〒187-0032 小川町1-983　ゆうやけ子どもク
ラブ内

電話 ０４２－３４４－２４４８ FAX ０４２－３４４－２４４８

E-mail akanekai@ia8.itkeeper.ne.jp

活動内容 障がいのある子ども（学齢児）を対象にした、放課後や学校休業日などの活動とし
て、ゆうやけ子どもクラブ・ゆうやけ第2子どもクラブ・ゆうやけ第3子どもクラブを
運営する。障がいのある青年・成人の余暇支援として、ゆうやけ青年クラブも運営す
る。

主な活動場所 小川町1-983

活動状況 法人 入会金：5,000円、会費：年 1,000円、
賛助会費：年 1口2,000円

会員数 130名

URL

活動の分野

No: 3

1、2、13

特徴・売り・裏技 書籍あり
村岡真治著「ゆうやけで輝く子どもたち」（2008年）
「揺れる心が自分をつくる」（2013年）

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 agripacker

代表者 藤原　雄太

連絡先 藤原　雄太 〒187-0022 上水本町5-7-40

電話 ０４２－３１２－２９９４ FAX ０４２－３１２－２９９４

E-mail info@agripacker.com

活動内容 主に学生等の若者を対象として、東北から関東の農家さんのもとでリアルな農業を体
験するグリーンツーリズムを提供しています。
また、それらの交流を通じて、農産品のブランド化、商品化などを支援しています。

主な活動場所 東北（秋田、宮城、岩手、福島）、関東（栃木、千葉、山梨）、北陸（石川）

活動状況 年中受入れ可能（農家さんの都合による）
学生の8、9月の夏休み、3月の春休みはツアーを開催予定

会員数 社員10名、提携農家15軒（2015年3月現在）、学生会員

URL http://www.agripacker.com/

活動の分野

No: 4

5、17、19

アグリパッカー

特徴・売り・裏技 地域活性化や観光・農業振興などのコンサルタントや有識者が有志で活動していま
す。
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人ときわ会団体名 あさやけ鷹の台作業所

代表者 西浦　孝幸 所長

連絡先 西浦　孝幸 〒187-0032 小川町1-411-1

電話 ０４２－３４６－２１６７ FAX ０４２－３４６－２１６７

E-mail takanodai@asayake.or.jp

活動内容 障害をもった成人の方が通う、仕事をする場所です。仕事はダイレクトメールの封
入、封緘作業や三市衛生組合の足湯「こもれびの湯」の清掃をしています。そして自
主製品の草木染、刺し子の製作に取り組んでいます。また就労をめざして、見学や実
習を実施しています。

主な活動場所 小川町1-411-1

活動状況 月曜日～金曜日

会員数 32名

URL http://www.asayake.or.jp

活動の分野

No: 5

1

特徴・売り・裏技 草木染は、季節の草花や自然の染料を使ってストゥールやＴシャツなどを製作してい
ます。また、糸を染めて、織機を使ってマフラーを作っています。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 アトリエ・パンセ

代表者 奈良 幸子

連絡先 奈良 幸子 〒187-0025 津田町3-7-2-204

電話 ０４２－３４１－６２４８ FAX ０４２－３４１－６２４８

E-mail

活動内容 玉川上水、津田塾大学の南側に、絵画造形教室「アトリエ・パンセ」を開いて今年で
10年、活動をはじめて43年！！
永く続けてこられたのは、まずは、すばらしい生徒や理解者に恵まれた事。いつの時
代も、子ども達の笑顔が一番と思っているからです！！
子ども達と交流してくれる、学生ボランティア、賛助会員募集中！！

主な活動場所 「アトリエ・パンセ」（上水本町2-9-12）法人事務所

活動状況 月曜日を除く随時

会員数 65名

URL http://npo-pensee.chobi.net

活動の分野

No: 6

2、6、7、11、13、19

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 「彩墨画」の講師として主に障がい者の方々に楽しく絵をかく事を味わってもらえま
す。絵本のワークショップも続けています。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 アビリティクラブたすけあいワーカーズ（ＡＣＴ）小平らいふ
えいど

代表者 山田　敦子

連絡先 中田　登美枝 〒187-0043 学園東町2-4-16-102

電話 ０４２－３４８－０３７６ FAX ０４２－３４８－０３７５

E-mail laifueido@rice.ocn.ne.jp

活動内容 訪問介護サービス、障害者福祉サービス、移動支援、同行援護。自費でのACT自立援助
サービス（家事援助・保育・産前産後等）。
誰もが住みなれたまちで、安心して暮らし続けられるよう、赤ちゃんからお年寄りま
で、支援を必要とする方々の在宅での暮らしを支える活動をしています。

主な活動場所 小平市（近隣可）

活動状況 月曜日～金曜日（サービスの提供は土・日曜日もあり）

会員数 22名

URL http://lifeaid-kodaira.net/

活動の分野

No: 7

1、3、12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アクト

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 ACTの理念「人々の潜在能力を十分に発揮し、人間の尊厳を基礎にたすけ、たすけられ
る仕組みづくり」に賛同し自主的につくりあげた団体です。

(法人格)

団体名 編み物サークル　ボンボンの会

代表者 清水　三穂子

連絡先 清水　三穂子 〒187-0002 花小金井4-14-8

電話 ０４２－４６６－３０３８ FAX ０４２－４６６－３０３８

E-mail

活動内容 月2回東部ボランティアコーナーのある「さわやか館」多目的室で初心者から上級者ま
で、編み物好きが集い、思い思いの作品を編んでいます。編み物を通して、会員相互
の親睦と技術の向上をはかり、出来た作品は市のバザー等で販売、収益を社会福祉協
議会に寄付し、又材料購入にあてています。

主な活動場所 東部高齢者施設「さわやか館」

活動状況 活動日 毎月第2・4木曜日午前　
会費：月 100円

会員数 11名

URL

活動の分野

No: 8

1、6

特徴・売り・裏技 押入れで眠っていた毛糸が生れ変り、再び活用されます。

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 アロマサロン

代表者 鴨下　徳子

連絡先 鴨下　徳子 〒187-0035 小川西町

電話 ０９０－８５１４－２６０４ FAX ０４２－３４６－０２０８

E-mail teian.c.2014@gmail.com

活動内容 生活習慣病が増加していく現代社会において、予防医学の重要性をアロマやハーブを
取り入れながら楽しくかつ解りやすく伝えることで、高齢化に伴う医療費を少しでも
軽減することと、健康で長生きが期待できる知識を習得して頂けることを目的とした
活動。

主な活動場所 小平市と近辺、市民活動支援センターあすぴあ

活動状況 月１回　参加費700円
10:15～12:00

会員数 12名

URL

活動の分野

No: 9

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 アロマ・ハーブ講師
健康管理士一般指導員が教えてくれる
アットホームな和やかな雰囲気の中で女性が癒されます

(法人格)

団体名 安心・安全ウォークネット 塁

代表者 久保田　進

連絡先 久保田　進 〒187-0032 小川町1-904-56

電話 ０９０－７００２－６８９６ FAX ０４２－３４２－９６６９

E-mail itumogenki_susumu@yahoo.co.jp

活動内容 私が住む自治会がない地域での自主防災・防犯活動を通して、地域住民相互が“つな
がる”きっかけ作りと市内防災活動グル―プとのネットワ―ク化を図り、生きたコ
ミュニティを市内全域に広げたい。この一月で結成満11年、出動も900回を超えまし
た。
私たち「おっさん仲間」と連携しませんか！？

主な活動場所 小平西側地域に位置する元仲宿通りと富士見自治会通りの周辺一帯。
約1時間かけて巡回しています。

活動状況 一年を通して、毎週水・土の21:00～22:00に徒歩巡回。
活動費はありません。

会員数 5名

URL

活動の分野

No: 10

3、9

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 11年前に発生した放火事件をきっかけに二人から始め、12名まで膨らんだ仲間が現在
では５名まで減少。しかし全員が現役の仕事人。コツコツ頑張る負けじ魂の人の集ま
りです。通勤前の通学見守りも開始。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 Ｅ－ネットワーク　グループホームかしの樹＜小川＞

代表者 当麻　満 施設長

連絡先 尾島　泰宏 〒187-0032 小川町1-1063

電話 ０４２－３４８－００７１ FAX ０４２－３４８－００７１

E-mail sp394yu9@piano.ocn.ne.jp

活動内容 平成18年3月に、グループホームかしの樹＜小川＞を開設しました。人間的尊厳を重視
し、普通の生活が送れるようなケアを目指しています。どうぞ遊びにおいでくださ
い。

主な活動場所 小川町1-1063　グループホーム「かしの樹＜小川＞」

活動状況 認知症高齢者共同生活介護（グループホーム）定員1ユニット9名

会員数 16名

URL

活動の分野

No: 11

1

特徴・売り・裏技 まずはやってみる！がモットーです。

(法人格)

団体名 いけばな松春

代表者 古川　米子

連絡先 古川　米子 〒187-0023 上水新町3-26-22

電話 ０４２－３４５－１７０８ FAX ０４２－３４５－１７０８

E-mail

活動内容 松月堂古流
身近な花で、いつでもどこでも活けられるようになりたいと講師をお招きし始めまし
た。津田公民館まつり、小平市公民館まつりでけいこの成果を一般市民にみていただ
いています。
小平第四小学校ほのぼのワールドにも協力しています。
・初心者、見学者歓迎します。
・1988年6月発足

主な活動場所 津田公民館

活動状況 第2・4木曜日　13:30～17:00
会費：月 2,000円　花材費等実費　

会員数 8名

URL

活動の分野

No: 12

6、13

特徴・売り・裏技 手話ができる人がいます。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 いたわり

代表者 齋藤　敦 理事長

連絡先 川村　弘子 〒187-0043 学園東町1-6-13  オオサワビル
501

電話 ０４２－３４５－１２０１
０４２－３４５－８８３８

FAX ０４２－３４５－１１１６
　　

E-mail itawari@trad.ocn.ne.jp

活動内容 介護保険法に基づく訪問介護サービス事業。障害者自立支援法に基づく居宅介護事
業。のびのび子育て支援事業。高齢者・障がい者の家事援助、介護、介助に係わる事
業。介護保険では賄いきれない方、介護保険の対象にならない全ての市民の方々への
家事援助、産前産後の方への家事援助及び保育サービス事業。

主な活動場所 小平市内

活動状況 原則365日　8:00～18:00
会費：月　500円

会員数 200名

URL

活動の分野

No: 13

1、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 移動サービス・バイユアセルフ

代表者 平谷　千恵子 理事長

連絡先 平谷　千恵子 〒187-0043 学園東町3-7-29タウンハイツ・
ヨシダB101

電話 ０４２－３４１－７６３０ FAX ０４２－３４１－７６５６

E-mail byyourself04@sunny.ocn.ne.jp

活動内容 ①運行事業、福祉有償運送事業として移動困難者のニーズに応えて社会参加の支援を
しています
②障害福祉サービス
③介護保険の訪問介護
④同行援護従業者養成研修事業
⑤その他制度に入れない地域の方の支援
ヘルパーさん・運転手さん募集中

主な活動場所 小平市内

活動状況 車の利用の方は年間1,500円

会員数 180名程

URL

活動の分野

No: 14

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 障害者のサービスから介護保険、車も利用でき便利です。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 うたあそびの会

代表者 名取　公子　

連絡先 名取　公子 〒187-0025 津田町2-2-22

電話 ０４２－３４１－８２６７ FAX ０４２－３４１－８２６７

E-mail  k-natori@jcom.home.ne.jp

活動内容 誰にでも思い出の懐かしい歌があると思います。そのような歌を一緒に歌うことによ
り記憶をよみがえらせ楽しいひと時を過ごしていただきたいという思いからこの会は
始まりました。歌は、小学唱歌、童謡、流行歌、民謡等皆の知っている曲を季節に合
わせたプログラムで歌っています。

主な活動場所 やすらぎの園、澄水園、けやきの郷、中央公民館　

活動状況 やすらぎの園　月6回、澄水園　月1回、けやきの郷　月1回、中央公民館　月1回
会費：年 300円

会員数 22名

URL

活動の分野

No: 15

1

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 うたごえin元気村

代表者 荻島　好次

連絡先 村瀬　喜之 〒187-0031 小川東町4-3-6-802

電話 ０４２－３４４－５９８５ FAX ０４２－３４４－５９８５

E-mail ymurase@kce.biglobe.ne.jp

活動内容 楽しく歌をうたうことを通じて、地域の人達、お年寄りや1人ぐらしの高齢者の方々に
人と人とのむすびつきなどのことを目的に「うたごえ喫茶」のアコーデオン奏者を迎
えて、やさしく楽しいうたごえを目指しています。

主な活動場所 元気村おがわ東のみ

活動状況 月1回　

会員数 80名

URL

活動の分野

No: 16

6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 囲碁7段　ダンス教師ほか様々な人が来ています。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 右脳いきいきクラブ

代表者 吉田　至朗

連絡先 佐々木　祐治 〒187-0021 上水南町1-13-6

電話 ０４２－３２３－０１４８ FAX ０４２－３２３－０１４８

E-mail yuji-sasaki@jcom.home.ne.jp

活動内容 歳と共に脳が衰えるのはある程度やむを得ないが、何もしないと認知症に発展しま
す。当会はソロバンによる計算・暗算・イメージトレーニングにより右脳の活性化を
図かり、認知機能の衰えを予防し、老後を元気でいきいきと過ごすことを目的に活動
しております。現在5会場で60歳以上の会員が堅さを抜いた楽しい活動をしておりま
す。

主な活動場所 福祉会館、中央公民館、花小金井南公民館、小川西町公民館ほか

活動状況 各クラス月4回実施、但し1年目の人は月2回
（火午前・午後、　木午後、　金午前）

会員数 90名

URL

活動の分野

No: 17

1、2

うのう

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 絵てがみボランティア　アザレア

代表者 鎌田　和子

連絡先 鎌田　和子 〒187-0001 大沼町1-2-19

電話 ０４２－３４２－１８２０ FAX ０４２－３４２－１８２０

E-mail

活動内容 小平市社会福祉協議会の小平市在住の独居高齢者の安否確認事業の中のお誕生日と年
賀状を絵てがみで書いています。葉書きをもらった人に気持ちが届くように、絵てが
みの勉強もしています。
バザーや障害者作品展への協力を行っています。
絵てがみに興味のある方、一緒に活動しませんか。

主な活動場所 福祉会館

活動状況 毎月第2・第4木曜日（8月は休み）絵てがみの製作
月会費： 1,000円　　福祉会館１Ｆロビーでの展示

会員数 19名

URL

活動の分野

No: 18

19

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

認定特定非営利活動法
人

団体名 ＮＰＯいきがいサロンオリーブ

代表者 加世田 輝三 理事長

連絡先 加世田 輝三 〒187-0032 小川町1-972-1

電話 ０４２－３４４－７８０１ FAX ０４２－３４４－７７８０

E-mail npo-olive@peace.ocn.ne.jp

活動内容 ○介護保険に基づく通所・訪問・居宅・福祉用具貸与・販売とその他介護に関連する
活動を行っている。
○ボランティア事業として「こまくさの会」（介護人や高齢者、病気・障害者の集う
会）、「ちょっとお手伝い」（高齢者の安否確認・話し相手、ちょっとした生活支援
を行う）
「オリーブさんちのサロン」（こまくさの会、ちょっとお手伝いの拠点となる場
所。）
オリーブ家族会は毎月第2、第4金曜日午前10時～午後3時開催。

主な活動場所 おおよそオリーブから4㎞以内

活動状況 日曜と12月30日～1月3日以外毎日
寄付可能な方々に1口3,000円

会員数 100名

URL http://www.moon.sphere.ne.jp/npoolive/

活動の分野

No: 19

1、3、8

特徴・売り・裏技 通所介護では、60名のボランティアの方々が、パソコン、陶芸、書道、絵手紙、ヨー
ガ、マジック、落語、カラオケ、健康麻雀、囲碁、将棋、演奏などで活動していま
す。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＮＰＯいけばな文化振興普及協会いけはなｗｏｒｋｓ小平市支
部

代表者 本間　靖梓 支部長

連絡先 ＮＰＯいけはなworks事務局長　山
内灝舟

〒203-0032 東久留米市前沢５－７－２７創
美流華道会館内NPOいけはな
works事務局

電話 ０４２－４７１－４０２２(代) FAX ０４２－４７１－１６１６

E-mail ikehana-works@sobiryu.jp

活動内容 日本の伝統文化ー華道ーいけばなを地域の方と共に学び、華道を通じて広く伝統を家
の中にいかす事を願い、活動を行っている。

主な活動場所 元気村おがわ東　第2会議室

活動状況 月2回の休日、日曜日　9:30～11:30
子ども・学生は花材費1回1,550円のみ

会員数 20名

URL http://www.sobiryu.jp

活動の分野

No: 20

2、6、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＮＰＯ園芸セラピー協会

代表者 田中　啓介

連絡先 事務局分室（学校法人啓倫学園内） 〒187-0031 小川東町5-21-14

電話 ０４２－３４４－５８８０ FAX ０４２－３４３－５５８４

E-mail

活動内容 園芸講座の開設・運営
研修・講座の依頼に対する講師派遣
ガーデンの設計・施工・管理作業等のアドバイス
各種イベントへの出展参加

主な活動場所 小平市内

活動状況

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 21

1、6

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 ＮＰＯ市民後見サポートセンター和

代表者 堀野　一雄

連絡先 堀野　一雄 〒167-0051 杉並区荻窪5-28-16-306

電話 ０３－６３８３－５１９２ FAX ０３－６３８３－５１９４

E-mail shiminkouken-nagomi@ace.ocn.ne.jp

活動内容 ・成年後見制度の普及活動：市民向けセミナー、勉強会、相談会の開催
・生活サポート相談：見守り、成年後見、介護、相続、遺言、葬式等、日常生活にお
ける不安やお困りごとの相談
・生活サポートサービス：見守り、買い物代行等、日常生活のサポート
・任意後見、法定後見の受任

主な活動場所 現在は小平市、中野区、杉並区を中心に活動

活動状況 主に月曜日、木曜日（その他の日でも活動）

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 22

1、9、10、19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なごみ

特徴・売り・裏技 西武信用金庫を定年退職したOB・OGで立ち上げたNPO法人です。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＮＰＯスポーツカウンシル・ゲイン

代表者 橋本　利之

連絡先 橋本　利之 〒187-0021 上水南町3-9-19-4

電話 ０４２－３２５－８５８９ FAX ０４２－３２５－８５８９

E-mail info@sportscounsel-gain.com

活動内容 小学校への部活動支援
中学校へのトップアスリート派遣。シニアサロン、子育事業を東京都の支援事業とし
て市民体育館で開催。市民駅伝大会へのオリンピック選手の派遣と出場。

主な活動場所 市内小学校、スポーツ施設

活動状況 月10回前後、内容により変動

会員数

URL http://www.sportscounsel-gain.com/

活動の分野

No: 23

2、6、13

特徴・売り・裏技 ・オリンピック、世界選手権など国際大会に出場している方に指導して頂いている。
・シニア活動で、講談、楽語の真打を呼べる。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＮＰＯ ＰＬＡＮＴ Ａ ＴＲＥＥ ＰＬＡＮＴ ＬＯＶＥ　　

代表者 勝田　祥三　

連絡先 小平支局長　池田　春寿 〒187-0043 学園東町1-21-14

電話 ０４２−３４６−７２６８ FAX ０４２−３４６−７２６８

E-mail sahaikeda@nifty.com

活動内容 “人と人、人と自然、人の心と身体のコミュニケーション”の豊かな社会づくり、
“人への、自然への思いやり、いたわり、やさしさ”の溢れた社会づくり、つまり
“ともいき”の社会づくりを目指しＷＥＢにて普及・啓蒙活動を展開。

主な活動場所 日本全国とアジア。小平支局としては小平近隣

活動状況 年会費 一般会員 3,000円、個人正会員 12,000円、賛助会員 6,000円、法人会員 
120,000円

会員数 260名

URL http://www.plantatree.gr.jp

活動の分野

No: 24

2、7、13

　　　　　プラント　ア　ツリー　プラント　 ラブ

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 子どもたちに“夢と希望と笑顔”を広げるため、タピラスという獏（バク）のキャラ
クターを創作し、絵本やＷＥＢを使って展開。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＮＰＯ法人ライフデザインむすび

代表者 若生　美津子

連絡先 若生　美津子 〒187-0031 小川東町2608-10

電話 ０４２－３４３－７９３６ FAX ０４２－３４３－７９３６

E-mail musubi011@office.zaq.jp

活動内容 最期の前後の不安を減らして、安心できる日常を送るためのネットワークづくりが目
的です。高齢者の自分らしい生き方支援、ご葬儀企画相談や講演会、学習会等行って
います。
会員募集中です。

主な活動場所 小平市公民館（花小金井南公民館、中央公民館）

活動状況 第2土曜日午前、第3日曜日午前
会費：運営会員5,000円　賛助会員6,000円　

会員数 13名

URL http://www.ld-musubi.org

活動の分野

No: 25

2、3、10、12、14、16、18

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 脳活性化ゲーム、認知症予防、頭・心・体スッキリします。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＮＰＯラスキア

代表者 村上　文子

連絡先 村上　文子 〒187-0002 花小金井2-1-31花小金井ハイツ
102

電話 ０４２－４５１－６０３０ FAX ０４２－４５１－６０３１

E-mail info@lascia.or.jp

活動内容 まちかど、保健室（訪問看護）自立支援（精神通院）対応の訪問看護をしています。
こころの健康に関心のあるスタッフや仲間も募集中。
2016年春からは、障害者総合支援法に基づく相談支援事業を始めます。ピアスタッフ
も募集しています。

主な活動場所 法人事務所　〒187-0002花小金井2-1-31花小金井ハイツ　1F　105

活動状況 まちかど保健室（訪問看護）月曜～金曜9:00～16:00（24時間連絡あり）
まちかどラボ：随時、主に24節気の日のPM　　

会員数 正会員10名

URL http://www.lascia.or.jp（準備中）

活動の分野

No: 26

1、2、3、19

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 「まちかどラボ」は、まちかどのふれあいの場です。
趣味を生かし手作りしながらお茶タイム、アメショーもいっしょです。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ＮＰＯラマーミトゥルの会

代表者 山崎　シルヴァ

連絡先 山崎　シルヴァ 〒188-0014 西東京市芝久保町3-26-13

電話 ０４２－４６６－８３３０ FAX ０４２－４６６－８３３０

E-mail lamaa.mithuru@gmail.com

活動内容 スリランカと日本との文化交流を進めて友好親善を深め、さらに小規模小学校の支援
を目的に活動しています。料理教室や紅茶パーティーなどを企画したり、スリランカ
の小規模小学校を訪問し、交流してきました。ニュースやホームページなどで活動を
報告しています。

主な活動場所 日本国内、スリランカ

活動状況 平成24年8月30日に設立総会
会費　正会員：3,000円　賛助会員：2,000円
入会金　正会員：2,000円　賛助会員：2,000円（寄付金もうけつけます）

会員数 約100名

URL http://www.lamamithuru.web.fc2.com/

活動の分野

No: 27

11、13

特徴・売り・裏技 スリランカの文化紹介などの企画、講師を紹介できます。
年に1回スリランカの小規模小学校を訪問し、支援交流しています。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 エンジェル・ハート・ケア

代表者 森　美香

連絡先 森　美香 〒107-0062 港区南青山2-2-15ウィン青山
1403号

電話 ０３－５８６０－９７５０ FAX ０４２－５０６－９３１５

E-mail info@ah-care.org

活動内容 家族支援サービスの提供。訪問保育サービス。
ハート会員（通常時保育）　
☆入会金：￥10,800　月会費：￥1,080

主な活動場所 ご利用者様のご自宅

活動状況 事務局営業時間：月～金曜日9:00～18:00　土・日・祝休み他
入会金：ハート会員  ￥10,800

会員数 35（家庭）

URL http://www.ah-care.org

活動の分野

No: 28

1、2、12、13、17、19

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人緑友会団体名 小川ホーム デイサービスセンター

代表者 菅野　徹夫

連絡先 大野　友紀 〒187-0035 小川西町2-35-2　

電話 ０４２－３４７－１１１５ FAX ０４２－３４７－５９００

E-mail info@ogawahome.or.jp

活動内容 介護保険法に定める通所介護・介護予防通所介護事業です。高齢者が可能な限り、そ
の居宅に応じて自立した生活を営むことができるよう、支援を行うことを目的とし事
業運営をしています。常勤の介護福祉士や作業療法士を配置し、アイデアあふれる趣
味活動や音楽のプログラム、筋力維持体操等を行っています。

主な活動場所 小川ホーム1階　デイサービスセンター活動室

活動状況 月～土曜日
利用料：介護保険法告示上の額　
活動材料費は実費

会員数 1日30名

URL http://www.ogawahome.or.jp

活動の分野

No: 29

1

特徴・売り・裏技 趣味活動内容が豊富なのは、小川ホームの自慢です。得意な活動を探して参加して頂
けます。初めての方でも心配なく、職員が手工芸や体操など親切にお教えします。体
力維持のために是非お越しください。

(法人格)

社会福祉法人緑友会団体名 小川ホーム ホームヘルプサービス

代表者 菅野　徹夫 理事長

連絡先 野澤　喜美子 〒187-0035 小川西町2-35-2

電話 ０４２－３４７－１１１５ FAX ０４２－３４７－５９００

E-mail info@ogawahome.or.jp　（代表）

活動内容 介護保険下の訪問介護（予防を含む）人と人とのふれあいと、利用者の声を大切に
し、その人らしい自立生活が送れるよう、各々のニーズに応じた生活援助と身体介護
のホームヘルプを提供しています。4名のサービス提供責任者を置き、週1回全ヘル
パーで業務報告会を実施し、ヘルパー教育や事例検討等を積極的に行っています。

主な活動場所 小平市内

活動状況 介護保険要支援・要介護認定者への訪問介護を実施
介護保険法告示上の額

会員数 約150名

URL http://www.ogawahome.or.jp

活動の分野

No: 30

1

特徴・売り・裏技 ホームヘルパー養成校からの実習生の受け入れ
小・中・高生の職業体験プログラム協力
模擬店機材の地域団体への貸し出し
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 音の会

代表者 安田　優

連絡先 安田　優 〒189-0012 東村山市萩山町3-26-39

電話 ０４２－３９４－８７１１ FAX ０４２－３９４－８７１１

E-mail

活動内容 日本の伝統文化（民謡、詩吟、踊り）などを学び、地域のボランティア活動をしてい
ます。

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ

活動状況 月1回 木曜日

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 31

1、6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 音楽と遊ぼう

代表者 祝迫　利衣子

連絡先 祝迫　利衣子 〒187-0002 花小金井8-8-21

電話 ０４２－３４５－９１４５ FAX ０４２－３４５－９１４５

E-mail r.ryth-rec.10135@docomo.ne.jp

活動内容 身体や打楽器で、リズム遊び・つながり遊び・表現遊びをします。リトミックをベー
スにした創作音楽遊びです。心を楽にしてお友達との関わり方も学べます。大人や障
がいのある方にも行います。
トーンチャイム・ベル・民族楽器等も使用します。

主な活動場所 大沼公民館、小平市内小学校放課後子ども教室他。

活動状況 例会は月1回程度
依頼を受けると訪問活動もしています。

会員数

URL

活動の分野

No: 32

2、6、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 ガールスカウト東京都第１７６団

代表者 山田　登美子

連絡先 山田　登美子 〒189-0012 東村山市萩山町1-34-1

電話 ０４２－３４１－９４４６ FAX ０４２－３４３－０８１０

E-mail gstokyo176@gmeil.com

活動内容 ガールスカウトはイギリス生まれの世界育ち、そして小平育ちです。少女と若い女性
が心も体も健康で人に役立つ社会人への成長を願い、地域の奉仕活動や体験を通して
学び、自分にチャレンジしています。主役は常に少女達（就学前1年～高3）です。活
動をリーダー、保護者、地域の人がボランティアで支えています。体験、見学歓迎。
入団随時受付

主な活動場所 中央公民館、福祉会館

活動状況 月3回　日曜日（プログラムにより変更あり）キャンプ（3泊4日）
団費（活動費）月額 1,500円 他キャンプ費

会員数 75名

URL http://www1a.biglobe.ne.jp/girlscout-tokyo/base112.html

活動の分野

No: 33

2、7、8、9、10、11、12、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 女性の自立、生きる力を育む。年代に応じた教育プログラムの提供。地域の奉仕活
動、募金活動。

(法人格)

社会福祉法人平心会団体名 介護予防センター　ぶどうの木

代表者 内藤　義博 理事長

連絡先 涂山　朋子（所長） 〒187-0031 小川東町1-11-18

電話 ０４２－３４９－２９００ FAX ０４２－３４４－２６６８

E-mail info@h-budounoki.org

活動内容 私たちは高齢者デイサービス事業を行っています。筋力維持・転倒予防のトレーニン
グを通じて、住み慣れた自宅で一日も長く生活できるようお手伝いをさせて頂いてい
ます。

主な活動場所 小川東町1-11-18（ぶどうの木施設内）

活動状況 月～土曜日　9:00～17:00祝日も行っています。

会員数 130名

URL http://www.kenseien.org/budounoki.html

活動の分野

No: 34

1

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 ガイドヘルプボランティア「あい」

代表者 中野　秀香

連絡先 中野　秀香 〒187-0004 天神町4-5-6

電話 ０４２－３４４－９５７１ FAX ０４２－３４４－９５７１

E-mail rhhnw713@ybb.ne.jp

活動内容 ①福祉行政の制度に入らない視覚障がい者支援（外出、代筆代読、健康増進のための
散歩ガイドや自彊術体操）
②小中学校生の豊かな心を育てるための授業支援（視覚障がい会員と一緒に交流やガ
イド体験）
③社会福祉協議会の登録ボランティア団体として社協事業に協力
④子育て支援

主な活動場所 福祉会館、学園東町地域センター
その他、市内小・中学校、および移動支援先

活動状況 定例会（毎月第2水曜日13:30～、年会費 1,000円）
自彊術体操（毎月第2・4木曜日）
その他、ボランティア要請日

会員数 44名（うち視覚障がい者17名）

URL

活動の分野

No: 35

1、2、10、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 ＫＡＳＡ（小平自閉症を考える会）

代表者 山下　真理

連絡先 山下　真理 〒187-0025 津田町2-12-16

電話 ０４２－３４５－８３８９ FAX ０４２－３４５－８３８９

E-mail kasaunei@yahoo.co.jp

活動内容 小平市と近隣の発達に課題を抱えた子どもや成人を取り巻く人々が、その育ちや生活
を応援するために集まり活動しています。定例会では情報交換とともに、同じ問題を
抱えた者どうしが語り合い話を聞き合う時間を大切にしています。毎月第三水曜日の
定例会は非会員でも参加できます（資料代100円）

主な活動場所 中央公民館、福祉会館

活動状況 定例会：（第3水曜日　10:00～12:00）
会費：正会員 1,200円（年）、賛助会員 600円（年）

会員数 45名

URL

活動の分野

No: 36

1、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 発達障害児の保護者による子育て情報、進路情報等の話が聞けます。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 合唱団「みらい」

代表者 高橋　善男

連絡先 高橋　善男 〒187-0031 小川東町2-13-4-403

電話 ０４２−３４３−８８１８ FAX ０４２−３４３−８８１８

E-mail yo.shi.o@jcom.home.ne.jp

活動内容 ①「いのち、愛、平和」をテーマに歌い続けています。
②特養、介護施設へ「訪問コンサート」として訪ね、みなさんと一緒にうたっていま
す。
③他の合唱団（障害者団体）へ出演するなどしてお手伝いしています。

主な活動場所 小川西町公民館、小平六小

活動状況 第2水曜日・第4土曜日　午後7：00～8：30
会費：月 500円

会員数 24名

URL

活動の分野

No: 37

2、6、10

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 上鈴木西地区３３８道路を考える会

代表者 権田　一正

連絡先 岩佐　和実 〒187-0022 上水本町1-12-6

電話 ０４２－３３２－２２１５ FAX

E-mail iwasa.k@jcom.home.ne.jp

活動内容 道路問題の学習会と広報。
事業認可を受け、328号線と名前も変わり、用地説明会が開かれ、任意買収のための動
産調査が始まっています。住民の意見を聞かずに、200軒以上の立ち退きや環境悪化を
招く、不要で無駄な道路建設に反対しつつ、住民の様々な不安を取り除くため、具体
的な活動にも取り組んでいきます。

主な活動場所 上水本町1丁目、市民総合体育館、玉川上水、中央公園に隣接する樹林地など、道路予
定地

活動状況 総会、定例役員会、学習会、会報「３３８だより」の発行、ＰＲ活動、大気汚染ＮＯ2
測定、対都対市交渉など。
年会費： 1,000円

会員数 52名

URL

活動の分野

No: 38

3、7、9、10

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 カワセミ

代表者 早川　和昭

連絡先 早川　和昭 〒187-0032 小川町1-902-4

電話 ０４２－３４1－６４３１ FAX

E-mail

活動内容 平成13年度津田公民館主催サタデー講座「野鳥を彫る」バードカービングから引き続
き希望者が集まり、現在に至っています。主な今迄に彫った野鳥名は、カワセミ、シ
ジュウカラ、セキレイ、チョウゲンボウ、ツグミ、コノハズク、キクイタダキ、メジ
ロ、モズ等です。

主な活動場所 津田公民館

活動状況 第2・4土曜日　
会費：月 1,000円、材料費別

会員数 9名

URL

活動の分野

No: 39

6

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）

(法人格)

団体名 北多摩北地区保護司会小平分区

代表者 宮﨑　照夫

連絡先 宮﨑　照夫 〒187-0001 大沼町6-18-11　　

電話 ０４２－３４１－１５７６ FAX ０４２－３４１－８６８８

E-mail miyazaki@wts.ne.jp

活動内容 保護司会小平分区は犯罪や非行をした人たちの立ち直りを地域で支えるボランティア
です。保護観察を受けている少年や大人の指導、刑務所や少年院に入っている人たち
の帰住先の調整などを行います。また、犯罪や非行防止を呼びかけ、学校との連携を
図り、誰でも住みよい街作りを目指して活動しています。

主な活動場所 市内全域

活動状況 個々の活動は常時活動
奇数月の第4水曜日に福祉会館で更生相談を実施しています。

会員数 20名

URL

活動の分野

No: 40

9、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人まりも会団体名 救護施設　くるめ園

代表者 友田　邦治 施設長

連絡先 友田　邦治 〒187-0021 上水南町4-7-45

電話 ０４２－３２１－８８６６ FAX ０４２－３２１－９８０７

E-mail ホームページからお問い合わせいただくか、直接お電話ください。

活動内容 くるめ園は生活保護法を根拠とする保護施設です。くるめ園には様々な障害を持った
50名のご利用者が生活を送っております。くるめ園では地域との交流に力を入れてい
ますが、ご利用者によっては外出もままならない方もおります。園での生活をより充
実して頂くためボランティアを募集しています。
是非一度ご来園下さい。

主な活動場所 くるめ園

活動状況 毎日

会員数 利用者　50名

URL http://www.kurumeen.jp/

活動の分野

No: 41

1

特徴・売り・裏技 くるめ園の歴史や生活の様子、行事などをホームページに掲載しておりますので、ご
覧下さい。

(法人格)

社会福祉法人ときわ会団体名 共同ホーム サンライズ

代表者 植木　恵理子（管理者）加藤　寛二
（理事長）
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先 植木　恵理子（兼、管理人） 〒187-0031 小川東町5-2-11-103

電話 ０４２－３４６－０４７２ FAX ０４２－３４６－０４７２

E-mail sunrise@asayake.or.jp

活動内容 精神障がいのある方を対象とした共同生活援助事業です。アットホームな雰囲気を大
切にしながら、生活の質の向上や症状の再発防止、日常生活や社会的自立にむけての
生活訓練の場です。
居室はワンルームで定員7名。夕食を提供し、一人ひとりにあった生活を一緒に考え、
お手伝いしていきます。

主な活動場所 ホーム内にある共有スペース

活動状況 毎日、平日の夕食、土・日・祝日の昼食と夕食

会員数 入居者7名、地域からの夕食利用者5名

URL http://www.asayake.or.jp

活動の分野

No: 42

1

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 きらきらカフェ

代表者 酒井　愛

連絡先 〒

電話 FAX

E-mail kirakiracafe2013@gmail.com

活動内容 子育て中のママが運営する団体です。赤ちゃん連れでも気兼ねなく参加できる「きら
きらカフェ」を月１回開催しています。現在メンバー募集中！

主な活動場所 小平市内　公共施設等

活動状況

会員数 5名

URL http://ameblo.jp/kirakiracafe2013/

活動の分野

No: 43

9、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 きらめきナイト

代表者 早田　満

連絡先 福谷　三郎 〒187-0025 津田町3-30-16

電話 ０４２－３４３－７７７４ FAX

E-mail hayata.mt@nifty.com

活動内容 パソコン及び周辺機器の情報交換
フリーソフトの紹介と具体的な使用例の実践。

主な活動場所 小平市民活動支援センターあすぴあ会議室

活動状況 毎月第１火曜日 午後6時～8時

会員数 6名

URL

活動の分野

No: 44

6、14

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 グーテンタークの会

代表者 宮原　昰中

連絡先 宮原　昰中 〒187-0022 上水本町4-14-29

電話 ０４２－３２３－６５８７ FAX ０４２－３２３－６５８７

E-mail

活動内容 ドイツ語圏（ドイツ、オーストリア）の歴史・文化・生活を日本語で学ぶサークル
で、ドイツ語圏の話題なら“昔から今迄”何でも知りたい！という仲間のサークルで
す。定例会の半数は外部講師に依る講演、残りはサークルメンバーが話題提供してい
ます。

主な活動場所 中央公民館

活動状況 毎月第1・3木曜日10:00～12:00
会費：月 1,000円

会員数 28名

URL

活動の分野

No: 45

6

特徴・売り・裏技 外部講師は主に専門家・大学教授等によるお話を分かり易くお話してもらっていま
す。

(法人格)

団体名 クメール語の絵本を贈る会

代表者 根岸　節子

連絡先 荻島　道子 〒187-0002 花小金井5-40-13

電話 ０４２－４６５－４０００ FAX ０４２－４６５－４０００

E-mail

活動内容 ①カンボジア、ラオスに贈る絵本に訳文シールを貼る
②現地について知る「訪問ツアー報告会」「歴史、文化の学習会」など
③市民まつり、子ども広場に参加

主な活動場所 福祉会館

活動状況 活動日（年8回）土曜日か日曜日
会費：年 2,000円

会員数 約60名

URL

活動の分野

No: 46

10、11、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人なごみ福
祉会

団体名 クラブハウスはばたき（就労継続支援Ｂ型）

代表者 河瀬　弘之

連絡先 河瀬　弘之 〒187-0032 小川町1-407-11

電話 ０４２－３４３－０６７６ FAX ０４２－３４３－０６７６

E-mail

活動内容 クラブハウスはばたきは、精神障がい者の地域リハビリテーション施設です。メン
バーはスタッフとともにクラブハウスを運営するための、日々の活動の中で自信と誇
りを取り戻して活動能力を高めます。公園清掃や独自の就労プログラム「過渡的雇
用」を体験しながら一般就労を目指します。

主な活動場所 小川町1-407-11

活動状況 月曜日～金曜日　9:00～16:00　食事代300円
障害者総合支援法に伴う利用者負担分、余暇活動は実費

会員数 利用定員：20名

URL http://members3.jcom.home.ne.jp/clubhouse_habataki/

活動の分野

No: 47

1

特徴・売り・裏技 併設の地域活動支援センターはばたきとの連携による、精神障がい・クラブハウスモ
デルに関する講演・啓発活動を行っています。

(法人格)

団体名 グリーン研究会

代表者 古屋　弘隆

連絡先 古屋　弘隆 〒187-0002 花小金井4-24-7

電話 ０４２－４５１－２６７１ FAX ０４２－４５１－２６７１

E-mail furuya@vesta.dti.ne.jp

活動内容 パソコン、インターネット、メール等を勉強することによる、シルバー世代の生きが
い作り推進および親睦が目的。
①パソコンをやりたいが不安！パソコン教室で続かなかった！人のフォロー
②様々なパソコン知識レベルの人が集まり、互いに教え教わる場とする（生徒であ
り、先生である）今更人に聞けない・・ことの解消！

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ会議室

活動状況 月1回　原則は第3水曜日13:00～16:00
現在　会費なし

会員数 15名

URL

活動の分野

No: 48

2、6、14

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 毎回50分程度のコミュニケーション・タイム（茶菓を頂きつつのフリートーク）を設
けている
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人なごみ福
祉会

団体名 グループホーム 和

代表者 伊藤　仁道

連絡先 横江　美園 〒187-0042 仲町

電話 ０４２－３４６－５６０１　 FAX ０４２－３４６－５６０１　

E-mail nagomi-gh@hotmail.co.jp　

活動内容 精神障がい者の通過型・外部サービス利用型グループホームです。
心の病をもつ方が地域の中で自立した生活を送ることを目標に共同生活を通して日常
に必要な生活の技を身につける練習の場です。
世話人を配置し、食事や服薬の仕方等個々に必要な日常生活上の支援や相談業務を
行っています。

主な活動場所

活動状況

会員数

URL

活動の分野

No: 49

1

　　　　　　　　　　なごみ

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 クレーフラワー

代表者 越山　久美子

連絡先 越山　久美子 〒187-0013 回田町132-16

電話 ０４２－３２２－９１６０ FAX

E-mail

活動内容 樹脂ネンドで表情豊かな、生きているかのような草花創りを目標に細く長く続けてき
たサークルです。四季を通して飾れるような花、水上がりの悪い野草でも、野に咲く
花実などを型にし、油絵の具で彩色し、自分だけの手づくりアートフラワーです。

主な活動場所 御幸地域センター

活動状況 月1～2回　第2・4火曜日

会員数 11名

URL

活動の分野

No: 50

6

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 Ｋ．Ｋ．メンネルコール

代表者 吉崎　俊一

連絡先 吉崎　俊一 〒187-0021 上水南町3-18-4

電話 ０４２－３２５－２１２２ FAX

E-mail boncap-tyo@castle.ocn.ne.jp

活動内容 第2、第3の人生を男声合唱で楽しむグループです。
2年毎の定期演奏会、春秋の小平市民文化祭、福祉施設の訪問なども重要な活動です。

主な活動場所 中央公民館、津田公民館

活動状況 毎週木曜日19:00～ 21:30　

会員数 20名

URL http://www6.ocn.ne.jp/~corokk/

活動の分野

No: 51

6

ケイケイ

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 原発にさよならを／小平の会

代表者 苗村洋子

連絡先 打木　香澄 〒187-0013 回田町４９－２１

電話 FAX

E-mail

活動内容 2011年7月に「ミツバチの羽音と地球の回転」の映画上映会をきっかけに、原子力につ
いての正しい情報や自然エネルギーについての学習会、交流会、ウォークなどを開催
し、環境や子どもたちの健康・未来に負荷をかけないために原子力に頼らない持続可
能な社会の実現をめざして活動しています。

主な活動場所 公民館など

活動状況 不定期　会費なし

会員数 メーリングリスト登録で情報共有（登録者20名以上）

URL http://blog.livedoor.jp/happykodaira/

活動の分野

No: 52

7

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 公立昭和病院　花の会

代表者 山田　清

連絡先 山田　清 〒187-0044 喜平町3-1-11-206

電話 ０４２－３２１－８１５４ FAX ０４２－３２１－８１５４

E-mail

活動内容 多くの方々がお世話になっている公立昭和病院において、緑と花の植栽活動を通して
花と緑いっぱいの明るく潤いのある環境づくりを行っている団体です。病院と協力し
て季節の花々を植栽し、やさしい癒しの空間づくりを行い、入院や通院の患者の
方々、病院従事者の方々に喜ばれています。花と園芸の勉強会も行っています。
ご協力いただける方募集中です。

主な活動場所 公立昭和病院

活動状況 第1・3月曜日　第2・4水曜日
参加できる日に参加する。会費なし

会員数 17名

URL

活動の分野

No: 53

1、3、7

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）

(法人格)

団体名 高齢者介護の会 ぬくもり

代表者 田中　由美子

連絡先 田中　由美子 〒187-0044 喜平町 2-8-2-630

電話 ０４２－４０３－４３４３ FAX ０４２－４０３－４３４３

E-mail yumiko119@r8.ucom.ne.jp

活動内容 高齢社会の様々な問題に関心を持ち、「世代間交流」を地域で広めることを目指す仲
間の会。 
①高齢者との交流 
②学校・地域での福祉体験学習 （車いす・高齢者）
③傾聴学習の普及活動
④地域での世代間交流

主な活動場所 ①福祉会館　②市内福祉施設　③市内小学校

活動状況 ①定例会：奇数月の第2水曜日13:30～15:30 
②傾聴勉強会：偶数月の第1水曜日13:30～15:30
③会費：年 2,000円（含保険）

会員数 30名

URL

活動の分野

No: 54

1、2、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 コーダー道場こだいら

代表者 栂園　久美子

連絡先 栂園　久美子 〒187-0011 鈴木町１－２４２－１８－
３０３

電話 ０９０－９３０８－６４１７ FAX

E-mail coderdojokodaira@gmail.com

活動内容 高校生までの子供を対象にしたプログラミング同好会です。コンピュータサイエンス
とプログラミング学習、プログラミング技術を活かし、ゲームや動く絵本づくり、ア
プリケーション制作、電子工作などの創作活動を行います。子供のメンタリングや見
守り、子ども達が喜ぶ作品を披露してくれる大人の仲間も募集中です！

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ会議室

活動状況 月2回、隔週水曜（または土曜）18:30～20:00
会費：なし

会員数 15名

URL http://coderdojo-kodaira.github.io/

活動の分野

No: 55

6、13、15

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 子供の支援役は現役エンジニアや保護者など、30～40代の大人（女性）が多い。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 国際健康開発

代表者 牛島　廣治

連絡先 牛島　廣治 〒187-0043 学園東町375-5

電話 ０４２−３４６−２７７５ FAX ０４２−３４６−２７７５

E-mail

活動内容 わが国に留学している大学院生の研究活動への経済的な支援を行う。海外から研究者
を招へいし、国際協同研究の打合せをする。また、外国の専門家の来日に合せて、研
究会及び交流会を行う。感染症などに対する診断薬の開発などから国際的に診断薬の
供給を行う。

主な活動場所 関連する大学及びＮＰＯ本部

活動状況 特に決まっていない。日常的活動と研究会の開催の時。

会員数 12名（正会員数）

URL

活動の分野

No: 56

1、11

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 国立精神・神経医療研究センター病院　家族会むさしの会

代表者 住本　知子

連絡先 住本　知子 〒186-0003 国立市富士見台1-7 1-1-206

電話 ０４２－５７２－６０２８ FAX ０４２－５７２－６０２８

E-mail

活動内容 平成11年、当時国立精神・神経センター総長高橋清久先生の力強い支援の元発足。当
事者が病気や障害を持つ家族同士、困難や課題を一人で抱えず、明るく暮らしていけ
る様それぞれのリカバリーに向かい学び合っています。講演会、家族相談、病院のデ
イケア祭、地域行事に参加、病院案内ボランティアも行っています。

主な活動場所 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター病院　コスモホール会議室他、
事務所

活動状況 役員会（毎月第2、第4土曜日10:00～）定例会(8月を除く第4土曜日、13：00～）
会費：年 3,600円　賛助会員：年一口1,500円
国立精神・神経医療研究センターＮＣＮＰ→病院→トピックスで例会開催案内を閲覧
できます。

会員数 100名

URL

活動の分野

No: 57

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 文字通り病院家族会の活動に於いて総長を始め各セクションの専門家の講演、指導を
頂けます。又、精神科医療の進展を知る事の有意義に感謝。

(法人格)

団体名 苔玉会

代表者 木村　典子

連絡先 高野　英明 〒187-0031 小川東町2-13-6-205

電話 ０４２－３４２－３０８９ FAX ０４２－３４２－３０８９

E-mail ht1936@herb.ocn.ne.jp

活動内容 こけ玉盆栽を通しての交流　苔玉盆栽は空間芸術とも言えます。どの場所、どの風
景、どの器、限りなく創造の世界です。そして、四季折々の植物を楽しみながら、い
やし、リハビリ効果にもつながります。活動の１つとして、会員仲間と苔見つけ散
策、施設訪問等、苔玉盆栽交流を図って行きたい。運営、協力会員募集中！！

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ、中央公民館

活動状況 月に1回程度（活動日は固定していない）
実費精算

会員数 5名

URL

活動の分野

No: 58

1、2、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 梢の会（茶道）

代表者 古川　米子

連絡先 古川　米子 〒187-0023 上水新町3-26-22

電話 ０４２－３４５－１７０８ FAX ０４２－３４５－１７０８

E-mail

活動内容 表千家。　
忙しい日々の中で心を静めて日本古来の茶道を楽しみませんか！
津田公民館まつり、小平市公民館まつり等で一般市民と交流しています。見学者歓迎
します。
1987年7月発足

主な活動場所 津田公民館

活動状況 第2･4火曜日14:00～17:00
会費：月1,000円、茶菓子代実費

会員数 11名

URL

活動の分野

No: 59

6、13

特徴・売り・裏技 手話ができる人がいます。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 子育てサポートきらら

代表者 井上　明子

連絡先 井上　明子 〒187-0041 美園町1-12-24パールハイツ中沢
103

電話 ０４２－３２１－０３４０　 FAX ０４２－３２１－０３４０

E-mail kirara_0305kodaira@yahoo.co.jp

活動内容 ①子育て広場事業・子育て中の親子がほっとできる場の提供　小学生、大学生等異世
代との交流の推進　市内７ケ所で運営
②一時預り事業・規所の研修を修了した保育サポーターによる訪問型一時預り　保育
施設への送迎や保護者外出時の一般保育、産前産後の支援、病児保育、団体保育の実
施

主な活動場所 ①小平市内（公共施設等）
②小平市内・近隣市の利用者宅及び事務所

活動状況 ①1ヶ月に7日　無料
②随時　入会金 5,000円　年会費 5,000円　病児保育3,000円

会員数 42名　

URL http://blog.goo.ne.jp/kirara_kodaira

活動の分野

No: 60

3、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 リトミック、アロママッサージ、　わらべうた、手話　要約筆記　
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平ＩＴ推進市民グループ

代表者 岡田　実

連絡先 釜原　英章 〒

電話 FAX

E-mail hidekam14@hotmail.com

活動内容 ＩＴ講習会ボランティアの有志で作ったグループで、小平市民のＩＴ推進集団とし
て、ＩＴ技能を生かし、小平市民が人間性豊かな生活を営める社会への貢献を究極の
目的とします。各種パソコン講座へ講師を派遣、また、会員同士の勉強会を開催、会
員相互の交流と情報交換を通じ、ＩＴ技能の研鑚を行っています。＜会員募集中、初
心者大歓迎＞

主な活動場所 中央公民館、各公民館、児童館、元気村おがわ東、市民活動支援センターあすぴあ
　　　　

活動状況 勉強会、各所でのパソコンボランティア
会費：月 500円

会員数 23名

URL http://kodaira-it.jp/

活動の分野

No: 61

2、6、14

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平いたわりの会

代表者 齋藤　敦 代表

連絡先 川村　弘子 〒187-0043 学園東町1-6-13オオサワビル501

電話 ０４２－３４５－１２０１
０４２－３４５－８８３８

FAX ０４２－３４５－１１１６
　　　　　　　　　　　　　

E-mail itawari@trad.ocn.ne.jp

活動内容 会員相互の助け合いを基本に、いたわりの心を大切にした活動を行っています。家事
援助（掃除、洗濯、買物、食事作り等の日常生活の援助）　介護（通院付き添い、散
歩、外出介助、身体介護、見守り等）　保育（沐浴、保育園の送迎、乳幼児・児童の
世話）　その他（薬取り、代筆、草取り）あいた時間で協力していただける方をお待
ちしています。

主な活動場所 小平市

活動状況 原則365日　8:00～18:00
会費：月　500円

会員数 80名

URL

活動の分野

No: 62

1、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平井戸の会

代表者 金子　尚史

連絡先 金子　尚史 〒187-0003 花小金井南町3-2-11

電話 ０８０－６６８９－３０９７ FAX ０４２－４５８－７１５６

E-mail taka-kaneko@jcom.home.ne.jp

活動内容 近場に震災用井戸のある住環境をめざして、次の3つのことに取り組んでいます。
①震災時の市民の安心・安全のために、市内の井戸の戸籍を作成する。
②震災時の生活用水確保のために、避難所と公園に井戸を設置する。
③震災時に井戸の秩序を守るために、井戸の使用ルールを確立する。

主な活動場所 中央公民館、井戸のある現場

活動状況 奇数月第3土曜日に定例学習会、随時各地の井戸見学会
年会費：正会員千円、賛助会員3千円、月2回井戸ニュース配信

会員数 約70名

URL

活動の分野

No: 63

7、8、9

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 会員には女性と自治会役員、それに市議会議員が多いのも特長である。
また、市内の大学生と協働プロジェクトも行っている。

(法人格)

団体名 小平Ｎゲージレイアウトサークル

代表者 牧原　信太郎

連絡先 牧原　信太郎 〒187-0032 小川町1-369-14

電話 ０４２－３０７－９６４９ FAX ０４２－３０７－９６４９

E-mail makiharaqu-nana1109lovelycats@ezweb.ne.jp

活動内容 子どもたちとＮゲージ運転会を楽しく遊び、マナーを学び、未来への夢をふくらま
せ、子どもなりの目標をめざす。
西武線、新幹線、その他の電車の運転手になるんだと言ってくる子も何人か出てくれ
ました。

主な活動場所 小平市公民館、市民活動支援センターあすぴあ、ボランティアセンター他

活動状況 毎月第1土曜日は小川公民館、第3土曜日は中央公民館、その他検討中。

会員数 約50名

URL

活動の分野

No: 64

13、15、16

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 固定式のレイアウトが完成。26年8月初の夏休み運転会開催
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平おもちゃの病院

代表者 大田　一馬　　

連絡先 大田　一馬 〒185-0013 国分寺市西恋ヶ窪2-21-17

電話 ０４２－３２４－９１２１ FAX ０４２－３２４－９１２１

E-mail daiden-ichiba@wine.plala.or.jp

活動内容 ・おもちゃの無料修理
　但し、修理に使った部品代は利用者の負担となります。
　又入院品には入院費として100円を負担いただきます。
・社会貢献活動として、社協主催「福祉バザー」に協力、市役所ゴミ減量対策課主催
環境フェスティバル、ごみゼロフリーマーケット、きららパークに参加し出張修理

主な活動場所 福祉会館

活動状況 原則　第2・第4土曜日
その他出張修理として：環境フェスティバル会場、ごみゼロフリーマーケット、きら
らパーク
会費：無料

会員数 ドクター9名、ナース3名　計11名

URL http://www.bl.mmtr.or.jp/

活動の分野

No: 65

13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 子どもたちと触れ合ったり、修理の方法に悩んだり、修理完了の達成感、満足感を味
わったり、皆さんでわいわい楽しく修理をこなしています。

(法人格)

団体名 小平親と子のよい映画をみる会

代表者 西村　房子

連絡先 西村　房子 〒187-0011 鈴木町1-148-2-205

電話 ０４２－３４４－４０９０ FAX ０４２－３４４－４０９０

E-mail

活動内容 ・市民まつりの無料上映会は、好評を頂いて毎年増員、来年（今年）は、あなたもお
越し下さい。
・「子どもの心に愛と希望、知恵と勇気を！」をスローガンで活動中。
12月26日ルネ中ホールで「11ぴきのネコとあほうどり＆人形劇」を行いました。

主な活動場所 市民まつりでの無料上映会（学園東町地域センター）
ルネでの上映会

活動状況 上映会、市民まつりに合わせて、作業日を持ってます。
年会費：500円、年数回の「つうしん」発行費として

会員数 約70名

URL

活動の分野

No: 66

2、6、13

特徴・売り・裏技 地元の親と教員（元・現役）が力を合わせ、子どもの育成を願って、上映会作りをし
ています。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平音訳サークル　やまびこ

代表者 瀬戸島　康子

連絡先 瀬戸島　康子 〒187-0025 津田町1-18-32-203

電話 ０４２－３４５－７０８３ FAX

E-mail

活動内容 視覚障がい者に対する朗読ボランティア。録音図書の作成。生活情報を吹き込んだ
テープを年4回作成。老人施設での対面朗読。社会福祉協議会の行事のお手伝い（福祉
バザー、あおぞらまつり等）。

主な活動場所 福祉会館

活動状況 第1・3火曜日10:00～12:00
会費：年 1,000円

会員数 8名

URL

活動の分野

No: 67

1

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 小平・環境の会

代表者 島　京子
深澤　洋子

代表
代表代行

連絡先 田中　資子 〒187-0011 鈴木町1-375-9

電話 ０４２－３２２－１２８４ FAX ０４２－３２２－１２８４

E-mail kodaira_kankyo@jcom.zaq.ne.jp

活動内容 ごみ減量・資源循環の促進をはかるための実践・提言・研究活動。
講演会・学習会の開催。生ごみ堆肥による野菜の生育実験を実施。
年4回、会報「環音（わおん）」を発行。

主な活動場所 理事会：中央公民館、学園東地域センター
野菜栽培：仲町市民菜園、小川町小山農園

活動状況 月1回理事会。基本的に毎週日曜日午前中、畑作業。
会費：正会員 年 2,000円、準会員 年 2,000円、賛助会員 年 5,000円

会員数 78名（正会員36、準会員39、賛助会員3）

URL

活動の分野

No: 68

7

特徴・売り・裏技 環境学習への講師派遣、生ごみ堆肥化のアドバイス。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平きものを楽しむ会

代表者 森杉　匡子

連絡先 森杉　匡子 〒187-0035 小川西町4-13-20

電話 ０４２－３４２－２０７６ FAX ０４２－３４２－１６８４

E-mail

活動内容 本格的な手結びの着付けを基本とした指導で、確実に身につけられます。四季を通
し、晴れ着・卒業入学・浴衣の着付け講習会や、国際交流・世代間交流、作品展や工
房見学なども行っており、和装の知識やマナーも実践できます。着物のコーディネー
トやアドバイスのご相談もお受けいたします。

主な活動場所 小川西町公民館、花小金井南公民館

活動状況 第1・3火曜日、第2・4木曜日・金曜日・土曜日
会費：月 2,000円

会員数 50名

URL

活動の分野

No: 69

6、11

特徴・売り・裏技 無料の着付け講習会を開催
着物や浴衣の着付けでボランティア活動

(法人格)

団体名 小平ゲートゴルフクラブ

代表者 中澤　トシ

連絡先 齋藤　孝 〒187-0031 小川東町1821-35

電話 ０４２－３３２－５８３９ FAX ０４２－３３２－５８３９

E-mail

活動内容 小平市が創作したスポーツです。ゴルフのルールでゲートボールの球を打ち、スター
トからゲートを通してカップインまでの打数を競う個人競技です。パー72を目標に
バーディ・パーを狙いホールインワンも味わえます。毎週火、木、土曜日午後、中央
公園で練習しています。貸し用具もあります。直接練習会場へお越しください。

主な活動場所 競技会場：福祉会館前市民広場、花小金井南市民広場
練習場：中央公園ゲートゴルフ場、

活動状況 大会年8回、月例会18回、福祉会館、花小金井南で開催
練習会週3回（火・木・土曜日）中央公園にて開催
会費：年 1,500円

会員数 100名

URL http://kodaira-sa.org/dantai/s28-gate-golf/s28-gate-golf.html

活動の分野

No: 70

1、6

特徴・売り・裏技 小平市が作った生涯スポーツです。
ゴルフが趣味であった高齢者のよき生活の伴侶になります。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平・高校問題協議会

代表者 山内　典子

連絡先 山内　典子 〒187-0045 学園西町3-8-12

電話 ０４２－３４１－８６５３ FAX ０４２－３４５－８８５３

E-mail

活動内容 44年前「希望するすべての子ども達に豊かな高校教育を」という願いをこめて発足し
ました。ひとりひとりの子どもが大切にされ、どの子も行き届いた教育が受けられる
ように学びあっていきます。「幼・小・中・高校の父母と先生と地域を結ぶ教育懇談
会」の開催。たよりの発行。市民・父母・教師・地域内外の団体と連携行動します。

主な活動場所 市内公共施設

活動状況 月1回
会費：年　1,000円

会員数 80名

URL

活動の分野

No: 71

13

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平交通安全協会

代表者 川窪　信義 会長

連絡先 中村　真知子　(事務局） 〒187-0032 小川町2-1265-1

電話 ０４２－３４４－２５４４ FAX ０４２－３４４－２５４４

E-mail

活動内容 小平交通安全協会は、小平市内の交通事故防止のため、春・秋の全国交通安全運動を
はじめ、市民まつりや産業祭等の様々な行事に参加し、街頭活動や交通ルールとマ
ナーの啓発を行っています。特に小平市内の交通事故の特徴である自転車関与事故の
減少に力を入れています。入会を希望される方は、連絡をお待ちしています。

主な活動場所 小平市内全域

活動状況

会員数 約500名

URL

活動の分野

No: 72

9

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 こだいら国際協力プロジェクト Seed

代表者 御厨　和民

連絡先 渡辺　玲子 〒187-0031 小川東町1-2-21-2

電話 ０４２－３３２－２０９７ FAX ０４２－３３２－２０９７

E-mail

活動内容 「国際協力の必要性」と「身近でできる国際協力」をＰＲし、「小平市内で国際協力
の輪を広げること」を目的に、ＮＧＯや市内の国際協力団体と連携して活動していま
す。国際協力に関心のある方、私たちと一緒に活動してみませんか？どなたでも活動
できる内容ですので、お気軽にお問い合わせください！

主な活動場所 中央公民館

活動状況 原則として、奇数月は第1土曜日、偶数月は第1日曜日の9:30～12:00
会費：年500円

会員数 13名

URL

活動の分野

No: 73

11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　シード

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平こころのかけはし

代表者 中川　享子

連絡先 中川　享子 〒187-0043 学園東町3-18-14

電話 ０４２－３４１－７８６７ FAX ０４２－３４１－７８６７

E-mail oyakonowa2@gmail.com

活動内容 人間関係には会話力が必要です。小平こころのかけはしは、人とのスムーズな会話の
コツを講演・講座・ワークショップなどを通じて市民の方々にお伝えしています。
市内で定期的に開催するイベントはすべて参加型。ロールプレイも体験できます。
「ゴードン・メソッド」による聞き方、話し方、問題解決のしかたをご紹介します。
話しあい、相談、講演、講座

主な活動場所 中央公民館

活動状況 9月～12月、2月、公開講座

会員数 15名

URL

活動の分野

No: 74

12、13

特徴・売り・裏技 保育士及び親子体操教室、絵画教室、カウンセラー対人援助の仕事をした人が多い、
心理を勉強した人が多い。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平こども劇場

代表者 小山　あかね

連絡先 田中　尚子 〒187-0042 仲町633　栗原ハイツ101

電話 ０４２－３４７－７２１１ FAX ０４２－３４７－７２１１

E-mail kodaira.kodomo.gekijyo@s2.dion.ne.jp

活動内容 子どもたちが子ども時代を豊かに過ごすために、多彩な文化活動を創っている会。舞
台芸術の鑑賞。キャンプ、子どもまつり、雪遊び、表現活動などの異年齢での遊びや
交流。地域でサークルを作り会員の交流の場の提供。8月にルネこだいらで「夏休み
フェスタ」を開催し、地域の子どもたちへの文化体験の場を提供。
会員募集中。

主な活動場所 ルネこだいら、福祉会館、公民館、地域センター

活動状況 活動日：不定期
入会金：300円
会費：月 　1,500円（4歳～大人）、500円（1～3歳）、100円（0歳）

会員数 210名

URL http://www.ab.auone-net.jp/~gekijyo

活動の分野

No: 75

6、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 地域で子どものあそびをコーディネートできます。

(法人格)

団体名 こだいら雑学文化塾

代表者 基太村　壽三郎

連絡先 基太村　壽三郎 〒187-0043 学園東町408-9

電話 ０４２－３４３－３６４９ FAX ０４２－３４３－３６４９

E-mail sabutk@jcom.home.ne.jp

活動内容 小平市民18万余。その中にはそれぞれの分野で知識や技能に長けた方が大勢いらっ
しゃいます。「こだいら雑学文化塾」は、その方々に講師をして頂き、自由に話し、
心豊かな地域交流の場にしています。企画、運営はボランティア、講師の方も同様で
す。「トコトン小平」にこだわった市民手造りの講座です。

主な活動場所 福祉会館

活動状況 月1回、日曜日
資料代 100円

会員数 会員制ではなく、聴講自由

URL http://kodaira-zatugaku.tea-nifty.com/

活動の分野

No: 76

2

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 こだいら参画の会

代表者 北川　紘二

連絡先 北川　紘二 〒187-0022 上水本町3-13-12

電話 ０４２－３２４－４３６１ FAX ０４２－３２４－４３６１

E-mail kitasun68@tbz.t-com.ne.jp

活動内容 小平市を「男女が共同参画するまち」にするための活動をしています。難しい話はし
ません。日常の生活についておしゃべりしながら、問題や課題の解決方法をさがし
て、それを実行しています。男性だから…女性だから…と自由に生きることを制限さ
れることをなくしたいのです。

主な活動場所 男女共同参画センター

活動状況 月1回会議、会費：年 1,000円

会員数 8名

URL

活動の分野

No: 77

12

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 文章をうまく書ける人、紙芝居のできる人、ファシリテイタ―ができる人、星占いの
できる人、いろんな人がいます。

(法人格)

財団法人　合気会団体名 小平市合気道連盟

代表者 先山　隆久

連絡先 先山　隆久 〒187-0011 鈴木町2-678-6

電話 ０９０－５５８２－７３４２ FAX ０４２－３８４－３７４８

E-mail senzan@coast.ocn.ne.jp

活動内容 日本の武術である剣術から生まれた、現代の合気道を通して、小平市民の健全な精神
と体づくりを目ざしています。会員相互の親睦と人格の育成を図り、合気道の発展と
普及に努めています。昇級・昇段審査を行い、演武会を開催しています。会員の募集
をいつでも行っています。

主な活動場所 総合体育館、花小金井武道館

活動状況 総合体育館：金曜・日曜日、武道館：木曜・土曜日　　会費：月　5,500円

会員数 40名

URL http://www.ne.jp/asahi/ryuzan/nobana/kodairasiaikidourenmei.htm

活動の分野

No: 78

6

特徴・売り・裏技 公益財団法人　合気会　公認道場
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市歌謡連盟

代表者 柴田　守夫

連絡先 柴田　守夫 〒187-0044 喜平町3-2-2-304

電話 ０４２－３２７－０９５４ FAX ０４２－３２７－０９５４

E-mail

活動内容 通常は7サークルに分かれて歌の練習を行っている。活動日・時間・場所・練習曲は
サークルで異なる。全体の活動は市民文化祭参加の歌謡祭、隔年開催のチャリティコ
ンサート、施設の慰問、市民との交流を目的とした歌う会を行う。会員相互の親睦行
事も盛んである。健康のため楽しく歌いたい方の参加をお待ちしています。

主な活動場所 市内の公民館（サークルにより異なる）

活動状況 7サークルがそれぞれ月2回～4回定期的に活動
会費：月2回の練習で 2,000円（月額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

会員数 75名

URL

活動の分野

No: 79

6

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平市グラウンドゴルフ協会

代表者 宮井　久美子

連絡先 宮井　久美子 〒187-0011 鈴木町2-176-106

電話 ０４２－４６５－５２２６ FAX ０４２－４６５－５２２６

E-mail

活動内容 月曜・火曜・木曜・金曜の午前9時30分～11時30分の約2時間の練習を行っています。
入会希望者はいつでも歓迎です。用具貸出し。ルール・マナーを初歩からお教えしま
す。年1回の研修旅行もあります。

主な活動場所 月・木曜日（元気村おがわ東グラウンド）　火・金曜日（東部公園グラウンド）　

活動状況 グラウンドゴルフを愛好する者
会費：年　3,000円

会員数 40名

URL

活動の分野

No: 80

6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市グリーンロード推進協議会

代表者 後藤　亘

連絡先 小平市グリーンロード推進協議会事
務局

〒187-8701 小川町2-1333　小平市役所　産
業振興課内

電話 ０４２－３４６－９５８１ FAX ０４２－３４６－９５７５

E-mail dd0043@city.kodaira.lg.jp

活動内容 5つの部会で小平グリーンロードの管理・育成を行う会員を募集中です。
①玉川上水沿いで自生野草の保護活動を行う部会
②主に狭山・境緑道沿いの花壇で花の植栽や手入れを行う部会
③あじさい公園で花の手入れを行う部会
④齋藤素巌ブロンズ像を管理する部会
⑤市内のイベントでグリーンロードのPRを行う部会
があります。

主な活動場所 小平グリーンロード（狭山・境緑道、玉川上水）及びその周辺の公園

活動状況 活動日：活動部会により異なる。　
会費：無料

会員数 約100名

URL http://kodairagreenroad.com/

活動の分野

No: 81

3、4、6、7

特徴・売り・裏技 年齢層を問わず、だれでも参加できます。会員自らが企画、運営することによって、
より地域を知り、会員間の繋がりが深まり、活動の活性化につながっています。興味
のある方、連絡をお待ちしております。

(法人格)

団体名 小平市けやきの会

代表者 小嶋　四郎

連絡先 小嶋　四郎 〒187-0032 小川町1-547-6

電話 ０４２－３４３－４５５９ FAX ０４２－３４３－４５５９

E-mail

活動内容 精神障害者の家族の会
就職をしても長続きしない、家に閉じこもっている、親亡き後の不安・心配など家族
の悩みを話し合いながら、勉強し励ましあう親睦会でもあります。
施設見学や講師を迎えての勉強会なども行っております。精神障害者の福祉向上およ
び社会復帰の推進を図るために、関係機関と協力。

主な活動場所 地域生活支援センターあさやけ

活動状況 毎月第2土曜日
会費：年 3,000円

会員数 46名

URL

活動の分野

No: 82

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 偶数月の第2土曜日、家族相談会。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市剣道連盟

代表者 大和　忠廣

連絡先 藤井　勝 〒187-0022 上水本町1-17-1

電話 ０４２－３３２－１２２７ FAX ０４２－３３２－１２２７

E-mail

活動内容 剣道の基本、試合、段・級審査に備える稽古などの指導。内部大会、市民体育祭、他
機関が主催する大会へ派遣。【会員募集】各活動場所で随時受付。小3以上が原則、往
復を保護者が付き添えば、小1、2も可。強い心と体、自主性、集中力づくりに剣道が
最適。入会を歓迎します。

主な活動場所 市立第一・第五・鈴木・花小金井小学校体育館、花小金井武道館、市民総合体育館

活動状況 ①小平市立第一・第五・鈴木小：毎週水・土曜18:00～20:00　②花小金井武道館：毎
月偶数日曜19:00～21:00　毎週金19:00～21:00　③市民総合体育館：毎月奇数日曜
9:00～12:00毎週火19:00～21:00　入会金(初年度のみ)：1,000円
会費：年 12,000円(10月以降の入会は半額)　　　　　　

会員数 約300名

URL https://sites.google.com/site/kodairashikenren/home

活動の分野

No: 83

6、13

特徴・売り・裏技 歌手活動をしている会員がいます。

(法人格)

団体名 小平市更生保護女性会

代表者 高橋　典子

連絡先 高橋　典子 〒187-0045 学園西町2-23-21

電話 ０４２−３４４−５４４８ FAX ０４２−３４４−５４４８

E-mail tfumit@jcom.home.ne.jp

活動内容 総会で決めた行事、年初で施設行事への参加、市民まつり、灯まつり研修会等を会員
の参加を得て行う。
また、社会を明るくする運動月間に駅頭広報活動の責任団体として実施。矯正施設、
更生保護施設、養護施設への支援（衣類、日用品、寝具等の提供）を実施している。

主な活動場所 理事会は健康福祉事務センター
総会、管内研修は、福祉会館小ホール、矯正施設訪問等

活動状況 理事会を毎月一回開催し、年間の活動には会員の協力、参加を得る。

会員数 正会員：214名　　賛助会員：4名

URL

活動の分野

No: 84

9、13

特徴・売り・裏技 矯正施設に入所している男子、女子院生と共に、ひな人形、節句飾りの折り紙指導を
実施している。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市子ども文庫連絡協議会

代表者 岡本　真知代

連絡先 岡本　真知代 〒187-0022 上水本町6-5-7-101

電話 ０４２－３２６－１７５５ FAX ０４２－３２６－１７５５

E-mail machiyo_okamoto@yahoo.co.jp

活動内容 「子ども達に読書の楽しさを」と本の手渡しを始めて43年。〈子どもの本〉〈おはな
しと読み聞かせ〉〈図書館問題〉の3つの学習会を続けてきました。子ども達の読書環
境に配慮し、望ましい図書館像を常に考えつつ文庫活動、市立図書館・保育園・小中
学校でのおはなし会の実践、児童文学講演会などの活動をしています。

主な活動場所 中央図書館

活動状況 毎週火曜日（役員会・学習会)その他必要に応じて。
会費：年 900円

会員数 50名

URL

活動の分野

No: 85

2、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）

(法人格)

団体名 小平市三曲協会

代表者 大谷　史子

連絡先 大谷　史子 〒187-0002 花小金井1-16-10

電話 ０４２－４６７－８３５３ FAX ０４２－４６７－８３５３

E-mail

活動内容 邦楽（琴・三絃・尺八）の育成と発展を目的とし、定期的活動としては7月に「七夕コ
ンサート」秋の市民まつりには「三曲演奏会」をルネこだいらで開催しています。
その他、市内の小中学校で指導。
依頼を受けてふるさと村、老人ホーム等の施設で演奏を行っています。

主な活動場所 ルネこだいら、各地域センター、公民館、小中学校

活動状況 箏曲の山田流、生田流に尺八が加わり年間を通じ活動

会員数 63名

URL

活動の分野

No: 86

2、3、6、11、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市自治基本条例市民の集い

代表者 中山　光弘、百田　浩 ２人代表制

連絡先 中山　光弘 〒187-0025 津田町3-34-16

電話 ０４２－３３２－２３１５ FAX ０４２－３３２－２３１５

E-mail hiro-nm0219utnz@jcom.home.ne.jp

活動内容 平成18年、市の公募で誕生した「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」有志が、
同条例可決後「市民の集い」を結成。記録誌『市民がつくった自治基本条例』を発
行。会の目的を　①小平市自治基本条例の実施について見守り、発言する。　②記録
集その他の記録を管理すること。　③その他これらに付随することを決め活動中。
市制50周年記念事業として、さくっとわかる！　小平市自治基本条例『さく・こだ』
を発行。

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ、中央公民館

活動状況 月次開催を基本として適宜決定（定例開催日ナシ）
会費：なし（記録誌販売、講師料等で運営）

会員数 38名（常時参加は10数名）

URL http://www.kodaira.sblo.jp

活動の分野

No: 87

3

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

社会福祉法人団体名 小平市社会福祉協議会こだいらボランティアセンター

代表者 金子　惠一 会長

連絡先 ボランティアセンター・スタッフ 〒187-0043 学園東町1-19-13福祉会館4階

電話 ０４２－３４６－１４２４ FAX ０４２－３４１－６２２０

E-mail v-center@syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp

活動内容 地域福祉推進のため、個人、団体を問わず市民の様々な地域活動をサポートしていま
す。主に福祉の人材養成、まちづくりの推進に視点を置き、ボランティア・市民活動
に関する活動支援、相談、情報発信などのコーディネートを行っている中間支援組織
です。「地域をよくする」ための福祉マインド教育など、人材養成講座も開催してい
ますのでお気軽にご利用、ご相談ください。

主な活動場所 小平市内

活動状況 月～土曜日　窓口8:30～17:15

会員数 登録：個人210名、団体1,658名（62団体）H27.3.31現在

URL http://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/

活動の分野

No: 88

1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、19

特徴・売り・裏技 手話、要約筆記、ガイドヘルプ、点訳、音訳、知的障がいを理解するための体験、車
いす講習等、福祉教育のお手伝いをする団体等が登録しています。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市写真連盟

代表者 笠井　健介

連絡先 山川　洋一 〒187-0045 学園西町1-17-1-208

電話 ０４２－４０９－７７２２ FAX ０４２－４０９－７７２２

E-mail mt.riv.208@gmail.com

活動内容 ①講師による定例研究会　隔月
②会員による自主研修会（表現研修会、デジタル研修会、モノクロ研究会）毎月
③撮影会 年3回　日帰り・宿泊
④写真展　年2回9月、2月
⑤モノクローム銀塩写真展　年1回
⑥市民文化祭写真展の企画運営　
⑦ルネフォトコンテストの後援

主な活動場所 中央公民館・ルネこだいら展示室

活動状況 定例研究会（年6～8回）　撮影会（年3回）
デジタル研修会
写真表現研修会　モノクロ研修会
年会費：8,000円

会員数 41名

URL http://kodairashi-photo.com

活動の分野

No: 89

6

特徴・売り・裏技 写真の撮影、表現、鑑賞などの知識、技術を高める目的で、撮影会、各種研修研究会
を行っています。

(法人格)

団体名 小平市少林寺拳法連盟

代表者 田中　渉

連絡先 田中　渉 〒187-0044 喜平町1-12-34

電話 ０４２－３２３－０８２２ FAX ０４２－３２３－０８２２

E-mail

活動内容 少林寺拳法は1947年、香川県多度津町で人づくりの行として開祖宗道臣が創始されま
した。この行は青少年育成を目的に己を護る技を身につけ健康な体と心を習得できま
す。健康のために年齢を問わず年齢に応じた修行法で老若男女共に学べる少林寺拳法
をはじめてみませんか。

主な活動場所 市民総合体育館　毎週　火・金曜日 19:00～21:15
花小金井武道館　毎週　水・土曜日 19:00～21:00

活動状況 入会金： 3,000円　
月会費：小中学生 3,000円　高校生以上 4,000円

会員数 120名

URL

活動の分野

No: 90

6、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市女性のつどい

代表者 森野　やよい

連絡先 森野　やよい 〒187-00０１ 大沼町3-5-7

電話 ０９０－８０４３－２１４８ FAX ０４２－３１５－０９１７

E-mail kodairashijyosei@yahoo.co.jp

活動内容 ①国際婦人年のテーマである「平等・開発・平和」をもとに、小平市の女性・男性が
いっしょに、男女共同参画社会の実現をめざすことを目的とし、活動している。
②毎年、講演会、市議や市長との懇談会、女と男の市民活動(発表と交流)を開催。そ
の他必要に応じてイベントを開催。

主な活動場所 元気村おがわ東　男女共同参画センター“ひらく”（元気村おがわ東２Ｆ）

活動状況 定例会　毎月第１月曜日13:30～16:00（1月は第3月曜日）
年会費：1,500円

会員数 個人会員40名、団体会員7団体、賛助会員8名

URL

活動の分野

No: 91

10、12

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 定例学習会として「男女共同参画宣言都市」を年間テーマとして行う。

(法人格)

団体名 小平市書道連盟

代表者 川上　梨亭 会長

連絡先 川上　梨亭 〒187-0002 花小金井1-32-22-2

電話 ０４２－４５９－５６７８ FAX ０４２－４５９－５６７８

E-mail

活動内容 3500年続いてきた書道文化の普及促進

主な活動場所 ルネこだいら、福祉会館

活動状況 37回市民書道展　平成27年10月22日～11月25日　授賞式１０月２４日
36回席書大会　平成28年3月6日
小中高生書初め講習会　平成27年12月26日

会員数 54名

URL

活動の分野

No: 92

2、6、13

特徴・売り・裏技

- 46 -



[団体別データ]

(法人格)

公益社団法人団体名 小平市シルバー人材センター

代表者 豊田　昭雄 会長

連絡先 山根　睦嘉 〒187-0031 小川東町4-2-1　小平元気村おが
わ東内

電話 ０４２－３４４－２１２０ FAX ０４２－３４５－９４００

E-mail kodaira@sjc.ne.jp

活動内容 生きがいを求めて、またお仕事を通じて社会参加をしようとする60歳以上の健康で働
く意欲のある高齢者の方に、そのライフスタイルに合わせた、臨時的かつ短期的また
はその他の軽易なお仕事を提供するとともに、ボランティア活動をはじめさまざまな
社会活動に参加することにより地域社会に貢献する。

主な活動場所 小平市内

活動状況 年間（土・日・祝日・年末年始を除く）
会費：年 2,000円

会員数 1,102名

URL http://www.sjc.ne.jp/kodaira/

活動の分野

No: 93

17

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平市水泳協会

代表者 金子　忠司　　　　　　　　

連絡先 金子　忠司 〒187-0032 小川町2-2037

電話 ０４２－３４７－７３１９ FAX ０４２－３４７－７３１９

E-mail 12chuji@jcom.home.ne.jp

活動内容 ①市民水泳教室：体力に応じた水泳指導
随時入会募集：成人午前（火～金）・成人午後（火・水）・シルバー（木・金午
後）・成人夜間（火～木）・上級教室（金夜間）　4月・10月入会（1月・7月募集）：
ジュニア（火～金午後）
②短期水泳教室：水中ウォーキング教室（月曜午後・年4回開催）
③指導員養成：養成教室（金夜間）
④市民水泳競技大会（9月）
⑤市民水泳記録会（6月）
⑥その他、会員親睦事業

主な活動場所 市民総合体育館温水プール・萩山公園プール

活動状況 市民水泳教室（7・8月を除く年間、火～金）
会費：月 2,500円（ジュニア同1,750円）

会員数 正会員108名

URL http://kodaira-swim.sakura.ne.jp/

活動の分野

No: 94

6

特徴・売り・裏技 小・中学校へ、水泳補助員、水泳指導員を派遣。
機関紙「水夢こだいら」年3回発行
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市スキー連盟

代表者 森屋　建男

連絡先 大久保　康男 〒187-0045 学園西町2-8-23

電話 ０４２－３４２－２９７１ FAX ０４２－３４２－２９７１

E-mail yy-ohkubo@cam.hi-ho.ne.jp

活動内容 スキースポーツを通じ、市民の健康増進、親睦を深めることを目的としている。ス
キースクールやテクニックキャンプなど、技術向上のための行事を実施している。

主な活動場所 長野県/新潟県のスキー場

活動状況 通年（オフシーズン・トレーニングを含）

会員数 約180名

URL http://www.kodairashi-ski.jp

活動の分野

No: 95

6

特徴・売り・裏技 会員180名中　指導員60名

(法人格)

団体名 小平市鈴木ばやし保存会

代表者 宮﨑　照夫

連絡先 石井　寛治 〒187-0003 花小金井南町3-16-8

電話 ０４２－４６３－６２４２ FAX

E-mail

活動内容 小平市無形民俗文化財としての「鈴木ばやし」を保存し、後世に伝えていくことを目
的に活動しています。後継者への指導は、練習場において年間を通し毎週木曜日に実
施していますが、特に17時30分からの1時間は児童・生徒を対象にした青少年健全育成
の社会貢献事業と位置づけ実施しています。神社祭礼、各種イベント参加は年30回ほ
ど。

主な活動場所 保存会練習場（花小金井武道館隣）、市内各神社での祭礼出演

活動状況 活動日：毎週木曜日17:30～19:30（練習場）
会費：技芸伝承者（連中）無料　保存会賛助会員 年 1,000円

会員数 技芸伝承者（連中）約50名　保存会賛助会員約300名　

URL

活動の分野

No: 96

6

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平肢体不自由児者父母の会

代表者 小栗　敦子

連絡先 小栗　敦子 〒187-0001 大沼町4－37－10

電話 ０４２－３４３－１６８５ FAX ０４２－３４３－１６８５

E-mail asyh.oguri@ozzio.jp

活動内容 肢体に障害を持つ子どもの父母や、家族の会です。どんなに重い障がいがあっても地
域で普通に暮らしていける共生社会の実現に向けて活動しています。夏の旅行・クリ
スマス会・施設見学会、市内のお祭に出店、福祉会館内で売店等、市民の皆様に御協
力を頂いています。行事等のボランティアを募集しています。

主な活動場所

活動状況 毎月一回役員会、福祉活動に参加
売店（福祉会館）月曜日～金曜日10:00～15:00
会費：年　3,000円、賛助会費： 年　2,000円

会員数 56名

URL

活動の分野

No: 97

1

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平市卓球連盟

代表者 高岡　邦夫

連絡先 朝比奈　克行 〒187-0002 花小金井5-41-7　花小金井北公
民館

電話 ０７０－６４５５－１３３３（但し
平日夜間）
　　　　　　　　　　　　

FAX 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　

E-mail

活動内容 ①卓球大会の主催　
②講習会の開催　
③上部団体主催大会への選手派遣　
④市主催事業への指導員派遣

主な活動場所 市民総合体育館

活動状況 毎火曜日（午前）、毎木曜日（夜間）　※但し、期間限定
会費：団体登録 年 1,000円、個人登録　年 500円

会員数 300名

URL http://sports.geocities.jp/kodaira_tta/

活動の分野

No: 98

6

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 こだいら　しっぽの会

代表者 廣田　雅也

連絡先 廣田　雅也 〒

電話 ０４２－３２３－５０９２ FAX ０４２－３２３－５０９２

E-mail

活動内容 人と動物が共存できる街をめざし活動をしています。人には、動物を好きな人も嫌い
な人も、アレルギーや病気等で触れられない人もいます。それらを理解した上で、動
物との共存、いのちの重さを考え、活動しています。
※当会では動物の保護は受け付けておりません。

主な活動場所 小平市内

活動状況 例会：中央公民館にて毎月1回。その他随時。

会員数 9名

URL

活動の分野

No: 99

3、7

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平市テニス協会

代表者 小西　巖　　　　 理事長

連絡先 小西　巖 〒187-0043 学園東町604-15

電話 ０４２－３３２－２３７８ FAX ０４２－３３２－２３７８

E-mail info@kodaira-tennis.org

活動内容 春･秋市民テニス大会の主催､市町村大会、都民大会等対外試合への選手の派遣､テニス
ルール講習会、加盟団体への助言･指導を行っている｡「社会を明るくする運動」に賛
同して参加。
初心者対象の「お楽しみ大会」を年2回実施、東京都の「ジュニア育成」「シニアス
ポーツ振興」等も主管運営しております。

主な活動場所 小平市営テニスコート、中央公民館

活動状況 加盟サークル9団体
それぞれの活動日、会費により活動している。

会員数 個人会員800名

URL http://kodaira-tennis.org/

活動の分野

No: 100

6

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 小平シニアネットクラブ

代表者 石塚　直樹 理事長

連絡先 石塚　直樹 〒187-0044 喜平町３-１-４-２０７

電話 ０４２－３２２－３５９５ FAX

E-mail ishizuka@ga2.so-net.ne.jp

活動内容 パソコンやインタ―ネット等の情報通信技術を学び合い、その成果とシニアが持つ豊
かな経験と知識活かしシニア世代の生きがいと仲間づくりを目指します。元気で楽し
く豊な生活環境づくりや子ども達の健全な育成のお手伝い等、社会貢献に努めていま
す。人の交流が広がり様々なサ―クルが誕生し、日々活発な活動をしてます。

主な活動場所 拠点事務所、市民活動支援センターあすぴあ会議室、公民館＆地域センター

活動状況 毎週・毎日どこかで、勉強会・サークル活動・ボランティア活動を行っています。ま
た、公民館のパソコン講座の講師・サポートも行っています。　　入会金：1,000円　
会費：3,000円／年

会員数 296名

URL http://www.ksnc.jp/

活動の分野

No: 101

2、3、13、14

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 パソコンの講師・サポート。ビデオ撮影・編集。マジック。ピアノ演奏。朗読。ゴル
フ認定指導者。囲碁・将棋指導。

(法人格)

団体名 小平市日本舞踊連盟

代表者 永田　政弘

連絡先 花柳　美貴龍 〒187-0041 美園町1-12-15

電話 ０４２－３４２－０５７３ FAX ０４２－３４２－０５７３

E-mail

活動内容 各流派の先生方に依り伝統芸能の伝承発展に努力しております。小平市日本舞踊親子
教室（文化庁伝統文化親子教室）事業に取り組んでおります。皆様方の参加をお待ち
しております｡

主な活動場所 ルネこだいら大ホール（文化祭）、美園地域センター（市民の為の、無料着付教室）

活動状況 第1日曜日　役員会
会費：(1)名取以上 年 2,500円　(2)一般 年 2,000円、賛助会員 年 3,000円

会員数 70名位

URL

活動の分野

No: 102

6、11、13

特徴・売り・裏技 ①高齢者ホーム等、舞踊発表。
②海外の方へ日舞を発表する。
③テレビ等の出演依頼に応じます。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市脳卒中患者友の会（ピアズ小平）

代表者 中村　正人

連絡先 中村　正人 〒

電話 ０７０-５５１７-２６４２　(午後) FAX

E-mail piazukodaira@jcom.zaq.ne.jp

活動内容 脳卒中者同士の情報交換、情報共有などの交流。内容は
①小冊子づくり
②脳卒中再発防止策の学習
③健常者への啓発活動と脳ドック受診の促進。脳卒中者本人、ご家族、関係者、健常
者の方々の参加をお待ちしております。ボランティアも募集しています。（会場準
備・ホームページ・運営・管理、広報活動）

主な活動場所 あおぞら福祉センター＆花小金井南公民館

活動状況 1月・3月・5月・7月・9月・11月　原則第2土曜日（都合により変更あり）
参加費1回100円

会員数 7名

URL ピアズ小平で検索

活動の分野

No: 103

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 当会は社会貢献することを目的としています。本音で話し合える場、分かち合える場
を目指しています。

(法人格)

団体名 小平市バウンドテニス協会

代表者 柴原　進

連絡先 野口　昌徳 〒187-0004 天神町2-28-2

電話 ０４２－３４５－１３２１ FAX ０４２－３４５－１３２１

E-mail

活動内容 小平市に在住・在勤・在学している人達を対象に、生涯スポーツとして、どこでも、
だれでも、楽しく身体を動かすことができるように、指導員を通じて仲間づくりをし
ています。
　競技性を持ち合わせていますので、各大会に参加することで全国大会にも参加が可
能です。希望により、指導員の派遣もしています。

主な活動場所 市民総合体育館・花小金井武道館・小平13小学校体育館

活動状況 活動日：月曜・総合体育館（19:00～21:30）、水曜・武道館（11:00～13:00）、木
曜・総合体育館（8:45～11:15）　
日・火・金曜は学校開放も行っています。市報をご覧ください。
会費：年 10,000円

会員数 90名

URL http://kodaira-sa.org/dantai/s25-bound-tenis/s25-bound-tenis01.html

活動の分野

No: 104

6

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平市バレーボール連盟

代表者 片山　敬

連絡先 横尾　則子 〒187-0002 花小金井7-21-10

電話 ０４２－４６２－３９９６ FAX

E-mail

活動内容 大会開催：6人制男女各年4回・9人制家庭婦人年6回・中学生年1回・ソフトバレー年2
回　他
審判講習会（9人制）年1回
初心者教室（9人制）毎週1回
審判員派遣　他

主な活動場所 市民総合体育館

活動状況 大会の開催

会員数 43チーム

URL

活動の分野

No: 105

6

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平・市民オペラ協会

代表者 剣持　庸一 会長

連絡先 大崎　幸子 〒204-0021 清瀬市元町1-4-1-509

電話 ０４２－４９１－７１８７ FAX

E-mail

活動内容 昭和62年発足のアマチュアオペラサークル。例年小平市文化祭に参加して公演してい
る。主役から合唱、舞台装置・衣裳製作など、すべて会員が担当している。会員の年
齢層も20～80歳代と幅が広い。会員募集中。

主な活動場所 公民館、福祉会館、ルネこだいら

活動状況 毎週日曜日の午後

会員数 32名

URL http://kodairaopera.web.fc2.com/

活動の分野

No: 106

2、6

特徴・売り・裏技 12月の公演終了後、次年度の演目・配役を決め、本番公演を目指して毎週日曜日午後
に練習する。オペラ指導は二期会・佐々木弐奈氏
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 小平市民活動ネットワーク

代表者 伊藤　規子

連絡先 藤原　紀子 〒187-0044 喜平町3-2-9-508

電話 ０９０－４３９１－４９１０ FAX ０４２－３２３－５４５０

E-mail info@kodaira-shimnet.jp

活動内容 小平市民活動支援センターあすぴあの指定管理者として、管理・運営を行っていま
す。市民活動情報紙「連」を毎月発行。今年は、3年間継続の独自事業「みこしプロ
ジェクト」―みんなでかつぐ・小平のこれからの市民活動―の第3弾がはじまります。
また、市内4大学、こだいらボランティアセンターと共に「ＮＰＯボランティアセミ
ナー」開催。

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ、元気村おがわ東

活動状況 活動日：毎月10日「連」発行のほか随時
正会員（入会金：1,000円　会費：半年 500円）
賛助会員（会費：1口 年 1,000円）

会員数 正会員37団体、個人23名、賛助会員4団体、個人20名

URL http://kodaira-shimnet.jp/

活動の分野

No: 107

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 こんな人材がいます：会報やチラシづくりに詳しい人、パソコンに詳しい人、イベン
ト企画相談に乗れる人、アメリカ事情に詳しい人、園芸の疑問に答えられる人、近隣
市の市民活動支援センターへの道案内ができる人

(法人格)

団体名 小平市民後見を考える会

代表者 由井　敬

連絡先 由井　敬 〒187-0043 学園東町2-14-7

電話 ０９０－８４９２－４９３９ FAX

E-mail yui.takashi@yj8.so-net.ne.jp

活動内容 	高齢や認知症、又は障害等により財産の管理や施設の選択、契約などの行為が難しく
なった方々をサポ―トするため、成年後見制度があります。
我々の会はこの制度の普及啓発のための活動を行うのと同時に、実際に後見を受任で
きる組織づくりを目指しております。

主な活動場所 中央公民館

活動状況 毎月1回の例会。市民学習奨励学級で連続5回の集中講座開催。NPOフェスタ元気村まつ
りに参加。会費なし。

会員数 5名

URL

活動の分野

No: 108

1、10

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 こだいら市民提言の会

代表者 堀内　通成

連絡先 髙岡　日出子 〒187-0011 鈴木町2-149-61

電話 FAX ０４２－４６４－０６５８

E-mail kodaira-teigen@freeml.com

活動内容 2004年に「こだいら市民提言書」を市に提出したのをキッカケに会を発足、市民自身
による街づくりを考えています。2009年4月「こだいら市民財政白書」を発刊。2010年
4月「三多摩自治体学校inこだいら」を事務局として運営。2011年3月「コミバスは生
活バス」を発表。
2014年度は補助金・都市農業に視点を置いた財政白書第2弾の発行の準備をします。

主な活動場所 花小金井北公民館

活動状況 毎月第2土曜日午前中、第4土曜日午後　
会費：年 1,200円

会員数 正会員11名

URL http://kodairateigen.blog68.fc2.com/

活動の分野

No: 109

3、7

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 こだいら自由遊びの会

代表者 足立　隆子

連絡先 足立　隆子 〒187-0032 小川町1-445-1-1-607

電話 ０９０－１７７１－７４３１ FAX ０４２－３４４－６５０８

E-mail miyu123@gj8.so-net.ne.jp     kodaira.jiyuuasobi@gmail.com

活動内容 毎月1回｢自由遊びの会｣を開催｡林の中では手造りのロープ遊具をふんだんに用意して
冒険遊び、キャンプ場では火を使ってやきいもやもちつきなど冬の遊びをする。木工
作、ベーゴマ、チャンバラ、ドロケイなど大人も子どもも一緒になって遊んでいる。
夏は一泊キャンプや連続プレーパークを開き、夢中になって遊ぶ。小平プレーパーク
準備委員会／自由遊びの会より名称変更

主な活動場所 中央公園東側の雑木林、子どもキャンプ場　　　　　　

活動状況 毎月1回位10:00～17:00
入会金 1,000円　正会員 5,000円　賛助会員 3,000円

会員数 19名

URL http://plaza.rakuten.co.jp/kodairaplaypark/

活動の分野

No: 110

13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 ジャグリング、マジックバルーンができる人がいる。占い師がいる。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平手話サークル

代表者 相川　浩一　　

連絡先 小平市社会福祉協議会ボランティア
センター

〒187-0043 学園東町1-19-13（福祉会館ボラ
ンティアセンター内）

電話 ０４２－３４６－１４２４ FAX ０４２－３４１－６２２０

E-mail

活動内容 聞こえる人達が、聞こえない人や聞こえにくい人達と楽しみながら交流。手話グルー
プ「トライ」の一員として、小中学校での体験学習･手話教室への協力。手話や聴覚障
がいの理解を市民に広めるため、市民まつりに参加している。また障害者センター・
あおぞらセンター等のまつりでの手話通訳、福祉バザー等への協力活動をしている。

主な活動場所 福祉会館

活動状況 火曜日19:00～21:00
会費：年 2,400円

会員数 60名

URL

活動の分野

No: 111

1、2、6

特徴・売り・裏技 華道ができる人、茶道ができる人などもいます。いろいろな職種の人がいます。

(法人格)

特別認可法人団体名 小平商工会

代表者 猪熊　勇一 会長

連絡先 事務局長　尾山　ひろみ 〒187-0032 小川町2-1268

電話 ０４２－３４４－２３１１ FAX ０４２－３４３－０５０５

E-mail ks@kodaira.or.jp

活動内容 経営・金融・税務・労務など事業者の支援を実施する地域総合経済団体です。
講習会・講演会や相談会も実施。創業塾や創業相談など創業予定者や起業についても
サポート。また商店会の支援や地域活性化の事業として「産業まつり」「こだいらサ
ミット」「市民ふれあい音楽祭」など多彩なイベントも開催しています。

主な活動場所 小平商工会館

活動状況 毎週月～金曜日（土・日・祝祭日、年末年始を除く）9:00～17:30

会員数 1,800名

URL http://www.kodaira.or.jp

活動の分野

No: 112

3、16

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平少年少女青空学校

代表者 樋口　真寿美

連絡先 高橋　光子 〒187-0031 小川東町2-13-4-403

電話 ０４２−３４３−８８１８ FAX ０４２−３４３−８８１８

E-mail

活動内容 小学2年生から中学3年生の異年齢集団の力を活かしての活動をしている。1974年に発
足。
誰でも参加できるキャンプ等の青空学校は、春と夏に実施。他に、市内の6つの少年団
は子ども主役での自主的な活動を定期的に行っている。自分が認められ、仲間と関る
喜びが実感できる場にしている。

主な活動場所 公民館、地域センター、公園（広場）

活動状況 １．青空学校（年2回）市報やチラシで募集
２．少年団活動（市内に6団体）月2回
会費：月200～300円

会員数

URL

活動の分野

No: 113

13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平市洋舞連盟

代表者 竹内　泉

連絡先 竹内　泉 〒187-0002 花小金井1-7-13

電話 ０４２－４６８－１６８８ FAX

E-mail info@izumi-t-ballet.jp

活動内容 秋の市民文化祭では、毎年ルネこだいらの大ホールでバレエフェスティバルを開催
し、舞台を通して会員の親睦を図り、特に子ども達の情操教育に力を入れ、市の文化
向上に貢献しております。

主な活動場所 ルネこだいら大ホール

活動状況 秋の小平市民文化祭「バレエフェスティバル」

会員数 180名

URL

活動の分野

No: 114

2、6、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

一般社団法人団体名 小平青年会議所

代表者 宮﨑　進

連絡先 信山　武蔵 〒187-0001 大沼町5-9-8泉蔵院内

電話 ０９０－２２１７－５９３６ FAX ０４２－３４３－４８５５

E-mail

活動内容 奉仕・修練・友情の三信条の下「明るい豊かな社会」の実現を理想として活動してい
る20～40歳の高い志を持つ団体です。地域での問題を探り、解決していくために必要
な人々を集い、共に様々な運動展開していくことが最大の目的と考えています。その
ために必要な努力を積み重ねていくことがメンバーの資質の向上にもつながり、地域
の発展に寄与するよう活動しています。　

主な活動場所 小平市内及び都内

活動状況 毎週1回：委員会開催、毎月1回：例会開催

会員数 25名

URL http://www.kodairajc.ne.jp/

活動の分野

No: 115

2、3、6、7、8、9、11、13、16

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 こだいらソーラー

代表者 都甲　公子

連絡先 田中　清子 〒187-0002 花小金井5-55-14

電話 ０４２－４６７－２８６１ FAX ０４２－４６７－２９５１

E-mail kodaira.solar@gmail.com

活動内容 市民共同発電所の設置と運営。
再生可能エネルギーの啓発活動（講演会、セミナー、見学会等）

会員随時募集しています。

主な活動場所 小平市内

活動状況 2013年2月設立。現在、市民共同発電所第1号、2号、3号、4号を設置運営、第5号を準
備中です。

会員数 30名

URL http://kodairasolar.wordpress.com

活動の分野

No: 116

7

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 太陽光発電設置の相談にのります。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平ターゲット・バードゴルフ協会

代表者 牟田　洋一

連絡先 竹之内　千恵子 〒187-0041 美園町3-1-13

電話 ０４２−３４５－５９４８ FAX ０４２−３４５－５９４８

E-mail

活動内容 ①羽付きシャトルボールを1本のクラブで打つミニゴルフです。
②生涯スポーツとして楽しんでいます。
③月1回月例大会開催、東京都の大会にも参加。
④初心者には教室を開き、体験して頂いています。

主な活動場所 萩山公園グラウンド

活動状況 月、水、金曜日
会費：月 700円

会員数 100名

URL

活動の分野

No: 117

6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平たのしい日本語の会

代表者 鈴木　俊明

連絡先 鈴木　俊明 〒187-0004 天神町4-29-38-311

電話 ０４２－３４８－１０２１ FAX ０４２－３４８－１０２１

E-mail nihongo-hanako@hotmail.co.jp

活動内容 地域で生活している外国人に日本語の勉強のお手伝いをしています。また、季節の行
事をみんなで楽しんだり、地域に親しんでもらうように地域で行われるイベント情報
を紹介しています。
ボランティアは常時募集中。
日本語を教える資格はいりません。まずは、見学にどうぞ！

主な活動場所 花小金井南公民館

活動状況 会費：月 200円　（入会金なし）
毎週木曜日19:00～20:30（但し、前後約15分のミーティングあり）

会員数 15名

URL http://blog.livedoor.jp/hanako_nihongo-top/

活動の分野

No: 118

2、6、11

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平断酒会

代表者 三田　隆一

連絡先 三田　隆一 〒187-0035 小川西町1-17-3

電話 ０９０－４２４８－７５２４ FAX

E-mail mita-ryuuichi@jcom.home.ne.jp

活動内容 お酒がやめられなくなった人は電話ください！
お酒をもっと上手に飲みたい人！　お酒をもっと綺麗に飲みたい人！　お酒をコント
ロールして飲みたい人！　そのようにお話しになる皆さんはお酒が禁止薬物であるこ
とをご存知ですか？　毎日毒を飲んでいるのですよ！

主な活動場所 小川西町公民館

活動状況 毎月第2・第4火曜日19：00～21：00

会員数 10名程度

URL http://www.tama-danshurengou.jpn.org

活動の分野

No: 119

1、19

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 心のカウンセリングもやっています。
（毎月第3土曜日14:00～16：00）小川西町公民館。

(法人格)

団体名 こだいらＤＶ防止ネットワーク

代表者

連絡先 〒

電話 FAX

E-mail

活動内容 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止に向けた情報と学習活動を行い、広く市
民に防止を訴え、啓発活動を行う。
ＤＶ被害者支援のためのネットワークを整備する。
月に1回電話相談を受けている。

主な活動場所 中央公民館など

活動状況 月1回定例会他
会費：月 500円

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 120

10、12

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平手をつなぐ親の会

代表者 大島　雅子

連絡先 大島　雅子 〒187-0045 学園西町1-8-23

電話 ０４２－３３２－２１２３ FAX ０４２－３３２－２１２３

E-mail Mmasktr3067@yahoo.co.jp

活動内容 知的障がいのある人が地域で安全に安心して暮らし続けることができることを願い、
障がい者福祉の充実を目指し活動している。会員間の親睦や情報交換、研修、行政へ
の提言、また地域の皆さんに知的障がいの特性について知り応援団になってもらいた
いと啓発活動にも力を入れている。

主な活動場所 福祉会館、中央公民館など

活動状況 月1回の役員会、他に学習会や親睦会など不定期開催
会費：正会員　１家庭 年 3,000円・賛助会員 年 1口2,000円

会員数 正会員256名　賛助会員36名

URL

活動の分野

No: 121

1

特徴・売り・裏技 知的障がい啓発活動
接し方体験の手法を用いた講座やパンフレットの配布

（団体の希望でネット非掲載となっています。）

(法人格)

団体名 小平図書館友の会

代表者 剣持　香世

連絡先 伊藤　規子 〒187-0031 小川東町2-13-4-203

電話 ０９０－１７０７－０８６０ FAX ０４２－３４５－７６６０

E-mail sakiitou@ebony.plala.or.jp

活動内容 図書館利用者の交流や学習活動、図書館への提案・協力などを行っています。その他
講演会、古本市、文学散歩、図書館利用者懇談会、障がい者サービス交流会や、図書
館について学ぶ会、声に出して本を読む会、ＹＡを楽しむ会、読書サークル・小平等
も定期開催。会報年2回刊、交流紙年10回刊
≪平成27年度実積≫文学散歩：明治大学博物館、講演会：谷津矢車さん、赤坂憲雄さ
ん
随時会員募集中です。

主な活動場所 中央図書館館外奉仕室、公民館、地域センター、元気村おがわ東ほか

活動状況 活動日：不定期
会費：大人 年 1,000円、大学・高校生 年 500円、中・小学生 年 300円

会員数 約150名

URL http://yamaoji.cocolog-nifty.com/kltomonokai/

活動の分野

No: 122

2、6、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 ティーンエイジャー向けオススメ本の冊子あり。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 こだいら菜の花プロジェクト

代表者 馬場　悦子

連絡先 田中　清子 〒187-0002 花小金井5-55-14

電話 ０４２－４６７－２８６１ FAX ０４２－４６７－２９５１

E-mail BYQ11106@nifty.ne.jp

活動内容 農地保全の目的で、農家と小平市と連携しながら、市内の低利用農地で菜の花を栽培
しています。種を採取し食用油に加工します。また、廃食油を回収してＢＤＦ（バイ
オディーゼル燃料）を製造して、資源循環活動の実践と研究も行っています。

主な活動場所 花小金井4丁目の畑

活動状況 木曜日（収穫期、種まき時期）
年会費： 1,000円

会員数 20名

URL http://www2.kodaira-net.jp/nanohana-project/

活動の分野

No: 123

3、7、17

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 小平産のなたね油（無農薬）を販売しています。
エコキャンドルづくり、ＢＤＦについて、環境学習の出前もやっています。

(法人格)

団体名 小平に循環バスを走らせる連絡協議会

代表者 輿石　眞一

連絡先 富田　早苗 〒187-0001 美園町1-2-16 みそのビル3F 
小平協議会事務所内

電話 ０４２－３４６－１４１１ FAX ０４２－３４６－１４６６

E-mail

活動内容 小平市内の公共交通の拡大充実を行政と協働で進め、4分割した市の3つが実現、残る
一地域（たかの台）も活動が大きく進んでいるので、行政の「走らせる会」を早期に
設置し、生活交通の一次完成を進める。これらを結ぶ小平市内の幹線軸化の具体化を
進めます。

主な活動場所 小平市内

活動状況 基本的人権である移動する権利の保障
市民は自力でいつでもどこへでも好きな時移動できるよう公共交通の充実を行政と協
働で進めている。

会員数 市内を4つに区分けし、各地域にある活動団体には会員がいる。

URL

活動の分野

No: 124

3

特徴・売り・裏技 全国を視野に見学・交流など学習を進めています。

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平日本語ボランティアの会・小川西町

代表者 佐藤　ミツエ

連絡先 佐藤　ミツエ 〒187-0035 小川西町4-18-4-102

電話 ０８０－１１６８－５８３１ FAX ０４２－３０７－８４５１

E-mail satom7878@gmail.com

活動内容 地域在住の外国人が自立した生活ができるように日本語を身につける指導を行う。読
み書きのほか、コミュニケーションをとる上で必要な会話の指導も行う。季節の行事
や行楽などの活動も行う。

主な活動場所 小川西町公民館

活動状況 活動日：毎週水曜日
会費：月　200円

会員数 30名

URL http://knvg.sakura.ne.jp

活動の分野

No: 125

2、11

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平日本語ボランティアの会・一橋学園

代表者 筒石　美智子

連絡先 筒石　美智子 〒187-0022 上水本町4-3-3

電話 ０４２－３２７－９１３７ FAX

E-mail ホームページからご連絡ください

活動内容 地域在住の「日本語を母語としない」方への日本語学習支援を行っています。学習者
の必要に応じた支援（会話だったり、漢字だったり）をしています。
季節の行事なども一緒に楽しみ、互いの文化を学び合っています。

主な活動場所 一橋大学小平キャンパス内国際交流プラザ

活動状況 毎週水曜日　ボランティア18:45～21:00  学習者19：00～20：30
会費：月　 200円

会員数 約40名

URL http://knvg.sakura.ne.jp/h/

活動の分野

No: 126

11

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 小平ハートピア

代表者 永瀬　恒雄

連絡先 永瀬　恒雄 〒187-0013 回田町198

電話 ０４２－４０１－８８３３ FAX ０４２－４０１－８８３３

E-mail heartpia@wish.ocn.ne.jp

活動内容 若者の社会参加支援
①認知行動療法実践講座　②7つの習慣、第8の習慣学習会
③ひきこもり就学支援　④地域4大学とのＮＰＯセミナー　
⑤センター病院畠作業　⑥ハートピアＮＥＷＳ発行
≪メッセージ≫閉された自分のボイスを解放し、社会貢献する人生を学んでみません
か

主な活動場所 福祉会館、元気村おがわ東、センター病院

活動状況 毎月第１～第4水曜　午前、毎週火曜　午前
正会員　入会金 3,000円、会費：年 2,000円
賛助会員1口年 2,000円

会員数 19名

URL

活動の分野

No: 127

1、2、3、10、13、17、19

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 ①強みをひき出す　
②気づきと問題解決力をつける　
③自分で考える力をつける支援

(法人格)

団体名 小平はぐくみプロジェクト

代表者 橋本　直子

連絡先 橋本　直子 〒187-0032 小川町1丁目

電話 ０４２－３１２－３８９５ FAX ０４２－３１２－３８９５

E-mail contact@kodahug.com

活動内容 ①講演会開催…映画「うまれる」自主上映会、講演会「みつめてみよう、大切なもの
～うまれてきてくれて ありがとう～」の開催　
②広場事業…「こだはぐカフェ＠鈴木公民館」、「出張こだはぐカフェ」の開催　
③子育て応援カード事業…妊娠中から未就学児までのお子様のいるご家庭が市内の協
力団体・店舗において特典を受けられるものです。特典は事業主様のご厚意により提
供していただいていて、随時募集しています。

主な活動場所 中央公民館、鈴木公民館

活動状況 活動日：不定期
会費：なし

会員数 10名

URL http://kodahug.com

活動の分野

No: 128

3、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 メンバーはアロマセラピスト、ヨガインストラクター、冷えとり生活普及活動家、栄
養士、保育士、国際中医薬膳師、親業インストラクターなどがいて、子育て中のご家
族のサポートをしています。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平母親連絡会

代表者 岩佐　理恵

連絡先 岩佐　理恵 〒187-0022 上水本町1-12-6

電話 ０４２－３３２－２２１５ FAX ０４２－３３２－２２１５

E-mail iw-mai@jcom.home.ne.jp

活動内容 「生命（いのち）を生み出す母親は　生命を育て　生命を守ることをのぞみます」を
スローガンに、第１回日本母親大会が1955年に開催されました。以来、毎年「母親が
変われば社会が変わる」と、憲法・平和・くらし・民主主義を守る母親運動を重ねて
きました。私達が年１回開催している母親大会in小平は、誰でも参加出来ます。

主な活動場所 中央公民館、あおぞら福祉センター

活動状況 日本母親大会（8月）、東京母親大会（11月又は12月）、小平母親大会（9月）開催と
参加。12/8母親全国連鎖行動（小平駅）

会員数 会員制ではなく、団体・個人加入（どなたでも）

URL

活動の分野

No: 129

10

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平ビデオクラブ

代表者 鷹取　健

連絡先 鷹取　健 〒187-0022 上水本町2-13-7

電話 ０４２－３２２－０６９５ FAX ０４２－３２２－０６９５

E-mail takatori@mirror.ocn.ne.jp

活動内容 ビデオ制作の原案づくりから撮影・編集まで、各会員の作業、例会と発表会で映写し
て作品研究をしている。外部から講師を招いての講習会も実施。
教材ビデオの制作、フルハイビジョン映像の常設の映写室設置を目指して「撮りっぱ
なしの映像を“作品”に」する活動をしている。
1987年6月クラブ設立。

主な活動場所 中央公民館

活動状況 毎月第2水曜日　午後1時30分から活動。
会費：月500円

会員数 17名

URL

活動の分野

No: 130

6

特徴・売り・裏技 幾多のボランティア撮影・編集の経験がありプロもいる。何よりも映像好きばかり。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平ブリッジクラブ

代表者 山本　発造

連絡先 山本　発造 〒187-0011 鈴木町1-364-29

電話 ０４２－３２２－９１２８ FAX ０４２－３２２－９１２８

E-mail

活動内容 コントラクト・ブリッジは、世界中で最も楽しまれているカード（トランプ）ゲーム
です。ブリッジは文学に例えれば推理小説と云えるでしょう。ミステリーの好きな方
には格好のカードゲームです。
この際、ブリッジを楽しんでみませんか、初めての方も大歓迎です。

主な活動場所 津田公民館

活動状況 毎月第1・2・3土曜日9：00～12：00
会費：原則無料（除くコピー代）

会員数 7名

URL

活動の分野

No: 131

6

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 こだいら平和コンサート・合唱団どれみ

代表者 堀川　郁子

連絡先 堀川　郁子 〒187-0031 小川東町4-3-6-401

電話 ０４２－３４４－４５７５ FAX ０４２－３４４－４５７５

E-mail

活動内容 「子どもたちに核兵器も原発もない地球を」と子どもと大人が一緒にうたう合唱団で
す。3月の結団式でスタート。子ども、大人、合同の練習で明るい未来と平和を願い、
いのちを大切にする歌声を、幼児から80代まで幅広い年齢層の大勢の方たちとつくり
あげ、発表します。
今年は第22回こだいら平和コンサート、9月25日に出演します。

主な活動場所 中央公民館、東部市民センター、小平第六小学校

活動状況 月4～5回、火・金・日曜日の夜、土・日曜日の午前中
団費：3～9月　大人 12,000円、学生 5,000円、子ども無料（楽譜代別）

会員数 毎年3月に募集

URL http://www.a.c.auone-net.jp/^kdirhc/

活動の分野

No: 132

6、10

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

- 66 -



[団体別データ]

(法人格)

団体名 こだいら平和コンサート・美術展実行委員会

代表者 柳下　登

連絡先 田中　真理 〒187-0041 美園町2-11-12

電話 ０４２－３０８－８５５７ FAX ０４２－３０８－８５５７

E-mail

活動内容 「子どもたちに核兵器も原発もない地球を」めざし、被爆50年の1995年に発足。以来
毎年9月に、ルネこだいら大ホールでのコンサート、展示室での美術展を企画、開催し
ている。主旨に賛同する市民なら誰でも参加できる。第22回のコンサートを9月25日
（日）に、美術展を25、28～30日に実施予定。

主な活動場所 美園地域センター

活動状況 月1度（不定期）会費：なし

会員数 25名（実行委員）

URL

活動の分野

No: 133

6、10

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平マジック連合会

代表者 太田　史郎

連絡先 太田　史郎 〒187-0043 学園東町1-23-15

電話 ０４２－３４１－８６０４ FAX ０４２－３４１－８６０４

E-mail shiro1944@jcom.home.ne.jp

活動内容 毎月の定例会では技術向上を目指し練習に励み、会員同士の親睦を深める会になって
います。年に20回以上行っているボランティア活動は病院、養護施設、学校、老人
ホームなど多方面で行っています。どこの会場でも多いに楽しんでもらっている事は
会員の大きな励みになっています。新会員募集中です。

主な活動場所 小平マジッククラブ　上宿公民館　第2・3・4土曜日
マジックむさし会　なかまちテラス（仲町公民館）　第1・3・5金曜日

活動状況 上記参照
会費：月 500円

会員数 小平マジッククラブ　17名　マジックむさし会　17名　計 34名

URL

活動の分野

No: 134

6

特徴・売り・裏技 マジック実演（訪問ボランティア）
マジック指導（主に小学生。小学校・学童クラブ訪問）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平丸ポスト愛好会

代表者 内野　三次 小平丸ポスト愛好会会長

連絡先 野田　義和 〒189-0024 東村山市富士見町1-12-2-2-102

電話 ０４２－３９３－２０１８ FAX ０４２－３９３－２０１８

E-mail ynoda1005@yahoo.co.jp

活動内容 小平市内に、通称「丸型ポスト」と呼ばれる昔懐かしいものが33基も残され、都内の
自治体の中で一番多く残存しています。この丸型ポストをモデルにした大きい丸ポス
ト（高さ2.8ｍ）がルネこだいら前にあります。これらの丸型ポストを題材に写真コン
テストやラリーなどの支援をして、街づくり、町おこしなどに貢献しています。

主な活動場所 ルネこだいら大きな丸ポスト

活動状況 小平まつり参画、他不定期に開催
会費：年 2,000円

会員数 約30人

URL

活動の分野

No: 135

3

特徴・売り・裏技 ルネこだいら前の丸ポストの大きさは高さ2.8ｍ、胴径0.8ｍもあります。その大きな
ポストの頭部には小平市制50周年（Ｈ24年）記念に10歳の子どもたちの「10年後への
メッセージ」のカプセルが入っています。

(法人格)

団体名 こだいら　水と緑の会

代表者 馬場　政孝

連絡先 馬場　淑子 〒187-0023 上水新町1-3-15

電話 ０４２－３４５－６７７２ FAX ０４２－３４５－６７７２

E-mail gaia@fc5.so-net.ne.jp

活動内容 「生き物の生きにくい社会は人間も生きにくい」をモットーに、小平市を流れる用水
路を市民の共有財産としての「せせらぎ」として整備・保全することで､より良い水辺
景観を創出し、小平市をより魅力的なまちとする｡用水路の清掃・公園の整備・小学校
への出前授業等、幅広い活動をしています。

主な活動場所 小平市

活動状況 第1・2水曜日午前中グリーンロード親水公園整備
第3水曜日午前中　小川緑地
第4水曜日午前中　定例会
会費：年　2,000円

会員数 20名

URL http://www009.upp.so-net.ne.jp/water-green/

活動の分野

No: 136

7

特徴・売り・裏技 出前授業ではオリジナルのパンフレットを使用し、簡単な実験もします。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平ユネスコ協会

代表者 野崎　耕一

連絡先 西村　弘 〒187-0032 小川町1-780

電話 ０４２－３４１－７９４１ FAX ０４２－３４１－７９４１

E-mail hiro.nishi@jcom.home.ne.jp

活動内容 ・文化財保護活動：玉川上水を世界遺産に
・文化活動：コンサート
・生涯学習：ハングル語講座、折り紙教室など
・国際交流活動：世界の料理を囲む集い　日米交流おひなまつりパーティー
・市民まつり参加

主な活動場所 公民館、ルネこだいら、玉川上水など

活動状況 講座等は月2回　その他随時

会員数 40名

URL

活動の分野

No: 137

2、6、7、10、11

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平要約筆記サークル「ほおずき」

代表者 松田　順子

連絡先 松田　順子 〒187-0031 小川東町1-2-18

電話 ０４２－３３２－５８３７ FAX ０４２－３３２－５８３７

E-mail yorikomz@yahoo.co.jp

活動内容 文字による通訳である要約筆記と、人生半ばで聞こえを失った方や聞こえにくい方
（中途失聴・難聴）の存在とサポート方法を市民に知ってもらう活動をしている。そ
の一環として「聞こえのお役立ちブック」を作成し、各所に配布。26年度は要請によ
り、支援として会議の記録を担当。同時に誰もが参加できる会議ルールも発信。

主な活動場所 福祉会館

活動状況 第１・２・３水曜日10:00～12:00
会費：年 2,400円

会員数 20名

URL

活動の分野

No: 138

1、3

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 筆談ボード作成および販売
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 小平リトルシニアリーグ野球協会

代表者 宮﨑　照夫

連絡先 藤原　鐵朗 〒187-0004 天神町2-3-21

電話 ０４２－３４５－２９５８ FAX ０４２－３４５－２９５８

E-mail t.s.1711@hb.tp1.jp

活動内容 小学生から中学生を対象にした硬式少年野球の団体です。硬式野球を通じ挨拶、礼
儀、マナーを学び、強い体力と精神力を養います。練習には手づくりのおにぎりを頂
き、感謝の気持ちを覚えます。野球の正しい技術も教え、高校、大学更にはプロ野球
選手も輩出しています。

主な活動場所 市内グラウンド

活動状況 土曜･日曜・祭日
会費：小学生4,000円/月、中学生6,000円/月　

会員数 86名

URL

活動の分野

No: 139

13

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 小平わかばの会（認知症と介護を考える家族の会）

代表者 髙橋　千秋

連絡先 髙橋　千秋 〒187-0024 たかの台23-8

電話 ０４２－３４４－９４３２ FAX ０４２－３４４－９４３２

E-mail

活動内容 ①認知症の人を介護したり気になっている人達の親睦と相談活動
②認知症に関して地域社会に正しい理解を得る為の啓発活動
③関係諸団体との連携、行政への要請
④老人施設、病院でのボランティア
⑤認知症の介護や予防等の学習会
⑥小平市認知症介護家族支援の会、大学、専門学校等に協力

主な活動場所 福祉会館

活動状況 毎月1回（第3金曜日）13:30～15:30
会費：年 1,000円

会員数 70名

URL

活動の分野

No: 140

1

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 子ども未来研究所「あるあーと」

代表者 柴﨑　嘉寿隆

連絡先 岡村　文子 〒189-0023 東村山市美住町1-4-1グリーンタ
ウン美住一番街16-404

電話 ０３－３７７９－１２３６ FAX

E-mail kodomomirai@cof.or.jp     monezo-pal@ezweb.ne.jp

活動内容 「家族は皆、芸術家」を理念に持つ2歳～小2までの親子のためのアートセラピーで遊
ぶ教室です。幼児期にのびのびと表現したことをおうちの人に認め受け止めてもらえ
ることは大切な体験です。そのことをサポートする場です。親子で自由にのびのび表
現し家族皆が豊かな人生のアーティストになることを目指しています。

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ会議室

活動状況 月1回 土曜日または日曜日
参加費：1人1回　2,100円

会員数 ７名

URL http://www.cof.or.jp/

活動の分野

No: 141

6、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 幼稚園、保育園などのイベントに出張アートセラピー。
震災時などの心のケアのためのアートセラピーの提供。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 子ども未来研究所「こあっぽあーと」

代表者 柴﨑　嘉寿隆

連絡先 岡村　文子 〒189-0023 東村山市美住町1-4-1グリーンタ
ウン美住一番街16-404

電話 ０３－３７７９－１２３６ FAX

E-mail kodomomirai@cof.or.jp     monezo-pal@ezweb.ne.jp

活動内容 「子どもは皆、芸術家」を理念に持つ小学生のためのアートセラピーで遊ぶ教室で
す。アートを通してのびのび表現することで、表現力、判断力、決断力、創造力を養
います。また、アートは感情表現やコミュニケーションをやさしく手助けしてくれま
す。一人ひとりの個性を尊重し存在を承認する場作りをしています。

主な活動場所 津田公民館　市民活動支援センターあすぴあ会議室

活動状況 参加費：1人1回2,100円

会員数 10名

URL http://www.cof.or.jp/

活動の分野

No: 142

6、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 小学校などのイベントに出張アートセラピー。
震災時などの心のケアのためのアートセラピーの提供。

- 71 -



[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 こども未来ラボ

代表者 芋生　多恵子

連絡先 芋生　多恵子 〒187-0022 上水本町1-2-5

電話 ０４２－３５９－４５８７ FAX

E-mail machikado.mirai.imotae@gmail.com

活動内容 子ども未来ラボは子どもたちの発達障がいある・なしに関わらず一人ひとりのちがい
を尊重でき、自立へのサポートを地域でしていく活動をしています。
＊ステップアップノート（寸断されない支援のための記録ノート）発行
＊親カフェ/勉強会の開催
＊学習支援（まちかど未来塾との情報共有・発達共助）

主な活動場所 まちかど未来塾内　こども未来ラボ室

活動状況 イベント開催日、第1、4土曜日

会員数 25名

URL http://www.mirailabo.org/

活動の分野

No: 143

2、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 1回/年シンポジウムの企画/開催を通じて発達障がいに関して「広く・正しく伝えてい
く」活動

(法人格)

団体名 子ども∞幸せ円卓会議 in こだいら

代表者 岩嶋　寿子

連絡先 岩嶋　寿子 〒187-0022 上水本町6-6-35

電話 ０４２－３２６－３０７６ FAX ０４２－３２６－３０７６

E-mail

活動内容 地域の子どもたちの身近な大人として、今年度は児童養護施設でのプレーパークとＤ
ＶＤ『もがれた翼』×ワールド・カフェを実施。子どもたちが様々な暴力に“ＮＯ”
といえるようにと、昨年度助成金で小学生向け・中高校生向けのパンフレットを作成
した。このパンフレットを活用して、来年度はミニ講座等の実施を計画中。

主な活動場所 中央公民館他

活動状況 月1回の定例会、子どもと子どもを取りまく人向けのワークショップを年2～3回、講演
会の企画・実施

会員数 15名

URL

活動の分野

No: 144

2、8、10、11

　　　むげんだい

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 プレーパーク、こども劇場、男女共同参画などにかかわっている多様なメンバーが
参加しています。
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[団体別データ]

(法人格)

認定特定非営利活動法
人

団体名 コミュニティケアリンク東京

代表者 山崎　章郎

連絡先 ＮＰＯ事務局　中川　稔進 〒187-0012 御幸町131-5ケアタウン小平

電話 ０４２－３２１－５９８５ FAX ０４２－３２１－５９８２

E-mail linktokyo-jim@w7.dion.ne.jp

活動内容 私たちは、訪問看護、通所介護、居宅介護支援を主な活動とし、ホスピスケアの理念
の下に集まったスタッフ、地域のボランティアが協働し、コミュニティケアを実践し
ています。また、絵本文庫など子育て支援活動やアロママッサージサロンなどを行
い、医療や福祉、地域、世代を越えた交流活動を行っています。

主な活動場所 ケアタウン小平（御幸町131-5）

活動状況 月～土曜日

会員数 127名

URL http://caretownkodaira.net/npo/

活動の分野

No: 145

1、6、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 災害ボランティア 未来

代表者 峰岸　浩次

連絡先 野田　義和 〒189-0024 東村山市富士見町1-12-2-2-102

電話 ０４２－３９３－２０１８ FAX ０４２－３９３－２０１８

E-mail ynoda1005@yahoo.co.jp

活動内容 私たちの市民災害ボランティアの活動内容は、自然界で発生する地震、洪水、大雪な
どによる被災地に対して、その復旧のためのお手伝いやその被災地の復興のためのア
フタケアをしています。東北震災の復興には未だお手伝いが必要であり、被災地の要
望に対し、末永く寄り添いながら支援活動をしています。

主な活動場所 被災地支援（東北・関東など）

活動状況 定例会議：2ヶ月/1回、企画実施適時
会費：1,000円/半年

会員数 約15名

URL

活動の分野

No: 146

8

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 東北被災地の支援をしていますが、現在はコミュニティの支援、特に子ども達への支
援を多くしています。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 サポートクラブあすなろ　あすなろの家

代表者 鈴木　操

連絡先 向笠　聡 〒187-0035 小川西町5-13-24

電話 ０４２－３４４－９６５２　０７０
－５３７１－４４５９

FAX ０４２－３４４－９６５２
　　　

E-mail asnaro@lime.plala.or.jp  携帯アドレスasunaro-nakama@willcom.com

活動内容 身体に障がいのある子ども(学齢期)の放課後活動や長期休暇中の活動を支援し、豊か
な生活を目指しています。H27より就学前の児童発達支援も始めました。地域社会の中
での様々な経験を通じて社会性を身につけ理解促進にもむすびつくことを目指してい
ます。
多くのボランティアを募集しています。

主な活動場所 あすなろの家（小川西町5-13-24）

活動状況 (学齢)月・火・水・木・金・土　(就学前)火・木(午前)
法人年会費　2,000円

会員数 30名

URL

活動の分野

No: 147

1、13

特徴・売り・裏技 作業療法士による訓練及び摂食指導も行っています。
小平市報配布のお仕事があります。

(法人格)

団体名 ３．１１に学ぶ小平の減災を考える会

代表者 渡邊　恵子

連絡先 渡邊　恵子 〒187-0002 花小金井5-17-33サンフラワ- 
101

電話 ０８０－６０１９－２３８５ FAX

E-mail the-lady-yuna_bb-hb@quartz.ocn.ne.jp

活動内容 東日本大震災をはじめとした過去の災害に学び、小平の防災、特に減災について、市
民が日頃感じていること、考えていることを話合い、アイデアを出し合って、参加者
の減災への意識を高め、知恵をつけることを目的にして活動しています。

主な活動場所 中央公民館

活動状況 毎月第3土曜日9:30～12:00

会員数 6名

URL

活動の分野

No: 148

8、9

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 防災に関心を持つ、一般市民・自治会の防災担当者・市民活動団体会員・防災会議の
委員・障がい者、被災体験者・防災士等多彩な市民の集まり
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 視覚障害者パソコン教室

代表者 羽鳥　富三

連絡先 羽鳥　富三 〒187-0002 花小金井7-11-15

電話 ０４２－３４４－７５６０※ FAX

E-mail hato@jcom.home.ne.jp　 ※連絡はできるだけメールを希望します。

活動内容 視覚障がい者の情報確保、発信を為す道具として、音声パソコンを操作し、メール通
信等の知識・技術の習熟と同時に仲間との交流を通してより正しい情報知識を学び合
うことで、日常生活への自信を取り戻し、地域社会参加を優しく支援します。市内は
もとより近隣市民も自由に参加でき、知識・技術を学び、情報交流の場とします。
ＰＣボランティア募集。あなたの「目」を 貸して下さい。資料の読み上げ、又は 
データ入力を支援してください。

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ会議室

活動状況 金曜日　午前中

会員数 20名

URL

活動の分野

No: 149

2、3、14、17

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 見えない私たちは音声を頼りにブラインドタッチでタイピング！
すべての操作をキーボードを打って行っています。

(法人格)

団体名 自転車スイスイ

代表者 岩本　博子　　

連絡先 岩本　博子　 〒187-0041 美園町2-19-16-2

電話 ０４２－３０８－８０３５ FAX ０４２－３０８－８０３５

E-mail iwamotohiroko@jcom.home.ne.jp

活動内容 健康・環境に優しい自転車利用が注目されているが、まだまだインフラ整備が追いつ
かず、自転車のルールも徹底されてないため自転車関連の事故が多発している。こう
した状況を周知するため広報紙の発行や講演会の開催など市民向けの啓発活動を行う
とともに、行政に対して自転車レーンの整備などの環境整備を求め活動している。

主な活動場所 中央公民館、小川西町公民館

活動状況 例会：不定期　月1回　19:00～21:00

会員数 20名

URL http://www.kodaira-net.jp/kd80000024/

活動の分野

No: 150

1、3、7、9、18

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 市民サークル「憲法と生活」

代表者 加藤　幸雄

連絡先 加藤　幸雄 〒187-0043 学園東町3-15-16

電話 ０４２－３４３－７０６７ FAX ０４２－３４３－７０６７

E-mail yc-kato@mra.biglobe.ne.jp

活動内容 憲法が市民生活の基礎であることを認識し、憲法の学習をとおして、議論し、仲間づ
くりをする。
現在、第2木曜日は会員相互に「日本国憲法を生んだ密室の九日間」鈴木昭典著（角川
文庫）を1章づつ、疑問点、問題点を報告し合い、議論する。第4木曜日は、中央大学
名誉教授清水睦先生より、先の問題等について意見、考えなどを聴き、さらに議論す
る。

主な活動場所 中央公民館

活動状況 月2回（第2・4木曜日　午前）

会員数 19名

URL

活動の分野

No: 151

6、10

特徴・売り・裏技

(法人格)

公益社団法人自彊術普
及会

団体名 しゃくやくの会

代表者 藤巻　真木

連絡先 小竹　幹子 〒187-0044 喜平町1-10-15-3

電話 ０４２－３２５－３０８９ FAX ０４２－３２５－３０８９

E-mail

活動内容 文部科学省所管、公益社団法人自彊術普及会は、日本最初の健康体操で31動作があ
り、20分で極限まで動かす全身運動で、大人・子供・病弱者にもできる独特の呼吸法
と号令を用いる。大正5年から始まり、ＮＨＫでも取り上げられ、会員は海外も含め日
本全国で5万人以上になる。治療を目的とした運動療法は自彊術ただひとつである。

主な活動場所 喜平地域センター3階

活動状況 第2・第4水曜日13:00～16:00
月謝： 2,000円（4回）　会費（普及会費）：年 3,000円

会員数 15名

URL

活動の分野

No: 152

3、6

特徴・売り・裏技 無料体験実施中
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 終活を考える会　小平

代表者 加藤　史郎

連絡先 加藤　史郎 〒187-0004 天神町4-15-11

電話 ０５０－５８３７－７５９３ FAX ０４２－３３２－２４２８

E-mail f.katoon@gmail.com

活動内容 「終活」についての勉強会を行っています。
また、専門家を講師に招いてセミナーや相談会を開催しております。
会員随時募集しております。

主な活動場所 小平市民活動支援センターあすぴあ会議室
天神地域センター

活動状況 奇数月にセミナー。相談会を開催
毎月第一金曜に勉強会

会員数 5名

URL

活動の分野

No: 153

2、18

しゅうかつ

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 行政書士、社会保険労務士の資格を持つ会員がいます。

(法人格)

団体名 １６ミリ映画をみる会

代表者 関根　明美

連絡先 関根　明美 〒187-0032 小川町1-972

電話 ０４２－３４２－３４３５ FAX ０４２－３４２－３４３５

E-mail

活動内容 一般では上映されなくなった、民主的・良心的な作品を皆さんの合意のもとで選び、
見ようという会です。都立多摩図書館や独立プロなどから16ミリフィルムやビデオな
どを借用し、市民の皆さんといっしょに鑑賞し語りあい、社会認識を深め、また市民
の輪も広げられたらと思います。世話人6人で進めています。

主な活動場所 中央公民館　

活動状況 毎月第3土曜日18:30～（7・8月のいずれかと、12月はなし）
資料代：1回 300円（小・中学生無料）

会員数 約30名（当月の会に参加した方がその月の会員）

URL

活動の分野

No: 154

2、10

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 熟年いきいき会

代表者 太田　史郎

連絡先 太田　史郎 〒187-0043 学園東町1-23-15

電話 ０４２－３４１－８６０４ FAX ０４２－３４１－８６０４

E-mail shiro1944@jcom.home.ne.jp

活動内容 高齢者が現在住んでいる地域で、熟年がいきいきと過ごすために必要なあらゆる地域
活動、情報とサービスを提供します。講演会、おしゃべりサロン、伴侶を亡くした人
が語り合う会、市民うたごえ祭り、カラオケ、ミニおしゃべりサロン、ウォーキング
などを定期的に開催しています。年間開催行事は85回以上です。

主な活動場所 中央公民館　福祉会館

活動状況 第1火曜日、第1・3水曜日、第4木曜日、第3土曜日
資料・お茶代：会員100円、一般200円

会員数 90名（28年1月20日現在）

URL

活動の分野

No: 155

1、2、3、14

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 講師派遣可能
マジック実演

(法人格)

団体名 手話サークル　火曜会

代表者 吉田　照子

連絡先 佐藤　隆子 〒187-0042 仲町155-38

電話 ０４２－３４８－３１１８
０９０－４６６５－０７３９

FAX ０４２－３４８－３１１８
　　　　　

E-mail

活動内容 1978年１月設立。聴覚障がい者との関わりと手話技術の向上を目指して、社会福祉協
議会の協力団体として活動中。2015年度も昨年同様新しいメンバーが多数加入し、積
極的に活動に参加があり喜んでいる。総合的な学習では小平市内の小学校の交流でパ
ワーをもらっている。関心のある方はぜひ一度見学を。

主な活動場所 福祉会館　集会室

活動状況 毎週火曜日13:30～15:30（夏休みあります）
会費：年 2,400円

会員数 40名

URL

活動の分野

No: 156

1

特徴・売り・裏技 手話

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人　団体名 春望　生活リハビリセンター六三四

代表者 山口　明 理事長

連絡先 山口　明 〒187-0042 仲町364-1

電話 ０４２－３４３－１８９５ FAX ０４２－３４６－０２８３

E-mail npo1895@syunbou.jp

活動内容 熊野宮神社境内の隣に、障害者福祉サービス事業、生活介護として活動中。リハビリ
体操・革工芸の作成・趣味活動・食事や清掃等の一つ一つの全てを生活の中のリハビ
リと考え、メリハリのある1日を柱として、自分で出来る事を日常の中で継続し、今出
来る事が出来なくなる事を防ぐことを目的に活動しています。

主な活動場所 〒187-0042　仲町364-1　生活リハビリセンター六三四内

活動状況 土・日曜日休み　送迎を利用の方（往復）1回　150円
障害福祉サービス事業（生活介護）による負担

会員数 31名　

URL http://www1a.biglobe.ne.jp/syunbou/

活動の分野

No: 157

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むさし

特徴・売り・裏技 平成26年10月1日より
生活介護事業：生活リハビリセンター雅（みやび）
共同生活援助：青粋（いき）ケアホーム
特定相談支援事業：スカイサポートセンターを開設しました。

(法人格)

社会福祉法人つむぎ団体名 障害者支援施設 おだまき　おだまき工房

代表者 山路　憲夫　　　　　

連絡先 岡田　眞人（元気村）
宮崎　淳子（工房）

〒187-0031 小川東町4-2-1 小平元気村おが
わ東、おだまき工房：学園東町
1-23-23

電話 ０４２－３４６－４５３０、 おだ
まき工房０４２－３４１－７１０７

FAX ０４２－３４６－４５３０ 、おだ
まき工房０４２－３４１－７１０７

E-mail

活動内容 身体障がいや知的障がい、精神障がいのあるメンバーがはたおりの作業を楽しみなが
らバッグやコースターをつくっています。子ども達とのはたおり教室や夏と冬の展覧
会を通して、地域との交流にも力を入れています。学園坂商店街に、お店を兼ねた作
業所「おだまき工房」があり、障がいのある人の就労支援に力を入れています。平成
23年8月に美園町にグループホームを開所しました。

主な活動場所 元気村おがわ東

活動状況 月～金曜日 9:00～17:00

会員数 定員28名

URL http://odamaki.jimdo.com/

活動の分野

No: 158

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 障がい者職業支援飛行機雲

代表者 陳野　博俊

連絡先 陳野　博俊 〒187-0032 小川町2-1341-204

電話 ０８０－３５８８－９６２８ FAX

E-mail task_7_24norain_norainbow@yahoo.co.jp    xgafzxsggm@i.softbank.jp

活動内容 障がい者、高齢者、ホームレスに対する、職業支援の為のコミュニティ食堂の立ちあ
げ。都営住宅の集会所を食堂にリフォームして、独立する高齢者、障がい者の食事と
買物をサポートする支援の立ちあげ。
他地域のＮＰＯ法人の実行委員として参加し、認知症予防プログラムの養成講座の手
伝い。
（文京区地域医療・福祉サービス振興会）

主な活動場所 都内全域（東京都全域）

活動状況 1年365日
年会費一口1,000円+寄付金

会員数 40名（会員20名　サポートメンバー20名）

URL http://hikoukigumo.minibird.jp/

活動の分野

No: 159

2、6、11、17

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 障害者パソコン勉強会「飛躍」

代表者 須藤　金治

連絡先 須藤　金治 〒187-0032 小川町１－３６１－２

電話 ０４２－３４３－７７３０ FAX ０４２－３４３－７７３０

E-mail

活動内容 会の第一目的は小平在住の障害者初心者パソコン教室です。
障害者に、優しく、ゆっくり、くりかえし、の教室です。
初心者募集していますのでお電話ください。
（貸し出しパソコンありませんので持参できる方）

主な活動場所 障害者福祉センター、2階、第一会議室

活動状況 毎月、第一火曜日、第三火曜日、13：30～16：00
（教材費、月500円）

会員数 8名

URL

活動の分野

No: 160

2

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人なごみ福
祉会

団体名 食事サービスセンター　なごみ

代表者 伊藤　仁道

連絡先 河村　加代子 〒187-0041 美園町1-4-1

電話 ０４２－３４５－２１１８ FAX ０４２－３４５－２１１８

E-mail nagomi-welfare@cd.wakwak.com

活動内容 精神障がい者の就労継続支援Ｂ型事業所です。活動内容は小平市を中心に高齢者・障
がい者等の食事作りが困難な方々に昼・夕食のお弁当を作り、宅配をしています。一
緒に調理をして下さる方、また車で配達をしていただけるボランティアさんを募集し
ています。
また、入れておくだけで臭いと湿気を取るシューズ・キーパーも製作、販売していま
す。
ご希望の方はご連絡ください。

主な活動場所 食事サービスセンターなごみ

活動状況 月～金曜日

会員数 メンバー20名、職員5名

URL

活動の分野

No: 161

1

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 女声合唱団　コール　ライタゴ

代表者 塚原　直子

連絡先 塚原　直子 〒187-0045 学園西町3-20-2

電話 ０４２－３４３－８２６７ FAX ０４２－３４３－８２６７

E-mail

活動内容 コール　ライタゴは、歌う事が大好きな女性の集まりです。
先生の丁寧でやさしいご指導のもと、声の出し方や歌い方などを楽しく練習していま
す。毎年、合唱祭にも参加しております。
2015年春には30周年記念演奏会をルネこだいら中ホールで、満席のお客様を迎え開催
することが出来ました。団員募集中！

主な活動場所 中央公民館など

活動状況 土曜日9：30～12：00（月に、3～4回）

会員数 24名

URL

活動の分野

No: 162

6

特徴・売り・裏技

- 81 -



[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 自立生活センター・小平

代表者 竹島　圭子

連絡先 小泉　信治 〒187-0003 花小金井南町1-26-30パラシオ
102

電話 ０４２－４６７－７２３５ FAX ０４２－４６７－７３３５

E-mail cilkodaira3@hotmail.com

活動内容 障がい者向けに障がい種別を問わず、自立生活プログラム、ピア・カウンセリング、
相談業務を行っている。それに伴って介護派遣も行っている。施設、特別支援学校が
多いという地域の特性を考えて、真に障がい当事者が必要とするサービスを提供して
いる。
センターの特徴として、最重度障がい者（人口呼吸器使用者等）に対する介護派遣の
実績がある。

主な活動場所 小平市、小金井市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、東村山市、杉並区、中野区、練馬
区

活動状況 365日24時間
会費：年 4,200円

会員数 207名

URL http://www.cilkodaira.net

活動の分野

No: 163

1、3、10、19

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 新小平さくら保育園

代表者 大島　博子

連絡先 新小平さくら保育園（大島　博子） 〒187-0032 小川町2-1991-7コンフォルト
シェリー101

電話 ０４２－３４５－５３５５ FAX ０４２－３４５－５３５５

E-mail

活動内容 認証保育園の運営事業、子育て家庭への育児相談、一時預り保育、子育てに関する情
報提供事業、公開保育。

主な活動場所 新小平さくら保育園内

活動状況 月～土
（日、祝日、祭日、年末年始は休み）

会員数

URL http://ssakura.sakura.ne.jp/

活動の分野

No: 164

13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 森林資源活用バンク

代表者 阿部　宗太郎

連絡先 阿部　宗太郎 〒187-0003 花小金井南町2-5-3

電話 ０９０－５７８５－５３３７ FAX ０４２－４６１－７４５２

E-mail abe@shinrinbank.org

活動内容 間伐材等の森林資源の流通・橋渡し事業。未利用材・間伐材活用商品の開発、製造、
販売事業。
林地残材・間伐材等活用に関する情報収集及び情報提供事業。
森林保全のための森づくりの啓発事業。未利用材・間伐材・炭製品等通信販売事業。

主な活動場所 東京都

活動状況 不定期

会員数 15名

URL http://www.shinrinbank.org

活動の分野

No: 165

7、16

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 水彩色鉛筆の会

代表者 小林　和夫

連絡先 小林　和夫 〒187-0032 小川町1-111-10

電話 ０４２－３４３－３８５８ FAX ０４２－３４３－３８５８

E-mail apress_5622@jcom.home.ne.jp

活動内容 私たちのサークルは毎月2回、花小金井南公民館で活動しています。水彩色鉛筆画は、
身近にある果物や切り花などをモチーフに色鉛筆で描いたあと水筆で加筆して完成で
す。色鉛筆で描いた絵と、その絵に水筆で加筆した絵との違いに面白さがあり、ま
た、水筆の加筆加減によっても絵の印象が変わってきます。

主な活動場所 花小金井南公民館

活動状況 毎月2回　第1水曜日と第3水曜日　ＰＭ19：00～21：00
月謝：2,000円

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 166

6、12

特徴・売り・裏技 このサークルは絵が好きであれば誰でも入会できます。特別な制約はありません。

- 83 -



[団体別データ]

(法人格)

団体名 すきっぷ

代表者 糸賀　まなみ

連絡先 糸賀　まなみ 〒187-0041 美園町1-28-2

電話 ０４２－３１３－４６９２ FAX ０４２－３１３－４６９２

E-mail

活動内容 知的障がいのある方を対象に、エアロビクスクラブとミュージックベルクラブを開催
しています。講師の先生をお招きして、障がいをお持ちの方でも参加しやすいプログ
ラムを工夫して頂き､毎回楽しく活動しています。随時体験入会を受け付けております
のでお待ちしております。一緒に活動していただけるボランティアさんも募集中で
す。

主な活動場所 小平第二小学校体育館・音楽室、元気村おがわ東屋内広場

活動状況 エアロビクス　月2回（土）　会費：年6,000円
ミュージックベルクラブ　月1回（日）　会費：年 6,000円

会員数 8家族

URL

活動の分野

No: 167

1

特徴・売り・裏技 例えば、老人ホーム、施設等にうかがって、ミュージックベルの演奏をする事ができ
ます。

(法人格)

団体名 すまいるサロン

代表者 伊藤　千賀子

連絡先 伊藤　千賀子 〒187-0045 学園西町

電話 ０８０－５４７４－７５６１ FAX

E-mail Chikako.kazu25@gmail.com

活動内容 ・元気な高齢者の活躍の場。
・介護者のコミュニティの場。
そして地域の皆様が気軽に立ち寄れる場所で定期的に健康に役立つ健康講話、体操、
趣味活動、相談等とおしゃべり、お茶タイム（ハーブティ効能含む）は好評です。私
達と一緒に心地よい居場所をつくりましょう。仲間募集中！

主な活動場所 元気村おがわ東　第2会議室

活動状況 毎月第3日曜日

会員数 6名

URL

活動の分野

No: 168

1、3

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 看護師、健康管理士、ハーブ、アロマの講師・介護士・栄養士・ケアマネージャー・
編み物ボランティアetc
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 生活応援あらかると　成年後見センター

代表者 徳永　智子

連絡先 徳永　智子 〒187-0033 中島町18-5

電話 ０４２－２０７－８２９４ FAX ０４２－２０７－１１０６

E-mail

活動内容 知的障がいのある方のひとり暮らしを支援しています。今年度から法人後見を始めま
した。

主な活動場所 アウトリーチ、本事務所

活動状況 正会員：5,000円　賛助会員：2,000円

会員数 25名

URL

活動の分野

No: 169

1、10

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 政治・知りたい、確かめ隊

代表者 森野　やよい

連絡先 森野　やよい 〒187-0001 大沼町3-5-7

電話 ０９０－８０４３－２１４８ FAX ０４２－３１５－０９１７

E-mail seijishiritai@gmail.com

活動内容 中央公民館の講座からスタートした自主サークルです。小平市議会の傍聴をしながら
年4回傍聴だより「議会ウォッチングをしてみました」を発行しています。市長選挙や
市議会議員選挙には公開討論会を開催しています。年に1回議員との懇談会の開催も定
着してきました。身近な話題でいっぱいの小平市議会をぜひいっしょに傍聴しません
か。会員募集しています。

主な活動場所 仲町公民館、男女共同参画センター‘ひらく’

活動状況 毎月1回、火曜日　不定期　10:00～
正会員：月 500円（6ヶ月前納）、購読会員：年 1,000円

会員数 正会員7名　購読会員32名

URL http://www.kodaira-net.jp/seijishiritai/

活動の分野

No: 170

2、3、12

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 近隣市の議会傍聴団体との交流もあり、地域を超えての情報交換も活発です。勉強し
ながら知り合いがたくさん増えます！
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 精神保健福祉ボランティアの会「ひだまり」

代表者 八木　眞人

連絡先 八木　眞人 〒187-0033 中島町24-16

電話 ０４２－３０９－７９８４ FAX ０４２－３０９－７９８４

E-mail maya-240842@jcom.zaq.ne.jp

活動内容 ①この会は、障がいのある人もそうでない人も、ともに支えあって生きることを願
い、精神保健福祉の向上と会員相互の親睦をはかることを目的に活動しています。
②活動が続くように、会員には無理せずに、楽しく、責任は持ってやろうと呼びかけ
ています。
③そのためにも、ボランティアを募集しています。
《特記》ボランティア講座は、2年に1回、主に、小平市福祉会館を会場に、社会福祉
協議会と共催する予定でいます。途中入会者は講座に出席していただく予定です。

主な活動場所 元気村おがわ東第二会議室（喫茶サタデーひだまり・役員会議・定例会）、あすぴあ
会議室（ひきこもり相談支援）、地域の作業所等（喫茶室運営、食事作り）

活動状況 活動日：月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日（年度初めに全体の活動予定表を
作成します。）会員の自己啓発のために外部の講演会を会報等で紹介します。
会費：会員・賛助個人会員　年1,000円　賛助団体会員　年3,000円

会員数 会員：37名　賛助個人会員：10名　団体賛助会員：4団体

URL

活動の分野

No: 171

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 （自分で書くこともなんですが、）「喫茶サタデーひだまり」（元気村おがわ東第二
会議室）における雰囲気の良さと障がい者に対する理解があることで、出前喫茶の運
営依頼が増えています。上記のように「会員募集中」ですのでよろしく。一度見学
を！

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 タウンマネジメント研究会

代表者 中村　良三

連絡先 熊谷　達彌 〒187-0042 仲町184-3

電話 ０４２－３４７－０８３３ FAX ０４２－３４７－０８３３

E-mail

活動内容 苗場スキー場など湯沢地区活性化提案等

主な活動場所 東京、広島、群馬

活動状況 月に1回
会費：年 1,000円

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 172

3、6

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 匠リニューアル技術支援協会

代表者 毛塚　宏

連絡先 小野瀬　福彦 〒337-0052 さいたま市見沼区堀崎町1459

電話 ０４８－６８３－２３６０ FAX ０４８－６８３－２３６０

E-mail info@npo-takumi.or.jp

活動内容 マンションにお住いの方々に、大規模修繕工事に失敗しない方法、建物を長持ちさせ
る方法等をお教えし、長期修繕計画作成、管理組合運営等についてご相談をお受けし
ております。また、職人教育を行っており皆様の建物をお守りする為「匠塾」で教え
ております。その他、総合コンサルタントを行い、皆さまと協働して頑張っておりま
す。

主な活動場所 不特定

活動状況 活動日：不特定
会費：正会員12,000円　賛助会員（団体 10,000円、個人 6,000）

会員数 正会員29名・賛助会員　団体6組合　個人18名

URL http://www.npo-takumi.or.jp

活動の分野

No: 173

3、17、18

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 皆様からのご相談をお受けし、各種修繕工事、管理委託契約、管理規約、保険等多方
面に渡り、専門家を派遣しております。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 たすけあいグループひまわり

代表者 達下　伸子

連絡先 藤田　利枝子 〒187-0043 学園東町1-2-13-203

電話 ０４２－３４３－２２１５ FAX ０４２－３４３－１８０６

E-mail himawari@fg8.so-net.ne.jp

活動内容 ①障害者総合支援法②介護保険③小平市委託事業（のびのび子育て応援事業）④会員
制で家事援助、介助、介護、産前・産後、保育園の送迎その他代行。
①②③での不足に伴う時間延長は30分（500円）から追加可。正会員募集中！　ヘル
パー経験、資格不問。新人研修、車椅子研修あり（1Ｈ～①1.5Ｈ）。

主な活動場所 小平市及びその近隣

活動状況 ①活動日：365日9:00～17:00、時間外も可　
②入会金：正会員 2,000円（学生入会金免除）利用会員(個人･団体) 5,000円
③会費：正会員 年 3,000円、利用会員(個人) 年 3,000円、利用会員(団体) 年 
10,000円

会員数 Ｈ27/11/1現在　協力会員 107名　利用会員 97名

URL

活動の分野

No: 174

1、3、19

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 楽しいクラシック音楽の会

代表者 穴原　宗市

連絡先 楠田　高敏 〒187-0011 鈴木町１-422-19

電話 ０４２－３２３－７７４４ FAX

E-mail

活動内容 平成11年、津田公民館においての市民講座、高齢者のための「クラシック音楽の楽し
み」から発足し開催は366回となりました。
市内在住の小笠原吉秀先生に、分かり易い名曲の解説と楽しいトークで、ステレオか
ら流れるＣＤ・ＤＶＤを聴き、オペラ鑑賞して楽しんでいます。若い方々も会員にな
られています。

主な活動場所 津田公民館大ホール

活動状況 第2・4土曜日10:00～12:00
会費：月 1,500円

会員数 30名

URL

活動の分野

No: 175

6

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）

(法人格)

団体名 玉川上水ウォッチング

代表者 山根　栄子

連絡先 山根　栄子 〒187-0025 津田町3-11-706

電話 ０４２－３４１－３９９１ FAX

E-mail

活動内容 小平の宝玉川上水を歩き、季節と生きものにふれ、津田公民館で情報を提供していま
す。中心メンバーは小平第四小学校にて玉川上水ボランティアのナラミースタッフで
す。玉川上水ウォッチングと共に小平うどん作りもあります。変化する小平の自然を
大切にしたいと思います。
また360年を迎えた玉川上水を未来の子ども達に残す為に活動してゆきたいです。

主な活動場所 小平第四小学校玉川上水ボランティア、津田公民館

活動状況 玉川上水ウォッチング第4土曜日　9:30～12:00
小平はじめてのうどん作り第3日曜日 13:30～16：30

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 176

7

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 玉川上水ストーリーテラーズ

代表者 宮西　咲

連絡先 宮西　咲 〒187-0023

電話 ０４２－３１３－２６３１ FAX

E-mail 2015tjst@gmail.com

活動内容 玉川上水の魅力を再発見し、英語を使うことで、より多くの人と次世代へ語り継ぐこ
とを目指しています。
定例会：英語の会　月２回　平日夜間、津田公民館にて。
英語絵本の会　月１回　日中、ＪＲ国分寺駅近くにて。
メンバー募集中　定例会に参加したり、会の運営を一緒にやってみませんか？

主な活動場所 津田公民館

活動状況 月2・3回

会員数 15名

URL tjst2015.weebly.com

活動の分野

No: 177

4、6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 英語の多読やガイド練習もしますよ。

(法人格)

団体名 玉川上水ランナーズクラブ（タマラン）

代表者 丸林　秀樹

連絡先 丸林　秀樹 〒187-0032 小川町1-778-38

電話 ０４２－３４６－２４５７ FAX ０４２－３４６－２４５７

E-mail maruchan0724@minos.ocn.ne.jp

活動内容 健康維持を目的として、日常生活にジョギング、ランニングを取込み、強い心肺機能
と長距離を走れる体力を育て・維持します。毎週日曜日朝７時から中央公園をスター
トする朝練では、親睦と情報交換を目的として約2時間のスロー・ジョギング（ＬＳ
Ｄ）を中心の練習をしています。毎月第1日曜日には、ユニホームでグリーンロードを
走り、5月～11月まで第2日曜日には、奥多摩までロングランを実施、12月には三鷹～
拝島の玉川上水沿いを往復走る手作りマラソン（42㎞）も開催し、年間に駅伝・ハー
フマラソン・フルマラソン等の大会に参加している、創立30周年のランニングクラブ
です。

主な活動場所 玉川上水沿い・多摩湖・小金井公園・野川公園

活動状況 毎週日曜日・午前7時中央公園に集合
年会費： 3,000円

会員数  50名

URL

活動の分野

No: 178

6

特徴・売り・裏技 日本陸上連盟・東京都陸上競技協会登録加盟の団体で、会員は30代から男女50名
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人多摩済生
医療団

団体名 多摩済生ケアセンター

代表者 中村　与人 施設長

連絡先 関口　一夫 〒187-0041 美園町3-12-1多摩済生ケアセン
ター

電話 ０４２－３４２－０６２０ FAX ０４２－３４２－１５３５

E-mail tama-sai@jcom.home.ne.jp

活動内容 地域の高齢者の皆様に通所して頂き、各種の活動（体操や趣味活動、音楽活動）を通
して皆様がいつまでも今の自分らしい生活を続けられる様に活動を行っています。高
齢者介護に興味のある方、お手伝い頂きたい事がたくさんあります。ぜひご連絡くだ
さい。

主な活動場所 美園町3-12-1　多摩済生ケアセンター

活動状況 デイサービス事業（一般型通所介護定員50名　認知症対応型通所介護定員12名）
営業日　月～土

会員数

URL http://www.tama-sai.jp

活動の分野

No: 179

1

　　　さいせい

特徴・売り・裏技

(法人格)

一般財団法人団体名 多摩緑成会整育園通所部　青年グループ「うぃず」

代表者 山田　直人 整育園園長

連絡先 緑成会整育園通所部　うぃず 〒187-8585 小川西町2-35-1　

電話 ０４２－３４１－３０１３（代表） FAX ０４２－３４１－３０１６

E-mail info@seiikuen.jp

活動内容 当通所部は平成5年に市の委託にて開所した、市内の重度の障害をお持ちの方が通う通
所施設です。
活動（レクや創作など）や四季の行事、他施設との交流会、地域のバザ―参加を楽し
く行っています。
リハビリや週2回の入浴サ―ビスを専門スタッフと連携し行っています。

主な活動場所 整育園通所部

活動状況 月～金曜日8：30～15：30。通所利用者の祝日利用、延長利用あり。
昼食代、延長利用代実費徴収。市送迎バスあり。

会員数 日々定員12名（11月７日現在15名登録）

URL http://seiikuen.jp

活動の分野

No: 180

1

特徴・売り・裏技 医療ケアの方の通所。
リハビリ・入浴サービス。
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[団体別データ]

(法人格)

一般財団法人団体名 多摩緑成会整育園通所部　乳幼児部「トマト」

代表者 山田　直人 整育園園長

連絡先 緑成会整育園通所部　トマト 〒187-8585 小川西町2-35-1　

電話 ０４２－３４１－３０１３（代） FAX ０４２－３４１－３０１６

E-mail info@seiikuen.jp

活動内容 市内在住の0才～就学前までの、ことばに遅れや運動発達に遅れのある乳幼児を対象に
母子通園で療育を行っています。たくさんの遊びや経験の中から発達を促します。
①ことばやコミﾕニケ―シﾖンに遅れが見られる歩行可能なお子さん
②運動発達に遅れが見られる未歩行のお子さんの2グル―プに分かれて活動を行ってい
ます。

主な活動場所 緑成会整育園通所部

活動状況 月～金曜日（土・日・祝休み）
9：30～11：45（週１回～週３回）
小平市委託事業のため、通園料は無料です

会員数 日々定員7名（11月現在23名在籍）

URL http://seiikuen.jp

活動の分野

No: 181

1

特徴・売り・裏技 ・専門職（保育士、臨床心理士、音楽療法士、看護師、医師、リハビリ等）による
チームアプローチで発達をフォローします。
・見学・入園は随時行なっております。（小川駅徒歩3分）

(法人格)

認定特定非営利活動法
人

団体名 だれもがともに小平ネットワーク（通称 ともにネット）

代表者 藤内　昌信

連絡先 藤内　昌信 〒187-0042 仲町269-1サンハイム小山102

電話 ０４２－３０８－３７３２ FAX ０４２－３０８－３７４９

E-mail tomoninet@jcom.home.ne.jp

活動内容 障がいのある方と、そのご家族が地域のなかで生き生きと自分らしく暮らしていくこ
とを応援しています。ヘルパー派遣、ショートステイ、グループホーム、相談支援な
どの地域生活支援サービスを展開しています。支えていただけるサポーター（ヘル
パー）常時募集しています。

主な活動場所 小平市　

活動状況 24時間365日

会員数 正会員 30名、賛助会員 90名、利用会員 80名

URL http://tomoninet.wix.com/tomoninet

活動の分野

No: 182

1、3、8、10

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 小平市から受託した自立体験事業（宿泊体験）や知的障がい者ガイドヘルパー養成研
修も行っています。認定ＮＰＯ法人です。寄付者には減税メリットがあります。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 ダンスパフォーマンス集団　迫　‐ＨＡＫＵ‐

代表者 大迫　浩子　

連絡先 小野寺　記代美 〒187-0035 小川西町２－７－１０７

電話 ０９０－３９０４－１６７２ FAX

E-mail haku2008@live.jp

活動内容 踊りだけではなく、唄、楽器、旗等、個人の持てる感性を磨き上げ、自由な表現方法
で、さまざまな芸能・表現者とのかかわりを積極的に取り組みながら活動する、よさ
こい中心のダンスパフォーマンス集団です。近郊の大きなよさこいまつりや各種イベ
ントに積極的に参加しています。2016年度のメンバー募集中です。

主な活動場所 小平市の公民館・学校体育館または東村山市の公共施設など

活動状況 練習：毎週2～3回（木曜日（夜）・土曜日または日曜日）
会費等：登録料 500円/年  月会費 600円

会員数 約40名

URL http://aka4n53n7dewata0bako.wix.com/haku

活動の分野

No: 183

2、3、6、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 小学校でよさこい等の演舞指導や新こだいら音頭の普及活動を行う。イベント等に参
加し、町おこしなどに協力している。
その他社会福祉施設への慰問活動をしている。

(法人格)

社会福祉法人なごみ福
祉会

団体名 地域活動支援センター　はばたき

代表者 竜沢　しのぶ

連絡先 日向寺　歩依 〒187-0031 小川町1-407-11

電話 ０４２－４０３－４０９９ FAX ０４２－４０３－４０９９

E-mail

活動内容 地域活動支援センターはばたきは、精神障がい者の地域リハビリテーションを実践し
ています。メンバー、スタッフで共に施設を運営し、日々の活動の中で自信と誇りを
取り戻し活動能力を高めます。併設の就労継続支援Ｂ型事業所との連携による訓練等
給付事業への移行も目指した就労準備性を高める活動も行うことができます。

主な活動場所 小川町1-407-11

活動状況 月～金曜日　9:00～16:00　食事代（お茶代含）330円
余暇活動は実費

会員数 17名

URL http://blog.canpan.info/centerhabataki/

活動の分野

No: 184

1

特徴・売り・裏技 併設の就労継続支援B型事業所クラブハウスはばたきとの連携による精神障がいリハビ
リテーション「クラブハウス」に関する講演・啓発活動及び高齢者施設での出前コー
ラスも行っています。
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人ときわ会団体名 地域生活支援センターあさやけ

代表者 伊藤　善尚

連絡先 地域生活支援センターあさやけ 〒187-0031 小川東町4-2-1小平元気村おがわ
東　1階

電話 ０４２－３４５－２０７７ FAX ０４２－３４５－１７３４

E-mail kaze1741@asayake.or.jp

活動内容 主に地域に生活する精神的な障害のある人たちを対象に『相談』『交流活動』『日常
の生活支援』をしています。一緒におしゃべりしたり、お茶を飲んだり、困った時は
気軽に相談したり、地域での社会生活をより充実して過ごしていただくための場で
す。
精神保健福祉のボランティアに興味のある方は下記までお問い合わせください。

主な活動場所 地域生活支援センターあさやけ

活動状況 開所日：月曜日～土曜日
相談：10:00～18:00
交流：12:00～18:00

会員数 170名（2015年12月現在）

URL http://www.asayake.or.jp/sien.html

活動の分野

No: 185

1

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 地域福祉ネットワーク第２こだま（ＮＰＯ第２こだま）

代表者 木村　重成

連絡先 木村　重成 〒187-0025 津田町1-12-8

電話 ０４２－３４３－０４５６ FAX ０４２－３１３－６６０５

E-mail kimura@kodama2.org

活動内容 第2こだまは、デイ・ホームヘルプ・移動サービスに加えて2011年7月より小規模多機
能介護事業を始めました。通い・泊り・訪問を組み合わせた利用者に喜ばれる介護事
業です。デイとともに散歩と貯筋体操、手造りの食事でいつまでも、心豊かな人生を
過ごせるようにしています。文化行事も盛んで音楽や手品などの催しが行われます。

主な活動場所 津田町1-12-8、津田町3-27-7

活動状況 月～土曜日9:00～18:00（日・祝日は休み）
会費：年 2,000円、賛助会費：年 1,000円

会員数 正会員50人、賛助会員150人

URL http://www.kodama2.org

活動の分野

No: 186

1

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 地球クラブ

代表者 大友　恵子

連絡先 大友　恵子 〒187-0045 学園西町3-2-34

電話 ０４２－３４３－７１１６ FAX ０４２－３４３－７１１６

E-mail TmKEIKO@aol.com

活動内容 小平市の国際交流市民グループです。主に小平在住の外国人と、料理講習会、語学教
室、留学生サポート活動、イベントなどを通して国際交流を図っています。一橋大学
留学生会館・津田塾大学の留学生や近隣の外国人と交流してみませんか？

主な活動場所 中央公民館、学園西町地域センター

活動状況 不定期　
会費：イベントへの参加費のみ

会員数 20名

URL

活動の分野

No: 187

11

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 手編サークル　スズラン

代表者 山本　紀久子

連絡先 山本　紀久子 〒187-0011 鈴木町1-364-29

電話 ０４２－３２２－９１２８ FAX

E-mail

活動内容 初心者から経験者まで、各自編みたい作品を、マイペースで習う事が出来ます。材料
費等は各自負担です。初心者大歓迎です。技術の向上と地域の皆さんとのコミュニ
ケーションを図るのが目標です。一年一作品という場合でも仕上げた時の充実感は特
別です。お気軽に参加して下さい。

主な活動場所 津田公民館

活動状況 第1・2・4火曜日　10:00～12:00　
会費　 500円
入会金無し

会員数 12名

URL

活動の分野

No: 188

6

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人七日会団体名 デイサービスセンターさくら野杜

代表者 堀口　学（管理者）　菅野　信孝
（相談員） 　

連絡先 デイサービスセンターさくら野杜　
事務局

〒187-0002 花小金井3-25-21

電話 ０４２－４７９－１２１６ FAX ０４２－４７６－６９６６

E-mail soudan-sakuranomori@nanokakai.jp

活動内容 認知症対応型通所介護（デイサービス）を小規模12名を対象にサービスを行っており
ます。利用者の皆様が自らの意思に基づき、可能な限り自立した質の高い生活を送る
事ができ家族の方の負担も軽減できるように、サービスを行っております。見学対応
やボランティア募集も随時行っておりますので、まずはご連絡ください。

主な活動場所 特別養護老人ホームさくら野杜内デイサービスセンターさくら野杜

活動状況 活動日：月～金曜日、祝祭日は活動しております。
休日：土・日曜日、年末年始

会員数 1日の利用定員12名

URL http://www.nanokakai.jp

活動の分野

No: 189

1

特徴・売り・裏技 季節の行事や誕生日会、お茶会など楽しいイベントがたくさんあります。

(法人格)

団体名 点字の会　てんとう虫

代表者 西　恵子

連絡先 西　恵子 〒

電話 FAX

E-mail

活動内容 私たちは視覚障がい者の方達と一緒に楽しみながら、点字を役立てていきたいと思っ
て活動しています。具体的に言いますと、月に2回集まって、点字の学習をしたり、依
頼を受けた点訳物の作成や、市内小学校での「点字体験」への協力、点字関係の各種
イベントへ見学に出かけたりしています。興味のある方は是非見学にいらして下さ
い。
取扱説明書など、生活必需品の点訳も致しますので、ご相談ください。

主な活動場所 福祉会館　3階

活動状況 活動日：毎月 第2・第4　水曜日10:00～12:00
会費：月１00円

会員数 11名

URL

活動の分野

No: 190

1、2

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 会員の皆さんは明るくて気さくな方たちばかりです。

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 点訳サークル　かりん

代表者 横山　千都子

連絡先 横山　千都子 〒187-0022　 上水本町4-10-23

電話 ０４２－３２９－２０２６ FAX ０４２－３２９－２０２６

E-mail

活動内容 一点一点、指に触れて、心に触れて。視覚障がい者の唯一の文字、点字です。文学
書、絵本、児童書、市・社協・図書館、その他個人からの依頼文、資料等を点訳して
います。市内小中学校の総合的な学習の時間で点字体験学習を実施。点字の大切さを
伝えています。興味のある方は、ぜひ体験をお薦めします。見学、入会は随時受付け
ています。

主な活動場所 福祉会館、市内小・中学校

活動状況 第1･3金曜日10:00～12:00定例会　
会費：月 200円

会員数 ８名

URL

活動の分野

No: 191

1、2、13、14

特徴・売り・裏技 中途失明者の方も定例会時に参加され、一緒に勉強しています。
社協福祉バザー等に参加・障害者センターまつり等に参加・協力、「社協だより」毎
月点訳しています。

（団体の希望でネット非掲載となっています。）

(法人格)

団体名 東京小平ライオンズクラブ

代表者 中川　昌弘

連絡先 東京小平ライオンズクラブ事務局 〒187-0042 仲町196-4

電話 ０４２－３４３－２５３０ FAX ０４２－３４３－２５３０

E-mail kodaira.lc@rapid.ocn.ne.jp

活動内容 ライオンズクラブは、世界210ヶ国または領域、会員数138万人の世界最大のボラン
ティア団体です。私達は小平市内を主な活動拠点として社会奉仕活動をしています。
一人の力より集まった力はより大きな力となります。メンバーとして、ご一緒に活動
して下さる方を募集しています。

主な活動場所 小平市内

活動状況 第2･4月曜日
会費：月 15,000円

会員数 19名

URL

活動の分野

No: 192

1、2、3、6、7、8、9、10、11、13

特徴・売り・裏技 ①献血活動　②骨髄ドナー登録　③市内中学校サッカー大会後援　④チャリティゴル
フ大会⑤薬物乱用防止教室
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 東京都薬用植物園を守る会

代表者 庄司　徳治

連絡先 須賀　美佐子 〒187-0033 中島町18-3

電話 ０４２－３４４－２８０７ FAX ０４２－３４６－５５３８

E-mail yakuyousyokubutuen@gmail.com/

活動内容 小平市中島町にある東京都薬用植物園の豊かな自然環境の存続を見守りつつ、薬用植
物園に多くの市民が親しんでもらえるよう、植物園の市民応援団的な活動をしていま
す。ニュース発行、講演会等開催など。

主な活動場所 東京都薬用植物園、中央公民館

活動状況 運営委員会　3ヶ月毎開催、適宜観察会開催
会費： 1,000円

会員数 131名

URL http://yakuyousyokubutuen.web.fc2.com/

活動の分野

No: 193

3、6、7、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 東京どんぐり自然学校

代表者 山田　眞久

連絡先 山田　眞久 〒187-0032 小川町1-502-25

電話 ０４２－３４４－１８７６ FAX ０４２－３４４－１８７６

E-mail m.m-yamada.40@biscuit.ocn.ne.jp

活動内容 1.環境・情操教育：①森林等での自然観察会、②森林の場を主とした野外活動、③ネ
イチャークラフト作り、作品の普及、④自然環境保護に関する講習会、セミナー事
業、⑤ガイド事業（自然観察、野外活動等の案内）、⑥野外活動の企画
2.森林の保全活動及び山村の活性化事業：①下草刈り、間伐及び植栽等の林業体験、
②特用林産物などの生産体験
3.指導者育成事業：研修会（野外活動実習、林業実習、環境教育講座等）
4.その他目的を達成するのに必要な事業　

主な活動場所 主に多摩地区（小平市、奥多摩、あきる野市、檜原村等）を中心とした関東一円

活動状況 活動日：毎月2回（第2、4日曜日）森林保全作業(ボランティア）・毎月1回（休日）イ
ベント
正会員入会金：2,000円、会費：年 6,000円、賛助会員会費：年 3,000円、その他メー
ル会員は前記会費の1,000円減。体験入会（参加費のみ、入会金、会費はいりません）

会員数 65名

URL

活動の分野

No: 194

2、3、7、13、19

特徴・売り・裏技 森林インストラクター、NACS－J自然観察指導員、CONE自然体験活動指導員、日本ネイ
チャーゲーム指導員、手話資格者、その他自然活動に係る指導員多数在籍
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 東京にしがわ大学

代表者 西川　義信

連絡先 西川　義信 〒186-0003 国立市富士見台4-41-1-406　

電話 ０５０－３７０３－１１２８ FAX

E-mail info@tokyo-nishigawa.net

活動内容 街で学び、人がつながり、自分が始まる。「東京にしがわ大学」は、多摩地域を
フィールドに、街をキャンパスに見立て、誰もが参加できる「ユニークな学びの場」
を通じて、興味でつながる「新しいコミュニティ」を支援し、「自分らしく過ごせる
時間」を大切にするネットワークです。

主な活動場所 多摩30市町村

活動状況 定例会は、第1木曜日と第3日曜日に開催。授業またはイベントを毎月開催。会費無
料。

会員数 3,400名

URL http://www.tokyo-nishigawa.net/

活動の分野

No: 195

2、3

特徴・売り・裏技 エンジニアやプログラマ、デザイナやディレクタ、編集者や企業経営者などが集ま
り、プロボノで運営されています。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 西東京自立支援センター

代表者 竹島　けい子 理事長

連絡先 新井　智 〒187-0003 花小金井南町1-18-25　NR花小金
井駅前1階-A3

電話 ０４２－４６７－８１０２ FAX ０４２－４６７－８１０２

E-mail arai@w-tokyo.com

活動内容 「生活の楽しさを全ての人に！」という理念の下に、「私たちは障がい者と共に、自
分らしい生き方とは何かを考え、それを実現するための支援を行います」との指針
で、権利擁護活動・介助派遣等を、障がい当事者自身が運営しサービス提供している
団体です。障がい種別を問わず地域生活を支援するサービス提供をしています。

主な活動場所 小平市及びその近隣の市区

活動状況 介助派遣に関しては365日24時間、事務所は平日9:30～18:30
会費：なし

会員数 210名

URL http://www.w-tokyo.com/

活動の分野

No: 196

1

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 日本将棋連盟小平支部

代表者 久保　義明

連絡先 久保　義明 〒187-0032 小川町1-502-81

電話 ０４２－３４３－６２７１ FAX

E-mail

活動内容 日本将棋連盟公認の小平市唯一の将棋団体。小平市文化協会にも加盟しています。
「将棋を楽しみ広めよう」のスローガンの下、将棋道場、将棋大会を核にふるさと村
「子ども将棋教室」の共催、小学校での文化祭、放課後子ども教室、プロ棋士による
「将棋教室」等の活動をしています。

主な活動場所 各地域センター（小川西町、鈴木町、学園西町）、福祉会館、一小、二小、三小、四
小、九小、ふるさと村etc

活動状況 将棋道場月3回、将棋大会年4回、放課後子ども教室年10回他
会費：年 4,000円（学生・女性3,000円）

会員数 47名

URL

活動の分野

No: 197

6、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 日本世代間交流協会

代表者 草野　篤子

連絡先 草野　篤子 〒187-8570 小川町1-830白梅学園大学・短期
大学草野研究室内

電話 ０４２－３４６－５６２４ FAX ０４２－３４６－５６４４

E-mail info@jiua.org

活動内容 当協会は、広く一般市民を対象とし、世代間交流活動の取り組みをコーディネートす
る「世代間交流コーディネーター」を養成し、その専門性と社会的認知を高め、世代
間交流活動の研究・調査を行い、地域や社会における様々な課題の解決と世代間の交
流を図り、個々人の生活の質の向上、コミュニティの再生、そしてすべての世代が共
に協力し合える社会の実現に寄与することを目的とした団体です。

主な活動場所 白梅学園大学・短期大学、世田谷区民ホール、世田谷区男女共同参画センター らぷら
す

活動状況 日曜日・土曜日
会費：正会員 7,000円、学生 3,000円、協賛会費（1口）10,000円

会員数 100名

URL http://www.jiua.org

活動の分野

No: 198

1、2、3、6、8、9、11、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

社団法人団体名 日本善行会小平支部

代表者 西村　弘

連絡先 西村　弘 〒187-0032 小川町1-780

電話 ０４２－３４１－７９４１ FAX ０４２－３４１－７９４１

E-mail hiro.nishi@jcom.home.ne.jp

活動内容 ①表彰（成人善行表彰、青少年善行表彰）
②環境美化（グリーンフェスティバル協力、市民まつりゴミ箱廃止運動、放置自転車
対策）
③国旗掲揚運動
④社会福祉活動（古切手収集、歳末助け合い運動、社会を明るくする運動、参加・協
力）

主な活動場所 小平市内

活動状況 活動：年間随時
会費： 500円～5,000円

会員数 400名

URL

活動の分野

No: 199

3、6、7、9

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 日本鳴く虫保存会

代表者 寺澤　康行 会長

連絡先 寺澤　康行 〒190-0011 立川市高松町2-10-10

電話 ０４２－５２２－６０７９ FAX ０４２－５２２－１８６０

E-mail

活動内容 当会は都市開発等による鳴く虫の減少を憂い、また虫を愛でる日本の文化を次世代に
引き継ぐべく、鳴く虫の保護保全に努力しております。当会の発祥の地は小平であ
り、会員数は約170名の全国組織であります。会員に対する飼育研修会を始め、展示説
明会、学校での授業、コンクールなどの社会貢献活動を積極的に行っております。

主な活動場所 小平市を中心に主に首都圏

活動状況 年間を通じ、研修会、展示説明会、昆虫教室等を開催

会員数 約170名

URL

活動の分野

No: 200

6、7、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 日本ラート協会

代表者 大塚　隆 会長

連絡先 事務局　西井　英理子 〒187-0023 上水新町2-27-30

電話 ０４２－３４９－２０２４ FAX ０４２－３４９－２５２４

E-mail office@rhoenrad.jp

活動内容 ラートというスポーツの振興と普及を目的に活動しています。依頼に応じて、講習会
や体験会を開催しています。子どもから大人まで、誰もが簡単に宇宙遊泳のような動
きを体験できます。興味のある方は、是非、問合せ下さい。

主な活動場所 元気村おがわ東 体育館など

活動状況 活動は不定期開催のため要問合せ

会員数 約120名

URL http://www.rhoenrad.jp

活動の分野

No: 201

6

特徴・売り・裏技 ラート競技の世界チャンピオンがいます。チャンピオンの演技を見ることができた
り、チャンピオンから直接指導を受けることもできます。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 日本リハビリテーション看護学会

代表者 松田　百合子

連絡先 落合　由香理 〒187-0041 美園町1-6-1グリーンプラザマン
ション307号室

電話 ０４２－３４６－７２２６ FAX ０４２－３１３－２０５０

E-mail jrna@nifty.com

活動内容 名称に「看護」が入っていますが、リハビリテーションに関わっている方を対象に活
動しています。日頃疑問に感じている事や研究している事を共に解決するべく、研修
会や学術大会などで勉強、発表の場を提供しています。最近はナースばかりでなく
PT、OTの方もご参加されています。

主な活動場所 小平駅南口グリーンプラザマンションにある事務局

活動状況 研修会年3回、学術大会年1回、ＮＬ年2回発行、学会誌年1回発刊、その他

会員数 2,589名

URL http://www.jrna.or.jp/

活動の分野

No: 202

1

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 布の遊具　“ひまわり”

代表者 藤井　和子

連絡先 藤井　和子 〒187-0035 小川西町5-19-15

電話 ０４２－３４３－４１７６ FAX ０４２－３４３－４１７６

E-mail

活動内容 布の持つ柔らかい感触に心を癒され、遊びながら身体をほぐす、布の遊具や絵本を手
作りしています。
ご一緒に如何ですか。

主な活動場所 中央図書館内　館外奉仕室

活動状況 毎月第1・3月曜日　10:00～15:00（祭日を除く）
年会費：500円

会員数 10名

URL

活動の分野

No: 203

13

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 バイオリンの音を楽しむ会

代表者 黒沢　誠登

連絡先 黒沢　誠登 〒187-0043 学園東町3-6-43

電話 ０４２－３４１－３４５７ FAX ０４２－３４１－３４５７

E-mail makoto-kurosawa@ezweb.ne.jp

活動内容 クラッシック、ポピュラーなどいろいろな曲をバイオリンで演奏しますので子どもさ
んから高齢者までどうぞお楽しみにお出かけください。演奏後バイオリンのレッスン
もあります。是非お待ちしています。
ボランティア演奏でいろいろな場所へも行きます。

主な活動場所 小平・東久留米・西東京・東村山などの公民館等

活動状況 1ヶ月4回～5回くらいです。

会員数 10人

URL

活動の分野

No: 204

6

特徴・売り・裏技 バイオリンは1725年製作のストラディバリウスです。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 萩山・小川団地九条の会

代表者 堀川　奉行

連絡先 高橋　善男 〒187-0031 小川東町2-13-4-403

電話 ０４２－３４３－８８１８ FAX ０４２－３４３－８８１８

E-mail yo.shi.o@jcom.home.ne.jp

活動内容 日本国憲法第9条の戦争放棄条項を擁護し平和な日本をこれからも守り続けて行く為
に、市民とともに9条の崇高な精神を学び語り合いお互い高めていく活動。

主な活動場所 元気村おがわ東

活動状況 第2月曜日

会員数 会費制はとっていない

URL

活動の分野

No: 205

10

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 はじめてのパソコンサークル

代表者 釜原　英章

連絡先 釜原　英章 〒

電話 　 FAX

E-mail hidekam14@hotmail.com

活動内容 ①パソコン初心者の人の為に、各人のレベルに合わせ、質問に応えながら勉強。「小
平ＩＴ推進市民グループ」の会員の方々が参加して応えてくれます。
②各人の質問に答えて、基本的には毎月第1.3火曜日午前9時30分から正午まで中央公
民館、第2火曜日午後・第4火曜日午前に小平市民活動支援センターあすぴあで勉強。
③ホームページで開催日、会場、時間を確認してパソコンを御持参の上、直接会場へ
お越し下さい。

主な活動場所 中央公民館、活動支援センターあすぴあ

活動状況 月4回　第1・2・3・4火曜日
参加費：1回 200円

会員数 20名

URL http://kodaira-it.jp/hazimete/

活動の分野

No: 206

2、6、14

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 パソコン徒然草の会

代表者 小澤　玉男

連絡先 小澤　玉男 〒187-0011 鈴木町1-514-11

電話 ０４２－３２２－４８７０ FAX ０４２－３２２－４８７０

E-mail tam9214@jcom.home.ne.jp

活動内容 つれづれなるままに・・・私達はパソコンで、画像加工、画像処理、アルバム作りな
どを楽しんでいます。
時にはアウトドアのお花見会や紅葉めぐりも楽しんでいます。

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ会議室　公民館

活動状況 原則　毎月第1、第3火曜日
会費なし

会員数 25名

URL

活動の分野

No: 207

14

　　　　　つれづれぐさ

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 パソコン復習塾

代表者 中澤　重吉

連絡先 中澤　重吉 〒187-0032 小川町1-1026-8

電話 ０４２－３４７－６１３６ FAX ０４２－３４７－６１３６

E-mail qqsd7859@gaea.ocn.ne.jp

活動内容 ①小平市のパソコン講習を修了したシニアの方々の復習、更にパソコンが全くの初心
者までを対象としてパソコンの技術向上を目的としている。
②講師は特定せず、メンバー内でテーマごとに研究し、お互いにボランティアで活動
し、教養を高めている。
③パソコンを通じて、交流の機会を提供し、シニアの仲間作り、生きがい作りを行っ
ている。

主な活動場所 市民活動支援センターあすぴあ、公民館、地域センター、ＫＳＮＣプラザ

活動状況 原則として隔週木曜日の午後、その都度テーマを決めて塾を開催している。会費なし

会員数 15名

URL

活動の分野

No: 208

14、15

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 働く障害者のつどい

代表者 津村　恵子

連絡先 津村　恵子
村岡　佐知子

〒187-0034 栄町2-34-17

電話 ０９０－９８０８－６４６４　津村
０９０－７４１９－１６９１　村岡

FAX ０４２－３４６－９６６２
　　　　　　　

E-mail k.tsumu@jcom.home.ne.jp

活動内容 知的に障害のある方の余暇活動サークルです｡料理・かいもの・散歩・ヨガ・ボウリン
グなど・・。メンバーの希望をとり入れて、楽しめるとりくみを行っています。随時
ボランティア募集しています｡

主な活動場所 小平駅に集合し活動内容にあわせて出かけます。

活動状況 月1回（主に第4土曜日）
メンバー年会費  3,000円+活動実費

会員数 メンバー22名　登録ボランティア20名　　　　　　　

URL

活動の分野

No: 209

1

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 ハッピーママ　スクラップ

代表者 千田　寿子

連絡先 千田　寿子 〒187-0033 中島町3－11

電話 ０９０－３６９１－１１３２ FAX ０４２－３３２－２３２９

E-mail happymama-scrapbooking@outlook.jp

活動内容 主に子どもの写真を、スクラップブッキングという手法で、アルバムに収めます。
写真を飾り、その時の出来事を一緒に書きとめておくことで、いつでも家族と共に素
敵な思い出を見られます。
参加者同士で、子育て中の悩みや地域情報を共有し、会話も楽しんでいます。

主な活動場所 上宿公民館

活動状況 第2・第4金曜日
会費：月1,200円

会員数 15名

URL

活動の分野

No: 210

6、13

特徴・売り・裏技 参加者のお子様向けに、年2回イベントを行っています。
（春休み、ハロウィン）
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 花明かりプロジェクト

代表者 原　玲子

連絡先 原　玲子 〒187-0045 学園西町1-22-20-103

電話 ０４２－３４４－５６８８ FAX ０４２－３４４－５６８８

E-mail hara@tbf.t-com.ne.jp

活動内容 広く一般市民に対して花により社会を明るく照らし、その普及向上に関する事業を行
い、豊かな情操の滋養に資し、生活文化の進展に寄与することを目的とする。

主な活動場所 公民館、ウィメンズプラザ、会員宅、その他

活動状況 いけ花の歴史の勉強会

会員数 25名

URL

活動の分野

No: 211

6

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 花いっぱいの会

代表者 山田　清　

連絡先 山田　清 〒187-0044 喜平町3-1-11-206　

電話 ０４２－３２１－８１５４ FAX ０４２－３２１－８１５４

E-mail

活動内容 花と緑の植栽活動を通して公共施設や公共の場を中心に、明るく潤いのある花と緑
いっぱいの住みよい街づくりを目指して取り組んでいる団体です。中央公民館や公立
昭和病院において季節の花々を植栽し明るく潤いのある癒しの空間づくりを行って喜
ばれています。
地域の催し事やグリーンフェスティバル、ガーデニングコンテスト等にも出展し活動
しています。
参加者募集中です。

主な活動場所 中央公民館、公立昭和病院

活動状況 活動に合わせて随時

会員数 13名

URL

活動の分野

No: 212

3、7

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 東小川吟詠会

代表者 岡野　有佐

連絡先 岡野　有佐 〒187-0032 小川町1-436

電話 ０４２－３４１－６８５４ FAX ０４２－３４１－６８５４

E-mail

活動内容 頭脳身体にとり良好とされる詩吟、対外活動も活発に行っています。
新規会員大歓迎です。

主な活動場所 上水新町地域センター他

活動状況 月2回、会費1,500円

会員数 ７名

URL

活動の分野

No: 213

6

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 ひろばの会

代表者 千葉　年

連絡先 千葉　年（チバ　ミノル） 〒187-0035 小川西町1-25-1-207

電話 ０４２－３４２－１９４４ FAX

E-mail

活動内容 地域からひとりぼっちをなくそうの合言葉を、社協の援助で、仲間づくりをしていま
す。月2回の主な活動は、看護師さんによる血圧測定と、健康相談に始まり、お茶を飲
みながら井戸端会議、最後は歌をうたって幕。
※地元十三小の登校の見守り。
※月2回土曜に児童と清掃活動。
※年数回の日帰りと宿泊バスハイク。暑気払い、新春の集いなど

主な活動場所 小川西町地域センター

活動状況 第1土曜日・第3木曜日（13:00～17:00）

会員数 25名前後

URL

活動の分野

No: 214

1、2、3、7、9、13

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

一般社団法人団体名 For All Children Team アート療育ＦＡＣＴ小平

代表者 彩　亮

連絡先 アート療育ＦＡＣＴ小平　彩　亮 〒187-0044 喜平町1-12-14

電話 ０４２－３１３－９４４７ FAX ０４２－３１３－９４４７

E-mail artkodaira@gmail.com

活動内容 発達障害児を中心とした、放課後等デイサービス。小学1年生～高校3年生が対象。陶
芸や水彩、クラフトをメインにしたアート療育と学習サポートでこども達の成長支援
を行っています。

主な活動場所 小平市喜平町

活動状況 火曜日～金曜日/14:00～18:00　土曜/10:00～13:00
（会費：児童福祉法の規定による）

会員数 31名

URL

活動の分野

No: 215

13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファクト

特徴・売り・裏技

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ぶるーべりー愛犬ふぁみりー協会

代表者 佐々木　邦夫

連絡先 佐々木　邦夫 〒187-0032 小川町1-2488-11

電話 ０４２－３４５－１７００ FAX ０４２－３４５－８２００

E-mail aiken11@bdfa.org

活動内容 人と犬とが共に幸せに暮らせる、やさしい街を目指しています。普及啓発事業（犬の
落とし物清掃活動等）　セラピードック事業（老人ホーム等に訪問活動）　たけのこ
公園（犬のふれあい広場、犬のリードを離して遊べる）　わんわんパトロール隊　災
害時小平市の避難所にペットの避難場所の確立
小平市の超党派で動物愛護議連の立上げ
東日本大震災　心の復興支援（南三陸町へ訪問）平成24年～25回、継続中

主な活動場所 定例会：毎月第１日曜日　小川西町公民館10：00～12：00
たけのこ公園（毎週土曜日開催）

活動状況 現在セラピードックの訪問活動メンバーが足りません。
愛犬と一緒に参加してみませんか。資格不問
犬を飼っていない方でも参加できます。
★皆さんの地域で犬の落とし物清掃活動しませんか。

会員数 45名

URL http://www.bdfa.org/

活動の分野

No: 216

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 犬の事でのご相談はいつでも無料でお気軽にご相談を
犬を飼いたいと思ったら、飼う前にご相談を
緊急連絡先　佐々木080-5464-2226
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 ブルーベリー　パラダイス

代表者 角間　絹代

連絡先 小橋　真美 〒187-0031 小川東町2-4-702

電話 ０８０－２２５８－６４１７ FAX ０４２－３４５－６９９２

E-mail mami@elbro.net

活動内容 小平市内の主婦のいこいの場として立ち上げたサークルです。現在はZUMBA（ズンバ）
というラテンのリズムが特徴のダンスフィットネスをメインに活動しています。市外
からの参加者も高齢の方もいます。小さいお子さん連れもＯＫです。みんなで楽しく
いい汗をかきましょう。初回おためしは無料ですので、お気軽にどうぞ！

主な活動場所 小川西町地域センター、小平元気村おがわ東

活動状況 月4回くらい、おもに木曜の午前中
月謝・入会金なし　1回参加費500円

会員数 10名

URL http://zumba-mami.net

活動の分野

No: 217

6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 代表者もインストラクターも共に4人の子持ちですので、子育ての相談にも乗ります。
また、インストラクターは元英会話講師で、代表者は元日本語講師（外国人向け）で
す。

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 ふれあいアカデミー

代表者 長谷川　稔

連絡先 長谷川　稔 〒187-0032 小川町1-436-217

電話 ０４２－３４５－５１５７ FAX ０４２－３４５－５１５７

E-mail m-hasega@jb3.so-net.ne.jp

活動内容 地域社会の人づくり・仕事づくり・まちづくりを目的に平成13年に設立、本年で15年
になります。
定年後の地域セカンドライフを支援する「ふれあい講座」「市民フォーラム」（第12
回）「生涯学習支援」等々の他小平市、小平市社協、小平商工会をはじめ、平成26年
12月より「小平コミュニティＦＭ局推進協議会」事務局を担当。

主な活動場所 中央公民館、福祉会館、あすぴあ、地域センター、都労政会館、地域の大学など。

活動状況 活動日は事業の内容で異ります。市民フォーラムは年1回、ふれあい講座、
生涯学習は都度開催。会員は正会員、団体会員。

会員数 正会員、アドバイザーを含め約30名

URL http://www.kodaira-net.jp/kd8000050

活動の分野

No: 218

2、3、4、14

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 会員の持つ得意・専門分野の知識を活かし地域貢献に役立てることを目的に、地域の
公的機関をはじめ、企業、市民塾など多くのニーズに応えた地域貢献活動を行ってい
る。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 ボーイスカウト小平第一団（日本ボーイスカウト東京連盟北多
摩地区）

代表者 武藤　眞仁

連絡先 武藤　眞仁 〒189-0012 東村山市萩山町1-2-32

電話 ０４２－２０１－５０５０　 FAX ０４２－２０１－５０５０　

E-mail moosan610@gmail.com

活動内容 ボーイスカウトは、自立心を持った健全な青少年の育成を目的としています。キャン
プやハイキングなどの野外活動や奉仕活動などをとおし、心と体のバランスのとれた
人格の形成をめざし、災害時にも役に立つ技能の修得と自助共助の精神を育みます。
平成25年1月に市と災害時における避難所運営支援などの災害協定を締結し、そのため
にも防災教育をすすめていきます。

主な活動場所 スカウトハウス（花小金井8丁目）・たけのこ公園

活動状況 日曜日を主に月2～3回
会費：月 2,500円

会員数 成人会員40名、少年会員60名

URL http://www.geocities.co.jp/outdoors/5337/

活動の分野

No: 219

2、8、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 ボーイスカウト小平第二団（日本ボーイスカウト東京連盟北多
摩地区）

代表者 小田　通精 団委員長

連絡先 小田　雅恵 〒359-1145 埼玉県所沢市山口5246　90-1-
507

電話 ０９０－１７７４－２６４５ FAX ０４－２９２５－１０２８

E-mail kodaira2.info@gmail.com

活動内容 地域の青少年と共に活動をはじめて50数年、主に小平西部地域で幼稚園年長から大学
生年代までの青少年が『自ら学び考える力。他人と協調できる。思いやる心を育て
る』をモットーに成人指導者の協力で年齢に応じた野外活動や奉仕活動を中心に楽し
く活動を行っています。（ハイキング・山登り・キャンプ・スキー・釣り等）
（募集メッセージ）今日から君も仲間だ！　見学・体験大歓迎！　詳細はお問い合わ
せ下さい！

主な活動場所 小川第2地域センターを中心に

活動状況 月2～3回程度
会費：1,000円～1,500円　別途　育成会費等徴収

会員数 55名

URL http://lamamithuru.web.fc2.com/

活動の分野

No: 220

2、8、11、12、13

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 共同募金活動・地域奉仕活動（神明神社かがり火、東京マラソン、障害者マラソン
等）、地域美化活動
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 ボーイスカウト小平第三団（日本ボーイスカウト東京連盟北多
摩地区）

代表者 小川　寛紀

連絡先 高良　蕙子 〒187-0042 仲町221-3-112

電話 ０４２−３４７−３３１４ FAX ０４２−３４７−３３１４

E-mail

活動内容 社会に貢献できる青少年育成団体として、発団42年になります。野外活動の中で自立
できる技能を身につけるとともに共同募金や清掃など様々な奉仕活動をしています。
野外活動では自然環境に配慮し、竹を切って土台にした“立ちかまど”など身近な物
で工夫しています。ぜひ一緒に野外活動などしましょう。

主な活動場所 小平第三団団舎（仲町　なみき幼稚園西側、第二小学校北側）

活動状況 月2回程度
活動費として月 1,500円、その他諸費用はそのつど集金

会員数 40名

URL http://www.bsk3.com/　　　

活動の分野

No: 221

2、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 ボーイスカウト小平第五団（日本ボーイスカウト東京連盟北多
摩地区）

代表者 柴田　康晴

連絡先 柴田　康晴 〒187-0011 鈴木町1-320-14

電話 ０４２−３４５−１９８６ FAX ０４２−３４５−１９８６

E-mail yshiba05@jcom.home.ne.jp

活動内容 常に感謝の気持ちを持ち、物や時間、約束、礼儀を大切に、心豊かな子どもに。自然
での活動をベースに仲間と協力し合う力を養い多くの体験を通し、強い心、努力の大
切さ、困難を乗り越える人作りを目指しています。幼稚園年長生から男女共、多くの
子ども達に参加してほしいです。

主な活動場所 小平全域　ハイクは奥多摩、五日市方面

活動状況 月2回程、日曜日中心　
月活動費：ビーバー 500円　カブ以上 1,000円

会員数 70名

URL http://kodaira5.web.fc2.com/

活動の分野

No: 222

13

特徴・売り・裏技 ハイキング、キャンプ、釣り、スキー等、自然の中で楽しく遊び、社会人として必要
な礼儀、責任感、自立心を身につける。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 ｐｏｃｏ－Ａ－ｐｏｃｏ

代表者 鶴田　淳子

連絡先 鶴田　淳子 〒187-0001 大沼町7-1-17-1004

電話 ０９０－１１１８－９６８３ FAX

E-mail pocokodaira@gmail.com

活動内容 ハンディキャップをもつ子どもとその家族のコミュニティサークルです。さまざまな
苦手をもって生まれてきたわが子の子育てに悩むママ達が集まり、交流会やイベント
などを通してみんなの成長を喜びあえる仲間作りをしています。勉強会や個別療育
（ＯＴ）など、子どもの発達に合わせた情報交換も実施しています。

主な活動場所 障害者福祉センター、市内公民館など

活動状況 毎月第2・4水曜日他　参加費：月 200円

会員数 25名

URL http://pocoapoco2014.wix.com/home

活動の分野

No: 223

13

　　ポコ　　　　ア　　　ポコ

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 経験豊富な作業療法士による個別療育（ＯＴ）を受けられます。（応相談）

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 MYstyle@

代表者 竹内　千寿恵

連絡先 竹内　千寿恵 〒187-0043 学園東町1-17-8

電話 ０４２－３１２－１７８９ FAX ０４２－３１２－１７５９

E-mail jimukyoku@mystyle-kodaira.net

活動内容 小平市およびその周辺の地域において、地域密着のコミュニティビジネス（ＣＢ）中
間支援組織として、自分らしいスタイルで働くワーク・ライフ・バランスの実現と地
域社会の活性化、暮らしやすいまちづくりに寄与することを目指しています。人材育
成・地域ネットワーク作り・地域資源の発掘などＣＢの基盤づくりに取り組んでいま
す。

主な活動場所 小平市（事務所および講座会場、取材先など）

活動状況 ◇正会員：個人（入会金 1,000円、年会費 5,000円）団体（入会金 1,000円、年会費 
10,000円）※正会員には総会の議決権があります。◇賛助会員：個人（入会金 1,000
円、年会費 10,000円）団体（入会金 1,000円、年会費 20,000円）

会員数 14名

URL http://mystyle-kodaira.net/

活動の分野

No: 224

2、3、4、6、12、14、16、17、19

マイスタイルアット

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 事業相談、スキルアップ講座、交流会などを開催。創業支援施設「ハタラボ」を運
営。必要なサポートをワンストップで提供している。
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 マジックむさし会

代表者 太田　史郎

連絡先 太田　史郎 〒187-0043 学園東町1-23-15

電話 ０４２－３４１－８６０４ FAX ０４２－３４１－８６０４

E-mail shiro1944@jcom.home.ne.jp

活動内容 皆さまに喜んでもらえるように、毎月の定例会で練習しています。年20回以上の出張
マジックを行っています。養護施設、学校、高齢者施設などで出張マジックを希望の
方はご連絡下さい。

主な活動場所 なかまちテラス（仲町公民館）

活動状況 毎月第1・2・3金曜日13：30～15：30
会費：3ヶ月1,500円

会員数 16名(２８年1月20日現在）

URL

活動の分野

No: 225

6

特徴・売り・裏技 マジック実演（訪問ボランティア）

(法人格)

団体名 学び舎江戸東京ユネスコクラブ

代表者 渡部　一二　 （多摩美術大学名誉教授・農学博士）

連絡先 久保田　進 〒187-0032 小川町1-904-56

電話 ０９０－７００２－６８９６ FAX ０４２－２０８－６５１８

E-mail manabiya-web８＠＠ngo-npo.org

活動内容 私たちは、「学ぶことこそが生きる力になる」との思いから、かつて江戸時代に一般
庶民が学んだ教育の施設＝寺子屋の新しい時代にふさわしい学び合いの「場」として
「学び舎ユネスコ」（通称）を創設。自然を愛する心や文化を守る心を育むことが子
どもたちの未来を守ることに繋がると信じ、委員会活動を中心に展開。

主な活動場所 中央公民館、近隣の公民館と地域センター、玉川上水緑道、小平市内の分水網、

活動状況 玉川上水自然観察会、太極拳教室、書道教室、フラワーアレンジメント教室、三味線
教室、書き損じハガキの回収(世界寺子屋運動)など

会員数 会員50名(別途、各委員会の活動参加者は多数)

URL  http://www.unesco.or.jp/manabiya/index.html

活動の分野

No: 226

2、7、11

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 全国の用水路研究や自然観察のスペシャリスト、ＯＤＡやＪＡＸＡ出身者、書道家、
介護施設の理事長、学習支援ボランティアなど異業種メンバー
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 緑とくらしを考える会

代表者 中村　忠夫

連絡先 中村　忠夫 〒187-0023 上水新町2-1-1

電話 ０４２−３４４−５２８０ FAX ０４２−３４４−５２８０

E-mail

活動内容 緑ゆたかな、うるおいのある街づくりを目指し、毎月の活動では、庭の片すみ、プラ
ンターを利用して花や野菜を育て身近かに緑を楽しむため、学習会で勉強する外、会
員の親睦を図るため、健康増進を目的に近隣の都市公園、緑地、市民農園を見学して
いる。

主な活動場所 中央公民館、小平市内近隣の公園・緑地

活動状況 毎月第4金曜日
会費：年 1,000円

会員数 29名

URL

活動の分野

No: 227

3

特徴・売り・裏技

（団体の希望でネット非掲載となっています。）

(法人格)

社会福祉法人団体名 未来　夢の樹みどり

代表者 本橋　正幸

連絡先 〒187-0001 大沼町2-1-3

電話 ０４２－３４９－２５８７ FAX ０４２－３４９－２５８７

E-mail yumenokimidori@home.nifty.jp

活動内容 社会福祉法人未来の運営する夢の樹みどりは、障害を持つ方々が、日中作業を通じて
社会参加を行う場所です。資源回収や市内児童公園の清掃、封筒作成などの下請け作
業を行っている他、年1回の旅行やレクリエーションもあり、楽しく活動しています。
若い人が多く、とても活気のある事業所です。

主な活動場所 小平市大沼町2-1-3

活動状況 月～金　9:00～16:00　

会員数 40人

URL http://homepage3.nifty.com/mirai-kodaira/

活動の分野

No: 228

1

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

社会福祉法人団体名 未来　ワークセンター 夢の樹

代表者 脇元　駿毅

連絡先 脇元　駿毅 〒187-0001 大沼町2-1-3

電話 ０４２－３４９－２５８６ FAX ０４２－３４９－２５８６

E-mail wcyumenoki-mirai@mbr.nifty.com

活動内容 障害福祉サービス事業の就労継続支援Ｂ型事業と就労移行支援事業を実施している。
就労継続支援Ｂ型では約40名の方が通っており、作業の補助や生活支援などの福祉
サービスを提供している。
就労移行支援では約10名の一般就労を希望する方に、就労訓練や求職活動の支援を
行っている。

主な活動場所 小平市

活動状況 月～金曜日　8:30～15:30

会員数 利用者51名　職員14名

URL http://homepage3.nifty.com/mirai-kodaira/index.htm

活動の分野

No: 229

1

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 みんながみちるプロジェクト

代表者 山田　早紀子

連絡先 山田　早紀子 〒187-0034 栄町2-29-18

電話 ０８０－３９１１－９９７９ FAX

E-mail kitchenfield.kodaira@gmail.com

活動内容 地域で活動する女性や農家さんを応援し小平をはじめとする近隣市の魅力を発信する
活動をしています。地域で起業したい人をサポートし、地域を活性化することを理念
としています。新メンバーも募集しています。

主な活動場所 小平市内

活動状況 月1程度の情報交換やイベント企画

会員数 15名

URL https://www.facebook.com/kodairamichiru

活動の分野

No: 230

5

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 それぞれがオリジナルの商品づくりにはげむ地域の子育て世代のママたちです。
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[団体別データ]

(法人格)

特定非営利活動法人団体名 むさしっこの会

代表者 上島　一志

連絡先 むさし保育園 〒187-0031 小川東町4-1-1

電話 ０４２－３４４－１３２４ FAX ０４２－３４４－１３２４

E-mail musashic@pg8.so-net.ne.jp

活動内容 産休明けから就学前までの乳幼児の保育。恵まれた自然環境を生かし、子ども達ひと
りひとりの健やかな成長、発達を保証し、父母が安心して子どもを預けて働くことが
でき、保育所職員が自らの仕事に誇りを持って働き続けられる保育園を目指して活動
しています。

主な活動場所 小川東町4-1-1むさし保育園

活動状況 開園日：月曜日から土曜日　開園時間：7:00～20:00
休園日：日祭日、年末年始、その他災害等やむを得ない事情がある時

会員数 正会員：117名　賛助会員：63名

URL http://www.kidslink.jp/musashikko/

活動の分野

No: 231

1、13

特徴・売り・裏技

(法人格)

団体名 武蔵野手打ちうどん保存普及会

代表者 宮﨑　照夫

連絡先 江連　紀子 〒187-0043 学園東町496-30

電話 ０４２－３４３－５１５３ FAX ０４２－３４３－５１５３

E-mail

活動内容 武蔵野地域の粉食文化の代表的な手打ちうどんの保存、普及のため活動を続けている｡
主な内容として
①小平市及び近隣小中学校等の手打ちうどん作り指導。
②会員相互の講習会を通じて食文化の創造発展に努めている。
③街おこし事業として小平市ふるさと村での手打ちうどんの販売。
④「麦まき日待ち秋のまつり」で無料試食提供。

主な活動場所 各小学校、中央公民館

活動状況 会員、小学校等へうどん作り指導、実費

会員数 70名

URL

活動の分野

No: 232

2、6、11、17

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 もこちゃんクラブ

代表者 迫尾　晴恵

連絡先 迫尾　晴恵 〒187-0011 鈴木町2-614-13

電話 ０４２－３８２－０８５０ FAX ０４２－３８２－０８５０

E-mail 720koume@ezweb.ne.jp

活動内容 もこちゃんクラブは、放課後の余暇活動をサポートするクラブです。「子ども達が楽
しく安心して活動できる場所を作ってあげたい」という親たちの思いから誕生しまし
た。主に特別な支援が必要な幼児から高校生が参加しています。もちろん通常級に通
う子ども達も一緒に交流を持ちつつ地域で活動を行っています。

主な活動場所 鈴木公民館、鈴木地域センター、あおぞら福祉センター

活動状況 ピアノ（月1回～２回）水曜・土曜1回：1,500円～2,000円
ダンス（月2回）木曜月額：4,000円、造形・英語・リズム運動（各月1回）2,000円

会員数 48名（親：21名、子：27名）

URL

活動の分野

No: 233

1、9、13

特徴・売り・裏技 ピアノは個人レッスン、ダンス、造形（英語）・リズム運動は、少人数クラスで講師
以外にアシスタント、サポーターの介助がつきます。それぞれの活動で発表会も行っ
ています。

(法人格)

団体名 森林を楽しむ会

代表者 足本　裕子

連絡先 牛込　節子 〒184-0005 小金井市桜町1－8－7

電話 ０４２－３０１－４１８７ FAX ０４２－３０１－４１８７

E-mail ushis@jcom.home.ne.jp

活動内容 山や森林の大切さを、林業体験や人々との交流を通して知り、その大切さを広める活
動をしている。間伐や下草刈り、雑木林の整備や里山保全、間伐材を利用した小平中
央公園のベンチ＆テーブル製作と保守、公園の盛土の土留め、更にはこだいら環境
フェスティバル等へも毎年参加している。

主な活動場所 栃木県さくら市（喜連川）の雑木林、
桐生市のヒノキ林、小平中央公園など

活動状況 不定期ですが、年8回ほどの里山保全活動、
会費は年会費で、一家族2,000円

会員数 25名

URL http://www15.plala.or.jp/forest-fans

活動の分野

No: 234

7

 も り

特徴・売り・裏技 チェーン・ソーを使って木を伐り倒しています。雑木林に丸太小屋を作りました。

- 117 -



[団体別データ]

(法人格)

団体名 やすらぎコンサートＳａｎａ（さ～な）

代表者 星　美智子

連絡先 星　美智子 〒187-0035 小川西町3-22-7

電話 ０８０－３５５５－７３２９ FAX ０４２－３４９－１２７２

E-mail kaabpaxp@i.softbank.jp

活動内容 病気や障害のため、コンサートへ行く事が難しい方の施設等へ、生演奏の出張コン
サートをします。楽器はピアノ、クラリネット、声楽などのソロやアンサンブル。
お客さんと一緒に歌うコーナーは好評です。リクエスト曲のご相談にも応じます。
また、活動に賛同し、運営資金を応援して下さる方への出張も致します。

主な活動場所 過去の訪問先として病院、障害者施設（身体、精神）、教会発表会のゲスト、市民団
体の行事、一般宅、保育園、デイケア等。

活動状況 不定期、会費はなし　賛助会員（会費：年　1,000円）を募集。

会員数 8名

URL

活動の分野

No: 235

1、6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 メンバーは音楽の講師の経験も豊かで、ピアノ、クラリネット、声楽を教えます。

(法人格)

団体名 謡曲　松風会

代表者 三澤　正一　　　

連絡先 和智　一之 〒187-0004 天神町4-17-1

電話 ０４２−３４２−１５２６ FAX ０４２−３４２−１５２６

E-mail wachik@jcom.home.ne.jp

活動内容 観世流・宝生流の謡曲愛好者が毎月一回、第二土曜日になかまちテラスに於いて其々
数曲の素謡を楽しんでいます。また観世流では初心者向けの指導を別途に行っており
随時入会を受けつけています。皆様のご参加で来聴を歓迎いたします。

主な活動場所 なかまちテラス・和室

活動状況 毎月第2土曜日　10時～15時
会費：年　2,000円

会員数 32名

URL http://www.geocities.jp/shoofuukai/shofukai.html

活動の分野

No: 236

6

特徴・売り・裏技
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[団体別データ]

(法人格)

団体名 朗読小平教室（ひびき）

代表者 伊波　喜一（いは　よしかず）

連絡先 伊波　喜一（いは　よしかず） 〒187-0032 小川町1-2541-4

電話 ０４２－３１２－１５４８ FAX ０４２－３１２－１５４８

E-mail yoshi.iha1818@gmail.com

活動内容 毎月第2・第4土曜日の午前9時～午後12時と午後1時～4時の2グループに分かれて、朗
読の研鑽をしています。講師は放送表現センターの吉田美智子先生です。毎年夏に
「放送表現センター」の発表会に参加しています。また毎月1回小平市内で「ひびき」
の発表会を行っています。今年で7回目になります。男性の参加者も歓迎です。

主な活動場所 元気村おがわ東

活動状況 毎月　第2・第4土曜日の午前9時～12時、午後1時～午後4時に分かれて練習していま
す。

会員数 13名

URL

活動の分野

No: 237

6

(あすぴあ登録団体)

特徴・売り・裏技 毎月、小平市内でミニ朗読会を開催しており、市民の皆様が朗読に親しむ機会を設け
ようと心がけています。
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