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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

毎月第４月曜日，地域高齢者の昼食会と交流会を続けて 19 年目になり

ます。 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

足腰が弱く，又デイサービスに通ったり，施設に入所したりと参加者が

少なく，スタッフの高齢化もあり，迷うこともありました。 

参加者の好意もあり，社協のボランティア団体の皆さんのご協力を得て，

楽しい会を継続していきます。 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等 

ふりがな あさくら さく 

お名前 朝倉 さく 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑
町名 

本町四丁目 

☑
施設名（特にない場合は記入不要） 

本町四丁目 都営４号棟 １階 談話室 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート
1 

1



難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

個人で活動中です。 

・介護施設２カ所，個人宅で将棋のお相手ボランティア

・認知症家族会，日吉地域包括支援センター，高齢者家族交流会世話人

・NPO 介護サポートセンター会員

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

現状の活動を充実させたい。 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等 

ふりがな ありやま しげる 

お名前 有山 滋 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑
町名 

西町，西恋ヶ窪，東恋ヶ窪 

☑
施設名（特にない場合は記入不要） 

にんじんホーム，こもれび家族 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート
2 

2



難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

内藤・日吉地域の自治会から連携支援を頂いて、６０歳以上の方々の親睦・

交流の場として、「内藤・日吉シニアサロン」が設立され，理事として活動して

います。内藤日吉シニアサロンは、会員さんの健康寿命の維持と会員の相

互交流を推進し、会員の地域参加を促進しています。 

現在、設立 3 年目となり、本格的なシニアサロン活動を皆様と一緒に開発、実

施していくところです。 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

健康寿命を延ばすために必要な体力維持のための椅子に座ってできる椅

子健康体操を進めているところですが、個人が自宅で毎日できる椅子体

操を模索しています。 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等 

ふりがな いずみ すえお 

お名前 泉 陶生 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑
町名 

内藤、日吉町 

☑
施設名（特にない場合は記入不要） 

国分寺市内藤地域センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート
3 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

市民防災推進委員 

東京消防庁 災害支援ボランティア 

小金井警察署による ふれあい連絡協議会 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

登下校時の見守り強化をしていきたい。 

スクールゾーンにおいて，ガードを退かせて進入し，又，ガードを元に

戻さないで困っています。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等  

ふりがな つるた とみこ 

お名前 鶴田 トミ子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

新町，並木町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

並木公民館 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

①東恋ヶ窪四丁目自治会は 413 世帯（2018 年度）加入 

②国分寺市民防災推進委員 

③国分寺市防災まちづくり委員 

④介護予防推進委員 

⑤認知症サポーター 

⑥社会福祉協議会賛助会員 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

①東恋ヶ窪四丁目自治会役員としての活動 

 自治会加入率が低く，いかにして増やしていくか。 

②地域内の高齢者が増え続ける中で，特に一人住まいの高齢者を見守り，

サポートしていくか。 

③地域住民の連帯意識を如何にして高めるか。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等  

ふりがな とよさわ じゅんいち 

お名前 豊沢 淳一 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東恋ヶ窪四丁目 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

本多公民館，いずみホール，いずみプラザ，北の原地域センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

武蔵野大学で講師をしております。専門は高齢者福祉政策です。地域福

祉を学び学生に伝えていきたいと考えています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

私の大学には国分寺市在住の学生も多くいます。学生に地域福祉、高齢

者福祉に関心を持ってもらう活動を行なっていきたい。私自身も地域福

祉に関してはわからないことも多く、この協議会で学んだことを学生に

伝えていきたい。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等  

ふりがな まつおか ひろかず 

お名前 松岡 佑和 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

本町 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

前任者（青柳和枝さん）から依頼されました。地域福祉について，これ

から勉強しながら少しでもお役にたてばと思っております。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

各々の事情で自治会に加入しない世帯が増えております。私共では３ヶ

月毎の当番ですが，負担に感じる方もいます。３月話し合いの場を設け

意見交換しましたが，貴重な意見がでました。「自治会未加入」その辺り

が課題の一つと考えます。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等  

ふりがな おりい えみこ 

お名前 織井 惠美子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

新町 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

息子二人の子育ても終わり，現在公立小学校で講師をしています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

子ども食堂など，子供をめぐる活動は盛んになりつつありますが，成人，

特に一人暮らしのシニア世代に対して，どう居場所をひろげられるかを

考えるようになりました。「住み開き」を理想と考え，生きづらさや居づ

らさを少しでも対策できたらと思います。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等  

ふりがな おおえ じゅんこ 

お名前 大江 潤子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

 男女 7 名全員後期高齢者、健康維持のため、転倒予防を含め、高齢福

祉課の援助を得て、簡単手軽にできる体操をする会、名付けて「ひだま

りの会」を結成。約 1 時間の体操終了後、ペチャクチャタイム コーヒ

ーを飲みながら。甘いものはもちろん。これを楽しみに、この時間のみ 

参加する不届き者もいる。それも OK。私ではない。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

 発足後数年、週 1 で実施していますが、いろいろと話し合う中、皆の

思いは、認知症になり家族に迷惑をかけたくない事に。 

 これから一年かけて、まずは認知症ってなにからはじめ、正しく知り、

理解を深めて、自分にも、他人にも間違った対応をすることの無きよう

皆で検討する。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こじんのしみん 

個人の市民 

又は団体名 
個人の市民 

団体での役職名等  

ふりがな さくらい かんぞう 

お名前 櫻井 幹三 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

高木町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

高木町市営住宅 集会室 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

当協会では、介護保険事業として、施設サービスと在宅サービスを行っ

ています。管理栄養士として、主に介護老人保健施設に入所の方とショ

ートステイ利用のお一人毎に、良い栄養状態とはどんな状態か、何が問

題なのか等、他の職種と話し合い、日々の食事を楽しんで頂けるよう活

動しています。その他、通所リハビリテーションサービスと通所介護サ

ービスをご利用の昼食とおやつ提供にも関わっています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

高齢者にとって、食べることは毎日の楽しみや生きがいになっています。

介護が必要な方にとって、どのような状況がベストなのか考え、管理栄

養士として地域福祉に少しでも貢献できるよう、情報共有や意見交換が

出来ればと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな いっぱんざいだんほうじんこくぶんじしけんこうふくしさーびすきょうかい 

個人の市民 

又は団体名 
一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会 

団体での役職名等 管理栄養士 

ふりがな やまもと ちえ 

お名前 山本 千恵 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

泉町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

介護老人保健施設すこやか 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

今年度しんまち児童館の館長をさせて頂くことになりました。しんまち

児童館は学童保育所が入ってる施設です。 

乳幼児親子から高校生まで幅広い方が利用する施設なので来館者とのふ

れあいを大切にしています。H２１年度からこどもの森が指定管理者とし

て運営させていただいており，H３１年度からも引き続き運営させて頂き

ます。これからも地域の方々と色々な行事を開催していきたいと思って

います。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

地域のお祭りなどに参加をし盛り上げたのしめる企画を開催する。 

また出張児童館を行ない、地域との交流を深めていきたいと思います。 

中学生や高校生の居場所づくりを考えていきたいと思います。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな かぶしきがいしゃこどものもり しんまちじどうかん 

個人の市民 

又は団体名 
株式会社 こどもの森  しんまち児童館 

団体での役職名等 館長 

ふりがな よしむら さとし 

お名前 吉村 聡視 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

新町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

しんまち児童館学童保育所 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

にしまち児童館の館長をさせて頂き 2 年目になりました。西町プラザは

地域センター・生きがいセンターと児童館が入っている複合施設です。

色々な年齢層の方が利用する施設なので来館者とのふれあいを大切にし

ています。H26 年度よりはじめてこどもの森が指定管理者として運営さ

せていただき、H31 年度からの 5 年間も引き続き運営させていただきま

す。これからも地域の方々と色々な行事を開催していきたいと思ってい

ます。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

西町地域センターの利用者協議会と連携して子どもと地域の方々が一緒

に楽しめる企画を開催する。 

地域の方々の状況を把握しながら可能な企画を随時考えて開催してい

く。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな かぶしきがいしゃこどものもり にしまちじどうかん 

個人の市民 

又は団体名 
株式会社 こどもの森  にしまち児童館 

団体での役職名等 館長 

ふりがな かわじり ありな 

お名前 川尻 亜利奈 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

西町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

西町プラザ 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

東京都助産師会は、助産師相互の協力と助産の専門職の水準の維持向上並び

に利用者に対する質の向上を図り、母子保健事業を通じて女性と子ども及び

家族の健康・福祉の改善向上に貢献することを目的とする団体です。東京都

助産師会は２６の地区分会で構成され、国分寺地区分会（通称：国分寺助産

師会）は発足して４年になります。会員は、国分寺市在住もしくは国分寺に

勤務地がある助産師２０名です。それぞれが助産師として病院や助産院、地

域で勤務しながら育児相談や子育て中のお母さんを対象としたイベントを

通して、育児支援を行っています。私自身は、助産院という施設で勤務をし

ながら、妊娠期から出産、産後のケア、育児相談等をおこなっております。

地域でのつながりを大切にし、子育て中の方が孤立せず安心できるような支

援を多方面から行っていきたいと考えております。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

昨年度は、母子を対象としたイベントの開催が２回のみであったため、今年

度は積極的に広報を行いながら、活発にイベント活動を行っていきたい。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こうえきしゃだんほうじんとうきょうとじょさんしかい こくぶんじちくぶんかい 

個人の市民 

又は団体名 
公益社団法人 東京都助産師会 国分寺地区分会 

団体での役職名等  

ふりがな やじま あい 

お名前 矢島 藍 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

国分寺市内全域 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

地域包括支援センターは，高齢者の生活を様々な面から支援するため

の拠点として，市の委託を受けて設置されています。「高齢者見守りコー

ディネーター」は，孤立しがちな高齢者が地域との繋がりを維持しなが

ら生活ができるよう，地域の皆様のお力を借りながら支援体制の充実を

目指しています。地域のつながりづくりを呼びかける立場の私ですが，

むしろ見守っていただいている実感があり感謝しております。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

・地域の特性や課題の把握と，課題解決などを話し合う場の形成 

民生委員，地域団体，関係機関との連携を深め地域のご高齢者の生活に

関する情報収集を行います。そこから見えてきた地域課題について，地

域に根差した活動をされている個人や団体と共有や解決に向けた話し合

いができる場をつくりたいと思います。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじちいきほうかつしえんせんたーこいがくぼ 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺地域包括支援センターこいがくぼ 

団体での役職名等 高齢者見守りコーディネーター（生活支援コーディネーター） 

ふりがな うえむら ゆかり 

お名前 上村 夕可里 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

泉町・西恋ヶ窪・東戸倉 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

地域包括支援センターは，高齢者の生活を様々な面から支援するため

の拠点として，市の委託を受けて設置されています。「高齢者見守りコー

ディネーター」は，孤立しがちな高齢者が地域との繋がりを維持しなが

ら生活ができるよう，地域の皆様のお力を借りながら支援体制の充実を

目指しています。 

 身近な地域の相談窓口として顔の見える関係を築いていけるよう努力

していきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

【課題】・地域に拠点が少なく、活動できる場所がない。 

・地域のイベントが減ったことで世代を超えた交流がなくなり、ネット

ワーク作りが困難になっている。 

【取り組んでみたいこと】各団体の活動内容を知り、世代や分野を超え

た交流などそれぞれの困りごとを共有した上で、地域で出来ることを模

索したい。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじちいきほうかつしえんせんたーなみき 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺地域包括支援センターなみき 

団体での役職名等 高齢者見守りコーディネーター（生活支援コーディネーター） 

ふりがな いしかわ みおこ 

お名前 石川 未央子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

並木町・北町・新町・富士本 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

地域包括支援センターは，高齢者の生活を様々な面から支援するため

の拠点として，市の委託を受けて設置されています。「高齢者見守りコー

ディネーター」は，孤立しがちな高齢者が地域との繋がりを維持しなが

ら生活ができるよう，地域の皆様のお力を借りしながら支援体制の充実

を目指しています。 

 地域の皆さんから気軽に声をかけていただけるようなコーディネータ

ーでありたいと思います。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

 昨年度に引き続き、民生委員さんや自治会・老人クラブ等地域の資源

となる方々と連携し、ひかり地域の見守りネットワークづくりに努めま

す。また、地域内の様々な集まりや店舗などに積極的に出向き、高齢者

に役立つ情報の収集・活用に努めます。 

 地域の高齢者人口が増す中、高齢者の相談窓口としての周知を行い、

高齢者や関係する方々が抱える困り事の把握に努めます。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじちいきほうかつしえんせんたーひかり 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺地域包括支援センターひかり 

団体での役職名等 高齢者見守りコーディネーター（生活支援コーディネーター） 

ふりがな まつやま しんや 

お名前 松山 真也 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

光町・高木町・西町 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

地域包括支援センターは，高齢者の生活を様々な面から支援するため

の拠点として，市の委託を受けて設置されています。「高齢者見守りコー

ディネーター」は，孤立しがちな高齢者が地域との繋がりを維持しなが

ら生活ができるよう，地域の皆様のお力を借りながら支援体制の充実を

目指しています。今年度も、地域の皆様と一緒に「地域の高齢者が安心

して暮らし続けられる地域づくり」に努めていきたいと思います。よろ

しくお願い致します。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

・高齢者に関わる団体活動や地域住民による活動に参加し、事業内容の

紹介や、顔と顔の見える関係作りを行う。 

・地域関係者との懇談機会の開催。 

・定期的に機関紙を発行し、介護予防教室や認知症サポーター養成講座

等の案内を行う。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじちいきほうかつしえんせんたーひよし 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺地域包括支援センターひよし 

団体での役職名等 高齢者見守りコーディネーター（生活支援コーディネーター） 

ふりがな ふじさわ まみ 

お名前 藤澤 麻実 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

日吉町・戸倉・内藤 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

地域包括支援センターは，高齢者の生活を様々な面から支援するための拠

点として，市の委託を受けて設置されています。「高齢者見守りコーディネ

ーター」は，孤立しがちな高齢者が地域との繋がりを維持しながら生活がで

きるよう，地域の皆様のお力を借りながら支援体制の充実を目指していま

す。特養勤務 6 年を経て、地域高齢者の支援に携わり 5 年目を迎えました。

地域にあるさまざまな活動、居場所、人と高齢者・家族を結び付け、高齢者

が役割を持ち続けられる地域づくりに努めます。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

・わが町語ろう会の年 2 回以上の開催（地域高齢者・住民が地域につい

て考え、地域に関心を持つ機会を提供していく。安心して暮らしていく

ための環境づくり、生きがいと役割をもった生活づくりを我が事として

考えてもらう場にしていく） 

・自治会、町内会、商店会、個人商店等へのあいさつ回り、積極的な声

掛けを行い、地域の見守り合いの必要性を伝えていく機会をつくる。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじちいきほうかつしえんせんたーほんだ 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺地域包括支援センターほんだ 

団体での役職名等 高齢者見守りコーディネーター（生活支援コーディネーター） 

ふりがな きむら しょうこ 

お名前 木村 祥子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

本町、本多、東恋ヶ窪 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

地域包括支援センターは，高齢者の生活を様々な面から支援するための拠

点として，市の委託を受けて設置されています。「高齢者見守りコーディネ

ーター」は，孤立しがちな高齢者が地域との繋がりを維持しながら生活がで

きるよう，地域の皆様のお力を借りながら支援体制の充実を目指していま

す。国分寺市での勤務は２年目です。地域の皆さんの声を伺い、皆さんと一

緒に解決方法を考えられるようになりたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

高齢者が身近な地域の中で生きがいや役割をもって生活が継続できるよう、 

①地域の支え合いに関する社会資源の把握、情報の整備につとめ、必要な方

に情報提供します。②居場所づくりや地域包括支援センターもとまちの周知

を目的として、地域の会場をお借りし、地域包括支援センター主催のサロン

（テーマ：防災）を実施したいです（年１回）。推進協議会でのつながりを

大切に、地域の皆様の声を伺いながら取り組みたいです。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじちいきほうかつしえんせんたーもとまち 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺地域包括支援センターもとまち 

団体での役職名等 高齢者見守りコーディネーター（生活支援コーディネーター） 

ふりがな なかむら ゆか 

お名前 中村 由佳 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東元町、西元町、南町 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

昭和 48 年 11 月 25 日に精神障がい者を持つ家族の会として発足。 

現在会員数 57 名（平成 19 年３月現在），うち当事者 14 名。 

毎月定例会を開き，会員の希望を聞き，会の活動運営に取り組んでいま

す。他団体と連携して勉強会を行ったり，家族相談，当事者の自立支援

事業，言いっぱなしのみんなで語ろう会，講師を招いて地域の方々に精

神障がい者の現状を知っていただく講演を開くなど，会員のニーズに合

う活動を行っています。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

会員の高齢化による家族の活動の限界。介護する親は，声をあげる事も

なく孤軍奮闘するばかり。孤立する家族を，家族会で少しでも心を軽く

して共に助け合いながら会員を増やしていきたい。精神障がい者を持つ

家族の為の啓蒙活動（講演，勉強会）を継続して行いたい。他に新規会

員獲得等について良いアイデアがございましたら，推進協議会で教えて

いただきたいと思います。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじあゆみかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺あゆみ会 

団体での役職名等 副会長 

ふりがな ながい かずこ 

お名前 長井 和子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

相談業務，役員会等（あゆみハウス），定例会，イベント等（いずみプラザ他） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

1991 年に設立された市民のボランティア団体。3 つの理念（相互理解、

市民としての平等、相互互恵）に基づき、国際理解推進活動、交流活動、

外国人支援活動をしています。国際理解講座、語学教室、交流イベント

の開催や、外国人生活相談受付、日本語教室の開催や、外国にルーツの

ある子どもへのサポート活動などさまざまな活動をしています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

①広報活動：本協会活動を広く皆さんに知っていただくため、ホームペ

ージ等の充実を図る。 

②関係機関との連携：外国人住民は急増しており、外国人住民が抱える

問題は多岐に亘ります。地域の関係機関との連携をより深め、「つなげる」

体制づくりをしていきたい。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじしこくさいきょうかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市国際協会 

団体での役職名等 事務局長 

ふりがな おしみ あきこ 

お名前 押味 亜希子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

ひかりプラザに事務所があります。 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

国分寺市内の幼稚園４園での情報交換及び市内の子どもたちの 

教育と安全について考えています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

国分寺市立第３中学校の生徒の職場体験のサポート 

各小学校との情報交換 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじししりつようちえんきょうかい こくぶんじけやきようちえん 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市私立幼稚園協会  国分寺けやき幼稚園 

団体での役職名等 園長 

ふりがな わち としゆき 

お名前 和地 俊幸 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

高木町 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

設立 昭和 49 年。 

会員相互の交流と親睦をはかり，福祉の増進と自立をすすめる。 

地位の中で「ともに生きる」ことを目指し，積極的に社会参加し，行動

する。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

東日本大震災の際に過酷な状態に置かれた障害者や支援者らの姿を描い

た映画の上映 

「星に語りて ～Starry Sky～ 」 

10 月 27 日（月）於：障害者センター 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじししんたいしょうがいしゃふくしきょうかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市身体障害者福祉協会 

団体での役職名等 副会長・肢体聴覚言語部会長 

ふりがな たなか ひろこ 

お名前 田中 博子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

市障害者センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

日本赤十字社に所属するボランティア団体です。 

市総合防災訓練，国分寺まつり等で防災，減災に関わる活動，献血事業

（国分寺駅前，東京経済大学での献血車，立川血液センター）での奉仕

活動等をしています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

災害時のトイレが課題になっているので，それに備えて持ち歩ける大き

さにセットした携帯トイレやその他災害時に身の回りにある物を使って

作る用具の紹介，普及を図っていきたい。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじしせきじゅうじほうしだん 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市赤十字奉仕団 

団体での役職名等 委員長 

ふりがな みやけ のりこ 

お名前 三宅 奉子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

福祉センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

○聴覚障害者問題の理解と啓蒙 

○手話の指導 

○行事（講演会、クリスマス交流会、ハイキング、社会見学、新年会等）

を通じて、手話を学習する人たちとの交流・親睦 

これまで聴覚障害者・難聴者の世界、聞こえない子供の世界をテーマに

やってきましたが、難聴者・聞こえない子供を持つ親など、違った参加

者を増やすことを目指しています。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

聴覚障害者の姿は一見してはわからないと思いますが、災害など緊急な

事態が起こった時は手助けして欲しいです。話が分からない場合はメモ

又は筆談ボードをつけてくださると有り難いと思っています。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじしちょうかくしょうがいしゃきょうかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市聴覚障害者協会 

団体での役職名等 会長 

ふりがな すずき かずのり 

お名前 鈴木 一徳 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

光町、本多 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

ひかりプラザ、本多公民館 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

★民生委員は児童委員を兼ねており、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤

特別職の地方公務員ですが、報酬は無くボランティアとして活動していま

す。国分寺市には７０名の民生委員と、児童に関する相談・支援を専門に担

当する６名の主任児童委員がいます。 

主な活動：地域住民の生活上の相談・支援活動 高齢者熱中症対策事業 

(家庭訪問) 避難行動要支援者安否確認(含訓練) 

     国分寺市地区連絡協議会開催(児童にかかわる関係者の協議会)  

小・中学校/児童館との連携  社会福祉協議会協力員活動 

★自己紹介：委嘱を受けて 18 年目となりました。 

(担当地域：日吉町 1 丁目) 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

今年度から市では生活支援コーディネーター・地域福祉コーディネーターの

配置が決まりました。高齢化や、住民の抱える課題が複雑・多様化する中で

「自分の地域の課題は何か」をよく見極め、新たな専門職との連携のもと、

民生・児童委員活動や現在自分自身が取り組んでいる小地域福祉活動におい

て、住民や地域との連携を強化し、「住民主体の支え合い」をより一層充実

させていきたいと思います。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじしみんせいいいん・じどういいんきょうぎかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市民生委員・児童委員協議会 

団体での役職名等 西部地区副会長 

ふりがな いしかわ ますみ 

お名前 石川 眞澄 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

協議会…市内全域，個人…日吉町一丁目 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

全国共通の制度。厚生労働大臣より委嘱を受けた非常勤の地方公務員。児童

委員も兼ねる。地域住民の身近な相談相手となり，専門機関へつなぐ役目を

負っている。地域の福祉をボランティアで担い，活動する。 

妊婦さんから高齢者まで幅広く対応。社会福祉協議会の協力を負う。 

本多三丁目担当委員。12 年目。地域交流会や熱中症の予防喚起など，行政

からの委託事業も多い。自身は地域でおはなし会「おはなしポケット」を行

い，図書館や学校で開催。 

図書館運営協議委員，本多公民館国障連喫茶理事。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

引き続き，「ひょうたん島サロン」に取り組む。 

元気な高齢者の居場所作り，身近な所で住んでいる人達が知り合い，仲間作

りをする目的で立ち上げ，２年目となる。 

今年度は，①活動場所を広げ，遠出を増やす。②今以上に仲良くなる。③基

盤が出来たので，新しい人を少し入れる。④サロンの内容を皆で考える。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじしみんせいいいん・じどういいんきょうぎかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市民生委員・児童委員協議会 

団体での役職名等 東部地区副会長 

ふりがな はすみ れいこ 

お名前 蓮實 麗子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

本多，その他 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

カフェやしの樹，本多公民館，その他 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

市内の民生児童委員と主任児童委員で構成している団体です。民生児童委員

は、市全体を 73 地区に分けて、それぞれ 1 名ずつが選任されています。主

任児童委員は子どもの福祉に特化した委員で、東部・西部それぞれ 3 名が活

動しています。民生児童委員は「生活福祉」、「高齢者」、「障害福祉」、「児童

福祉」、「子育て支援」の 5 つの部会の分かれて学習しながら、担当地区住民

を見守り、困りごとや心配事の相談に乗ったり、支援の必要がある場合には

行政の担当部局や専門機関につないで問題を改善できるように活動してい

ます。月 1 回の定例会で行政や委員同士での情報交換を行います。また、災

害時には避難行動から取り残される人がいないよう、日ごろから備えていま

す。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

10 年前と比べると高齢者が増加し、生活困窮者もじわじわと増えている感

があり、子どもの問題も深刻さを増すなど、新たな課題が出てきていると感

じています。災害時における高齢者，障害者等の支援や高齢者の熱中症対策，

安心して相談できる存在として「民生委員」を思い出してもらえるように活

動の広報を積極的に行っていきたいと思います。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじしみんせいいいん・じどういいんきょうぎかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市民生委員・児童委員協議会 

団体での役職名等 東部地区会計 

ふりがな とくら ひさえ 

お名前 戸倉 央江 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東元町三丁目周辺 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

【団体の概要】 

民生委員・児童委員は,民生委員法・児童福祉法により，厚生労働大臣の委嘱

を受けて，地域で活動している相談・支援の無報酬のボランティアです。全

国では 23 万人の民生委員・児童委員が活動しています。行政と住民をつな

ぐ要として、100 年の伝統を持つ行政の協力機関です。国分寺市において

も民生委員の前身である方面委員が誕生して昨年で８５年となりました。 

民生委員・児童委員が相談・支援活動を行う上で福祉の制度やサービスを知

ることはとても重要なことです。各分野の専門的な知識を学ぶために，子育

て支援部会・児童福祉部会・高齢者福祉部会・障害福祉部会・生活福祉部会・

主任児童委員部会の６つの部会にそれぞれ所属しています。７３の担当地区

の民生委員・児童委員が，相談内容の秘密を守り個人情報にも配慮しながら

地域福祉の活動をしています。 

【自己紹介】 

民生委員・児童委員に委嘱され４年が経過しました。私は「障害福祉部会」

を経て現在は「生活福祉部会」に所属して日々研鑽を積んでいます。 

民生委員になる前から調理ボランティアとして活動していた，ひとり暮らし

高齢者地域交流会事業の「ふれあい会」では，会食後に利用者さんから「今

日も美味しかったわ！ありがとう！」の言葉に励まされて頑張っています。 

担当する四丁目地区には約 770 世帯・約 1600 人が居住しています。その

内６５歳以上の高齢者は約 570 人と年々高齢化が進んでいます。 

けやき台分譲団地（12 棟 5 階建・350 所帯・住民 568 人・エレベーター

無）には，四丁目の 65 歳以上の高齢者の半数にあたる 280 人が住んでい

ます。 

ふりがな こくぶんじしみんせいいいん・じどういいんきょうぎかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市民生委員・児童委員協議会 

団体での役職名等  

ふりがな みやざき くにこ 

お名前 宮﨑 邦子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

担当地区（西町四丁目）と近隣地域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

にしまちプラザ／学校／けやき台団地管理組合 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

【民生委員として地域で取り組んできた主な活動】 

① 地域の防災組織と連携して災害時に備える 

② 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための切れ目ない支援のため

の、サービス提供機関との情報共有と連携・日々の声掛け・見守りをお

こなう 
 

① の活動について 

★けやき台分譲団地の居住者の半数が高齢者という現状に、防災委員の皆さ

んは東日本大震以降危機感を持って災害対策について行政と相談しながら

対応策を考えてきました。そのような経過の中で，けやき台団地管理組合の

防災委員会で策定した「地区防災計画書」には，災害時には防災委員も支援

者となって民生委員と一緒に「避難行動要支援者」の安否確認を行うことを

明記しました。民生委員と防災組織が連携して「避難行動要支援者名簿」を

共有しながら安否確認を行う試みは市内では例がなく，今後は災害時の支援

者の拡大に繋がることを期待したいと思います。 

平常時から地区の要支援者の見守りや，様々な防災活動に積極的に参加して

地域住民とコミﾕニケーションを図ることが災害に備えることだと思いま

す。 
 

★八小地区防災協力会の協力員として、災害時には地区防災センターの避難

所 

運営ができるよう，学校，ＰＴＡ，自治会・町内会，民生委員，市の防災安

全課と定期的に会議を開催して避難所運営のマニュアルを確認しています。

また市の総合防災訓練や避難訓練では，地域の防災組織と連携して地域住民

に防災意識の啓発と減災対策にも取り組んできました。しかし，地域住民の

中には自力で避難ができない福祉的対象者も多いのが現実です。在宅避難も

含めて地域でしっかり災害に備える意識改革が重要ではないかと思ってい

ます。 
 

② の活動について 

★毎年，高齢者を熱中症から守る対策事業として，75 歳以上のひとり暮ら

し世帯または，世帯全員が 75 歳以上のみの世帯を訪問して，熱中症の注意

喚起の呼びかけを行っています。訪問活動は，地域に住んでいる方とお会い

して日頃困っている事や世帯の状況も伺える貴重な機会です。また担当地区

の民生委員を知ってもらう機会にもなります。年々困難を抱える高齢者や障

害者世帯が増加傾向にあります。訪問した時，気になる世帯があれば，積極

的に声掛けをして困りごとがないか相談に乗っています。 

昨年は地域包括支援センターひかりの「高齢者見守り相談窓口」に気になる

高齢者世帯の情報を提供して，訪問を依頼したところ，本人やご家族と話が

できて介護保険サービスや生活支援の相談につながり，その後サービスの提

供など継続的な支援につなげることができました。 

民生委員が個別に支援が必要な住民には定期的な訪問も行っていますが、民

生委員だけでは対応できないことも多いのが現実です。 

日頃から地域住民に関する情報共有や相談ができる地域包括支援センター

は，民生委員にとっても，心強い関係機関です。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

【団体で取り組んでいる主な活動】 

■民生委員・児童委員の地域福祉活動全般【国分寺市・社会福祉協議会】  

民生委員・児童委員は，国分寺市の社会福祉事業協力員として，また国分寺

市社会福祉協議会（社協）の協力員として行政や社協から依頼された事業へ

の協力・支援をおこなっている。また担当する地区に暮らす民生委員が身近

な相談相手として，地域住民からの心配ごとや生活上の困りごと，医療や介

護、子育ての不安などの相談に応じながら，その課題が解決できるよう支援

を行う関係機関を紹介する「つなぎ役」として，行政，社協，学校，児童館，

子ども家庭支援センター，地域包括支援センターなど様々な関係機関と連携

を図り課題解決に取り組んでいる。 
 

■避難行動要支援者登録制度の勧奨・安否確認 【国分寺市地域共生推進課】                

災害時に，地域からできる限り犠牲者を出さないよう，自力又は家族等での

避難が困難な登録者を対象に，地域の支援者（民生委員・児童委員，社会祉

協議会，国分寺消防署，国分寺消防団，自治会・町内会など）が登録者の安

否確認や避難の介助等をおこなっている。 

災害が発生した時，自力では避難が困難な福祉的対象者は，平常時も近隣と

のコミﾕニケーションが不足していることが多い。平常時から避難行動要支

援者の災害情報の共有と在宅避難についても周知していくことが重要であ

る。 
 

■高齢者を熱中症から守る対策事業（戸別訪問による注意・喚起） 

【国分寺市高齢福祉課・地域包括支援センター】      

高齢者を熱中症から守るために，75 歳以上のひとり暮らしの世帯または世

帯全員が 75 歳以上で構成されている世帯を，戸別訪問しながら熱中症予防

の注意喚起をおこなっている。毎年 6 月に担当課から配布される名簿に登載

された対象者宅を訪問して，熱中症予防の啓発チラシとグッズを手渡しなが

ら対象者の様子も伺える貴重な機会にもなっている。 

熱中症の訪問をしながら，困難を抱える高齢者や障害者世帯の相談に乗り，

行政や地域包括支援センターと連携して継続的な支援につなげている。 
 

■国分寺地区連絡協議会（四者協） 

【国分寺市民生児童委員協議会・教育委員会・小平児童相談所・国分寺市子

ども家庭支援センター】 

児童に関わる関係機関（民生児童委員・子ども家庭支援センター・児童相談

所・学校）が毎年 8 月に国分寺地区連絡協議会（四者協）を開催している。

毎年テーマ沿った講演会、学校区ごとの分散会で，小中学校，保育園，関係

機関，行政，民生委員が，地域の児童を取り巻く問題点や課題を共有し，解

決に向けて意見交換を行っている。いじめ，虐待など重篤な事件が後を絶た

ない中で，関係機関が一同に集まり顔が見える情報交換の場として，四者協

の果たす役割は今後も重要である。 
 

■一人暮らし高齢者等地域交流会事業 【事業主体：国分寺市社会福祉協議

会】 

地域住民とのふれあいを深めるため、一人暮らしの高齢者が地域で孤立しな

いよう，民生委員・児童委員と地域住民のボランティアが中心となり，市内
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

９地区で延べ 2,000 人以上の利用者さんが参加して茶話会や食事会を通じ

た顔の見える地域交流会を開催している。 

交流会では，社協，地域包括支援センター，歯科医師，消防署による介護，

健康，防火・防災の話しや地域の幼稚園や中学校の生徒との交流や地域で活

躍している音楽団体との交流など，利用者さんも楽しみに参加している。 

ボランテｲアの高齢化が進み新たなボランテｲアの確保が課題である。 

  

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

【地域の現状と課題は】 

① 地域住民に寄添い，見守り，地域の安心を支え続ける役割として 

年々困難を抱える高齢者や障害者世帯が増加傾向にあります。訪問した時，気

になる世帯があれば，積極的に声掛けをして困りごとがないか相談に乗ってい

ます。民生委員が個別に支援が必要な住民には定期的な訪問も行っていますが、

個別支援は，サービスにつなげて終了するものではありません。本人や家族の

意思を確認しながら、ニーズに合った支援につなぐことは簡単なことではあり

ません。民生委員だけでは対応できないことも多いのが現実です。 

② 公的な福祉サービスをつなぐ役割として 

地域包括支援センター「高齢者見守り相談窓口」と連携しながら，地域に気に

なる高齢者世帯があれば情報を共有することで，介護保険サービスや生活支援

の相談につながり，その後サービスの提供など継続的な支援につなげることが

できます。しかし，既存のサービスでは対応できず，つなぐ先がない場合もあ

ります。 

【地域の課題解決のために】 

今年度から配置された地域福祉コーデｲネーターの地域資源のノウハウを借り

ながら，多様化する地域住民の相談・支援活動に対応や，世帯単位の複合的な

課題の解決のため、行政，社協，学校，子ども家庭支援センター，地域包括支

援センターや関係機関と連携して，地域ぐるみの支援体制やネットワークの構

築に向けて焦らずじっくり取り組んで行きたい。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

民生委員は、厚生労働大臣より委嘱された非常勤公務員で、無報酬のボラ

ンティアです。国分寺市民生委員児童委員協議会は、市内の７３地区に一人

ずつ選任される民生委員（児童委員も兼ねる）と、子供に関する相談事や支

援を担当する６名の主任児童委員で構成されています。 

 民生委員は、担当地区での身近な相談相手として、生活や暮らしの事や福

祉の事などの相談を受け、解決に向けての情報提供や、行政などの関係機関

への「つなぎ役」として活動しています。 

 民生委員に委嘱されて６年目になりますが、九小学区内で地域の方々と活

動している「ここねっとナイン」や、以前から関わっている青少年育成地区

委員会で、地域の子供から大人まで参加でき、楽しく交流ができるようなイ

ベントを企画して行なっています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

民生委員になった当初は、２０年近く住んでいたにも関わらず、地域のこと

がほとんどわかりませんでしたが、夏の熱中症喚起等の高齢者宅訪問や、災

害時に支援が必要な方の訪問訓練を行ない、少しずつ地域のことがわかるよ

うになりました。訪問の際にいろいろなお話や相談事を受け、状況を把握し、

必要な情報と適切な支援をする事が、民生委員の役割であると痛感するとと

もに、地域の様々な課題も見えてきました。 

 自治会の方からも、若年層の入会が減り、一人暮らしなどの高齢者が増え

て退会するなど、年々加入世帯が減少しているとの話を聞き、また家庭内の

問題（ひきこもりなど）の相談事を受ける中で、隣近所の関係が希薄になっ

ふりがな こくぶんじしみんせいいいん・じどういいんきょうぎかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市民生委員・児童委員協議会 

団体での役職名等  

ふりがな みやた まりこ 

お名前 宮田 萬利子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

西恋ヶ窪三丁目 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 

30 

33



難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

ていると感じます。 

 今年度の取り組みとして、身近な相談相手としての民生委員の役割を踏ま

え、自治会や包括支援センターなどの関係機関と連携を取りながら、孤立せ

ず、困った時など隣近所で助け合うことができる、つながりのある地域作り

のお手伝いをしていきたいと考えています。 

 協議会では、参加される方々と様々な情報を提供、共有しつつ、取り組み

につなげていけたらと 

思っています。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

国分寺市老人クラブ連合会は，老人福祉法に位置付けられたクラブです。市

内のクラブは老人の福祉を増進することを目的とし，自主的に活動が円滑に

行える同一小地域に居住する者で構成し，現クラブは 26 団体，会員は約

1,600 人です。 

活動は，「生活を豊かにする楽しい活動」「地域を豊かにする活動」「うるお

い・やすらぎ」に満ちた地域づくりと相互に関わりを持ちながら，「健康，

友愛，奉仕」活動をしている。内容は，運動会，芸能大会，カラオケ大会，

輪投げ大会などの運動と，一人暮らしや寝たきりの高齢者への見守り奉仕活

動，子供たちの見守り，各種募金活動等を実施している。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

仲間を広げる加入促進活動 

高齢者が相互に助け合うため，各種団体とともに友愛・奉仕活動など社会に

貢献する活動 

健康寿命を延ばす健康づくり，介護予防活動として高齢者一人ひとりが自ら

取り組む活動 

高齢者が生きがいを高めるため数々の活動を企画するとともに，「居場所づ

くり」を推進する 

災害に対し，自助に備えを進める活動 

時代を担う人材を育成し，組織の活性化と魅力ある老人クラブをめざす活動 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじしろうじんくらぶれんごうかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市老人クラブ連合会 

団体での役職名等 副会長・芸能部長 

ふりがな わたなべ もとお 

お名前 渡邉 幹夫 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

福祉センター，いずみホール，本多公民館，スポーツセンター 他 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

指導者的訓練を基調とした自己修練に励み、相互の友情を深めつつ、経 

済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究し、社会奉仕により国分寺 

市を中心とする近隣地域社会の開発、更には日本経済の正しい発展を図 

り且つ、国際青年会議所の機構を通じ世界諸国間の国際理解及び親善を 

助長し、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする団体です。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

堅実な会務運営や多文化共生社会の促進、子ども達の未来の為など一人 

ひとりが参画意識をもった夢溢れるダイバーシティの実現の為、そして 

明るい豊かな社会の実現の為に各委員会毎活動していきます。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじせいねんかいぎしょ 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺青年会議所 

団体での役職名等 総務委員会 委員長 

ふりがな やまぐち ゆうだい 

お名前 山口 悠大 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

主に国分寺市内 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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36



難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

・心がけていること，Smile（笑顔）です。 

・1992 年９月 27 日に設立。国分寺市に住む難病者とその家族，市民が集

まり，交流や学習，講演会等を通じて，お互いに理解を深め，親睦を図り

ながら難病者の医療と福祉の向上に努めています。 

・定例会「であいの場」毎月 第１土曜日 PM1:30～3:30 障害者センター 

にて 

・言語リハビリ教室 毎月曜日 AM10:00～11:30 障害者センターにて 

・機関誌“であい”年３回発行 

・地域交流事業“笑いと歌の会”9/29（日）PM いずみホールにて 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

赤い羽根共同募金会からの助成金を基に，地域交流事業として“笑いと

歌の会”を９月 29 日（日）いずみホールで PM1:30 より開催。当日ま

で打ち合わせ，チラシ作り，全域（市内）チラシ配布，リハーサルと大

変ですが，昨年よりひとりでも多くの方々に来ていただき，楽しんでい

ただけるような“笑いと歌の会”にしたいと思います。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな こくぶんじなんびょうのかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺難病の会 

団体での役職名等 副会長 

ふりがな あべ としこ 

お名前 阿部 敏子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

国分寺市全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

障害者センター，本多公民館 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

主に市内在住の知的障害をもつ方の生活，作業，外出，宿泊などの支援

をしています。 

また，市内の様々なイベントへの参加，出店，法人施設でのワークショ

ップ等も行い，地域の方とのつながりをつくっています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

できる限りの施設開放に取り組む。 

法人内でのワークショップ等の開催で，地域の方々の交流の場としたい。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん あんびー 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 AnnBee 

団体での役職名等 施設長 

ふりがな やまうち あつし 

お名前 山内 敦 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

主に西元町周辺，市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

社会福祉法人 Ann Bee（法人事業所） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

平成 21 年４月 1 日に国分寺市の公設民営の第一号園として、社会福祉

法人菊美会が運営を受託し開園。その年の 9 月には病後児保育室も開設

し、平成 22 年 1 月から朝 7 時から夜 8 時までの 13 時間開所保育も開

始し、「子ども一人ひとりを大切にし、保護者に信頼され、地域に必要と

される保育園を目指します。」を保育理念として運営し、昨年公設民営受

託して 10 年経ち、今年 11 年目。新たなる一年を踏み出していきます。

五感を刺激する保育、「夢のたねで未来へ(未来絵)」の保育を目指します。 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

保育園での「きてみてあそぼ」等の未就園児との保育園での交流、市民

室内プール親子ひろば「コアラッコ」も訪問場所として加えて、地域の

未就園児の保護者に、保育園とはどんなところって知ってもらえるよう

活動していきます。またご近隣（市内全域）のご高齢の方をお招きし、

子どもたちとの交流活動をする「お招き会」を開催（年一回）、また老人

福祉施設への慰問活動などで、地域のご高齢の方々との交流も進めてい

きます。 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな しゃかいふくしほうじん きくみかい こいがくぼほいくえん 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 菊美会  恋ヶ窪保育園 

団体での役職名等 園長 

ふりがな さかた まもる 

お名前 坂田 衛 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑
町名 

東恋ヶ窪、戸倉、本多/市内全域 

☑
施設名（特にない場合は記入不要） 

恋ヶ窪保育園、子ども家庭支援センター、ほんだ児童館 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

社会福祉法人けやきの杜は、知的障害者の家族による「国分寺市手をつなぐ

親の会」が運営する作業所を母体として 1986（昭和 61）年に設立されま

した。 

法人最初の施設である希望園（国分寺市戸倉）をはじめとして、現在では通

所事業所、グループホーム、居宅介護事業所、相談支援事業所、短期入所事

業所、放課後等デイサービス、高齢者小規模多機能事業所など、国分寺市内

に事業所を展開し、「誰もが暮らしやすい社会」を目指して社会福祉事業に

取り組んでいます。 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

地域福祉に取り組む市内団体に、物品や会議室の貸し出しを行います。 

法人事業所を「地域福祉を向上させるための会議スペース」として無償での

貸し出しを行います。 

また、法人が所有する物品のうち、綿菓子器、かき氷器、焼き鳥コンロ、テ

ント等を市内の地域福祉に取り組む団体が主催するイベント等に無償で貸

し出しをします。

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな しゃかいふくしほうじん けやきのもり ちいきかつどうしえんせんたーにじ 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 けやきの杜  地域活動支援センター虹 

団体での役職名等 主幹 

ふりがな いけだ みゆき 

お名前 池田 みゆき 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート
36 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

社会福祉法第 109 条に基づいて 

① 「ボランティア活動センター」の運営

② 地域福祉権利擁護事業、成年後見利用支援

③ 生活困窮者自立相談支援事業

④ 子育て援助活動支援事業

⑤ 共同募金事業への協力

⑥ 小地域福祉活動の啓発・推進

他、社会福祉の調査・研究・宣伝・連絡調整を行っている

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

・自治会町内会との連携

・地域のネットワークづくり

・ここねっと広場の開催

・社会福祉法人連絡会の実施

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな しゃかいふくしほうじん こくぶんじししゃかいふくしきょうぎかい 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会 

団体での役職名等 

ふりがな 
くまがい あつし/うしだ じゅんいち/まえだ すみえ/きたむら かずひろ/おお

うち ようこ/かわばた まき・かわあい まゆみ 

お名前 
事務局長 熊谷 淳/事務局次長 牛田 純一/総務係長 前田 住榮/地域福祉係

長 北邑 和弘/まちづくり支援係長 生活支援コーディネーター 大内 陽子/

地域福祉コーディネーター 川端 真紀・川合 真由美 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑
町名 

市内全域 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート
37～43
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

地域の皆様のニーズに寄り添っていける介護老人福祉施設として、様々

な事業を展開しております。 

特別養護老人ホーム うれしのの里 定員 100 名 

ショートステイセンター うれしのの里 定員 21 名 

デイサービスセンター 日吉の里定員 B 型 26 名・E 型 8 名 

国分寺市地域包括支援センター ひよし 

居宅介護支援事業所 たんぽぽ 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

・施設で行っている行事に、地域の皆様にご参加いただくことで、高齢

者施設がどのような場所か、どのような方が利用されているのかを知

っていただく。 

・保育園、小学校、中学校、他施設等、地域内の様々な団体と交流する

機会を持ち、繋がりを深める。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん こころかい とくべつようごろうじんほーむうれしののさと 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 心会  特別養護老人ホームうれしのの里 

団体での役職名等 特養生活相談員兼ケアマネジャー 

ふりがな はやし じゅんこ 

お名前 林 淳子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

日吉・内藤・戸倉 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

一般就労が困難な障害者の方々に，生産活動や販売活動といった福祉的

就労の機会を提供し，一人ひとりが自立した生活の実現に必要な知識や

能力向上が図れるよう支援しています。 

主な作業としては，製菓，製パン，印刷，クラフト，リサイクル販売，

清掃などを行っています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

販売活動を通じて，障害者の方々の社会参加や地域との交流を深めると

ともに，地域の方々にも ともしび工房の活動や商品についてもっと知っ

ていただき，施設内の売店やバザーなどに気軽に立ち寄っていただける

関係性を築く。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん ななえのさと ともしびこうぼう 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 ななえの里  ともしび工房 

団体での役職名等 生活支援員 

ふりがな しまだ なおみ 

お名前 嶋田 尚美 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

本多公民館，光公民館，けやきスポーツセンター， 

いずみプラザ，西町プラザ，市役所，あじさい苑 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

・1981（昭和 56）年 4 月、既存アパートを部分的に活用し、住いが必要

な人たちの利用に供する「多機能宿所」はらからの家としてスタートした。

現在の社会福祉法人の傘下事業として「グループホームユニットピア国分寺

（グループホーム 4 か所）」、「さつき共同作業所（就労継続 B 型事業／生活

訓練事業）、「地域生活支援センタープラッツ（相談支援事業／居場所提供／

交流活動）」、「ネットワーク推進事業（精神科クリニックとの共同、家族会

との共同等）」を運営し、精神障害者の地域生活支援を総合的に実践してい

る。 

・個人としては現在ネットワーク推進事業部に所属し、精神科医療に主に携

わりながら、精神科医療が地域福祉と連携して当事者の方々が地域で元気に

暮らすことを目指し、又精神科家族会が少しでも活動しやすくなるようお手

伝いをしている。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

精神科医療が地域福祉と連携して当事者の方々が地域で元気に暮らすこと

を目指し、又精神科家族会が少しでも活動しやすくなるようお手伝いを行

う。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん はらからのいえふくしかい 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 はらからの家福祉会 

団体での役職名等 ネットワーク推進事業部長 

ふりがな おかもと かずこ 

お名前 岡本 和子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

国分寺市中心 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

社会福祉法人 はらからの家福祉会 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

開園して 4６年、０才児から５才児クラスまでの定員 99 名の認可保

育園です。広い園庭と恵まれた環境の中で、日々の生活を楽しみながら、

季節ごとには農作物を収穫したりなどもして、多くの体験を通して子ど

も達の成長と発達を支援しています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

第一に、現在当園に通っている子ども達、保護者の方々に対し、当園の

保育理念のひとつでもある「子どもたち一人ひとりを尊重し、多くの人

と関わることや、多くの体験を通して、成長と発達を支援していきます」

を遂行する事。第二に、園近隣の方々への気持ちの良い挨拶、言葉掛け、

育児世代の方々への育児支援を可能な範囲で行なっていきたいと思いま

す。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん ひよしかい やなぎほいくえん 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 日吉会  やなぎ保育園 

団体での役職名等 副主任 

ふりがな おおつき やすとし 

お名前 大槻 泰稔 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

やなぎ保育園 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

社会福祉法人 普門会は，特別養護老人ホーム にしき苑を管理，運営し

ています。特養，ユニットケア，短期入所生活介護，通所介護，居宅介

護支援事業，訪問介護を行っており，高齢者の方々の支援を行っていま

す。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

キャリアパス制度の構築に伴い，職員一人ひとりの能力による昇給の制

度の実施。 

職員の教育，派遣講師の積極的な受け入れを行う。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん ふもんかい とくべつようごろうじんほーむにしきえん 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 普門会  特別養護老人ホームにしき苑 

団体での役職名等 施設長 

ふりがな ゆり かずき 

お名前 由里 一樹 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目22 番地38 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

特別養護老人ホームにしき苑 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

社会福祉法人 万葉の里は国分寺市障害者センター（泉町）と KOCO・

ジャム（東戸倉）を中心に、市指定管理等事業 8 事業、法人独自事業 5

事業を運営しています。 

国分寺市障害者センター内にある地域活動支援センターつばさでは、

障害のある方の生活全般の相談、福祉サービスを利用するための計画相

談、生活力を高めるプログラム、交流サロン（フリースペース）等の事

業を行っています。また、広く市民の方々に障害理解を深めていただけ

るような市民福祉講座をはじめ、市民交流プログラム、ボランティア受

け入れ等の市民の方も参加していただける活動も行っています。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

・市民福祉講座では、市民に関心を持ってもらえるようなテーマを設定

し、障害理解を深めていきたい。（今年度は 4 回開催予定） 

・市民交流プログラムやボランティアの受け入れを積極的に行い、障害

のある方と市民の交流を促進したい。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん まんようのさと ちいきかつどうしえんせんたーつばさ 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 万葉の里  地域活動支援センターつばさ 

団体での役職名等 課長 

ふりがな いさ もとこ 

お名前 伊佐 素子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

国分寺市障害者センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

社会福祉法人村山苑は高齢・障がい・保育・生活保護４種別１０施設の

運営をおこなっております。ひよし保育園は平成３０年８月に日吉町か

ら戸倉に園舎移転をおこないました。家庭的な雰囲気を大切に、子ども

も大人もワクワク、ドキドキそんな時間を大切にしております。運営理

念のひとつ、地域根ざした事業所になれるようにと実施していきます。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

保育園と地域の方々との交流、また情報誌で子育ての情報発信を行って

いく。 

園で行う観劇会や伝統行事のお誘い、また地域の高齢施設への訪問等、

交流の機会を持っていく。定期的に情報誌を発行し保育園ならではの子

育てに関しての情報を発信していく。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん むらやまえん ひよしほいくえん 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 村山苑   ひよし保育園 

団体での役職名等 園長 

ふりがな ふなき よしえ 

お名前 舩木 芳枝 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

当法人は、昭和 12 年に設立された国分寺病院を母体として発足した社会福

祉法人です。法人理念として地域貢献を掲げ、医療・福祉を提供しておりま

す。国分寺市内には、法人の中心となる『国分寺病院』をはじめ、『浴光介

護支援サービス』、『浴光訪問看護ステーション』、『浴光アンチエイジングセ

ンター』、高齢者在宅・通所複合施設『あじさい苑』、有料老人ホーム『ひま

わり苑』、特別養護老人ホーム『かがやき』『サンライト』がございます。市

外にも、日ノ出町に特養『羽生の里』、静岡県御殿場市に特養・通所複合施

設『ぐみさわ苑』がございます。また、子育て支援として『浴光保育園』、『病

児・病後児ひまわり保育室』、学童保育所『かがやき』を開設しております。

子ども達が医療や福祉に興味を持ち、地域で高齢者と子ども達が関わりを持

って暮らしていけるよう様々な取り組みを行っています。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

①法人内特別養護老人ホーム『かがやき』にて、施設内利用者に加え、地域

の方々も参加できる世代間交流を行う場所の提供と実施(前年度から継続)   

②『いざというときのために知っておこう介護保険』(無料の講座等開催) 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな しゃかいふくしほうじん よくこうかい よくこうかいごしえんさーびす 

個人の市民 

又は団体名 
社会福祉法人 浴光会  浴光介護支援サービス 

団体での役職名等 所長 

ふりがな いいだ しのぶ 

お名前 飯田 しのぶ 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

特別養護老人ホーム かがやき 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

当組合は、平成２３年に国分寺町農協として発足、平成１０年に近隣

の４市（三鷹市・武蔵野市・小金井市・小平市）の農協と合併し、東京

むさし農業協同組合（ＪＡ東京むさし）として現在に至ります。国分寺

支店には、金融等の他に地場産野菜・花・植木等を販売するﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯ

ﾄ（直売所）が併設しております。私、青木は、小平市生まれ、平成１２

年に当組合に入職、ＪＡ２０年目です。農産物の栽培指導や直売所店長

等、職歴の全てが農産物に関係する部署です。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

今年度から試験的にＪＡが窓口となり、市内３ヶ所の子ども食堂に農

産物の提供スキームを計画しています。 

また、農福連携の推進を目的として、直売所で販売しきれなかった農

産物や圃場で規格外となった農産物を使用して、市内の障害者施設で加

工された商品やお弁当を作成して、当直売所で販売するスキームも計画

してます。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とうきょうむさしのうぎょうきょうどうくみあい 

個人の市民 

又は団体名 
東京むさし農業協同組合 

団体での役職名等 国分寺支店 指導経済課長 

ふりがな あおき むつみ 

お名前 青木 睦 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

【自己紹介】 

○平成 15 年３月，63 歳にて現役引退。知人の紹介にて９月，「東元町高齢

者施設建設促進連絡会」に入会する。 

○平成 17 年５月，「NPO 法人あおぞら」設立総会にて理事・事務局長に選

任される。 

○平成 26 年５月，理事長に選任される。 

○平成 27 年５月，設立 10 周年記念事業を施行する。 

○その他加入団体：「もとまち地域会議」，「蛍よもう一度の会」，「もとまち

里山クラブ」，「元町親交会（自治会）」，小・中・高・大同窓会活動など。 

【団体の概要】 

○設立：平成 17 年５月 28 日   ○東京都認証：平成 17 年９月 15 日  

○法人格取得：平成 17 年 10 月５日 ○事業開始：平成 18 年４月１日 

（事業内容） 

国分寺市が建設した高齢者複合施設「生きがいセンターさわやか ー“さわ

やかプラザもとまち”」の管理・運営を地域市民によって設立した「NPO 法

人あおぞら」が指定管理者として受託している。具体的な事業内容は，次の

通り。 

(1)施設・設備管理事業  

(2)介護予防を踏まえた生きがい・健康事業  

(3)異世代交流文化事業  

(4)喫茶・軽食事業 

上記事業をボランティアスタッフの参加を得て，年間 353 日間展開してい

る。平成 30 年度の利用者総数は，35,650 人であった。 
 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん あおぞら 

個人の市民 

又は団体名 
特定非営利活動法人 あおぞら 

団体での役職名等 理事長 

ふりがな はら としお 

お名前 原 俊男 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 主として東西元町，南町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

生きがいセンターさわやか（さわやかプラザもとまち） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

独居高齢者（含日中独居・老―老）に対する安否確認のシステム化学習 

○平成 28 年，30 年に採り上げたテーマである。いずれも進展を見なかっ

たが，本年も挑戦することにした。 

○昨年は，終活ジャーナリスト竹内義彦氏の紹介になる「厳選高齢者見守り

サービスおすすめ 42 選」を参考に多種多様なシステム態様，採用状況など

について理解を深めたが，初期費用，ランニングコストなど未だ調査が必要

である。○本年は，前項に引き続き近隣自治体の実態についても学習・調査

したい。 

○2025 年問題を鑑みるに，現在進行中の“見守り型”だけでは対応し切れ

ないのではなかろうか。確かにボランティアや民生・児童委員の方々，配送・

配達業務に携わる方々などと地域住民の絆や連携を強化することは，安否確

認の最重要な手立ての一つではあるが，有事の短時間，大量処理にはシステ

ム対応がどうしても必要であろう。 

○複数自治体の共同事業化や地域金融機関など企業や個人の出資を仰ぐな

ど，運営主体についても検討を加えたい。 
 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

NPO 法人介護サポーターズ国分寺に設立より関わってきました。 

利用者は近くで利用できるサポーターに期待して居られます。 

自治会の役員となり，高齢者（独居）の方が多い市を知りました。 

どんな形でも手助けできる事が重要だと思っています。 

サポーターズと自治会の連携も大切だと思います。 

自治会ではとりあえず災害時の安否確認の必要性から，具体的な方法を

考え中です。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

情報（仕組み）をみんなに知ってもらう事 

分かりやすい利用の方法 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん かいごさぽーたーずこくぶんじ 

個人の市民 

又は団体名 
特定非営利活動法人 介護サポーターズ国分寺 

団体での役職名等  

ふりがな きみわだ ふみえ 

お名前 君和田 史枝 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

西元町二丁目町会 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

西元町二丁目町会事務所 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

・地域住民の生きがいづくり，健康づくりを，運動・文化芸術教室の運

営を通して行っている。また，総合事業のサービス B や「地域生きが

い交流事業」を国分寺市から委託され，４月よりスタートする。 

＜自己紹介＞  

体育大学卒業後，社会体育専門学校の講師を経て，地域での健康体操

指導，現在はデイサービスきずなの管理者 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

定期的（週１回・隔週）に，運動や文化芸術などの教室を主宰してい

るが，教室に通うことが困難になった方をどうするか？ また，「地域生

きがい交流事業」では，年々変化する参加者のニーズに合った講座を提

供できるよう検討し取り組んでいきたい。これらの事業だけでなく，社

会福祉すべてに関する担い手づくりが，今後の課題ではないかと思って

いる。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん けんこうすまいる 

個人の市民 

又は団体名 
特定非営利活動法人 健康スマイル 

団体での役職名等 事務局長 

ふりがな わかつき てるみ 

お名前 若月 照美 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

生きがいセンターこいがくぼ，ほんだ，ひかり，国分寺診療所多目的室 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

設立：2002 年 6 月ワーカーズ・コレクティブ健康体操指導ワーカーズ

設立  2006 年 2 月特定非営利活動法人格取得                                                                               

会員：19 名 本部国分寺 支部青梅・武蔵村山 賛助団体２・個人 719

名 

事業：１）健康づくり体操指導(高齢者の自立生活体操・健康体操・親子

体操）2008 年～2011 年の３年間 提案型協働事業「身体活動を習慣

化させる介護予防体操教室」を実施 ２）体操に関する研究開発  

３）指導者養成 ４）自主グループづくりの支援(53 クラブ・704 名）                        

目的：誰もが健康寿命を延ばし、社会の一員として自立して生き続けら

れるために、歩いて行かれる所に自主グループをつくり、地域を担う人

達を増やす支援をする。 

2019 年度国分寺市介護予防日常生活支援総合事業・通所型サービス B

開始 

 

ふりがな にんていとくていひえいりかつどうほうじん けんこうたいそうしどうわーかーず 

個人の市民 

又は団体名 
認定特定非営利活動法人 健康体操指導ワーカーズ 

団体での役職名等 副理事長 

ふりがな こんどう ともみ 

お名前 近藤 智美 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

ひかりスポーツセンター・市民スポーツセンター・室内プール 

福祉センター・地域センター・公民館・都営団地集会室・他 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

2018 年度より継続して実施していきたい 

目的：健康づくりの体操で身体を動かすこと、食べること(栄養摂取)が、

体をつくる大切さ伝え、健康寿命を延ばし元気な高齢者を増やす。 

対象：一人暮らし、日中ひとりで昼食を食べる高齢者の方・体操指導先

クラブ会員                         

内容：体操 45 分・昼食（お弁当）45 分・地域交流と情報交換                                                           

場所：福祉センター（通所 B 対応）・本多公民館 2 か所                        

費用：体操指導費用（健康体操指導ワーカーズ寄附より負担）お弁当代 

（一般参加者一部負担・会員自己負担）                                   

広報：市報・チラシまき・包括支援センター紹介・友人を誘う                       

一人暮らし、日中一人の高齢世帯が多く外へでるきっかけに、健康

づくりの体操とバランスの良い昼食で楽しい情報交換の場がある

ことを知らせる。引き続き通所 B 対応クラブや他活動クラブを紹

介、自立生活体操クラブで健康づくりをする方を増やします。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

国分寺市に住む、主に知的障害のある子どもの親たちが昭和３９年に創設

しました。子どもの障害についての疑問や不安に立ち向かうには、同じよう

な経験をした者同士が語り合い、情報交換することが精神的にも助けになり

ます。子どもたちを取り巻く社会と積極的に関わりあい、子ども自身が社会

の一員として生きていくことができる基盤作りをするために活動していま

す。  

私も子どもの障害がわかったときには大変ショックを受けましたが、先輩

のお母さまのお話しや仲間とのやり取りで励まされてきました。その後障害

のある方の相談を受ける仕事をしてきましたが、現在は退職し障害者団体の

活動のほか、「NPO 法人成年後見ウィル」の役員として成年後見制度に関わ

る活動をしています。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

学齢期の子どもを持つ会員が減って、会員の高齢化が進んでいることが課

題です。また仕事をしている会員が増えたため活動内容の見直しが必要にな

っています。そこで学齢期の子どもを持つ親の不安ごとの一つである、「障

害のある子どもの将来について」考える講演会を土曜日に開催し、本会の活

動を広く知ってもらう機会にしたいと考えています。また休日の夜に懇談会

を開催するなど、会員が参加しやすい活動を行っていく予定です。 
 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん こくぶんじしてをつなぐおやのかい 

個人の市民 

又は団体名 
特定非営利活動法人 国分寺市手をつなぐ親の会 

団体での役職名等 副理事長 

ふりがな あべ ゆみ 

お名前 阿部 由美 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

特定非営利滑動法人ワーカーズコープは、①働く人々、市民がみんなで出資、

民主的に経営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事を起こす協同

組合です。②子育て、高齢者、障がい者、就労支援、清掃など、地域に関わ

る仕事を中心に手掛けています。③私たちは、雇う・雇われるの関係で管理

される働き方ではなく「協同労働」という働き方を大切にしています。常勤

者も非常勤者も出資して組合員となり、全員が同じ一人一票の決定権を持っ

て事業の運営に責任を持っています。ひかりごはんフェス、こくベジプロジ

ェクトとの交流、無料塾との交流、わいわいまつり、音楽のはこ、親子の「わ」

などの親子行事など。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

ひきつづきひかりごはんフェスの子ども食堂。 

ひかりごはんフェスからつながったこくベジ、地域の農家さんとの交流、収

穫体験、いちごつみ。また、福祉センターやことしできた民設民営の学童ふ

じ SUN クラブでも子ども食堂を開催しているので，ひかり地域として連携

していきたい。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん わーかーずこーぷ  ひかりじどうかん 

個人の市民 

又は団体名 
特定非営利活動法人 ワーカーズコープ  ひかり児童館 

団体での役職名等 館長 

ふりがな ひらお じゅんこ 

お名前 平尾 純子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☐ 
町名 

 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

もとまち児童館は，一日平均80名前後の親子や小中高生が利用していま

す。平成25年，当法人(NPO法人ワーカーズコープ)が指定管理者として管

理運営がスタート。地域の会議(もとまち地域会議等)や行事(もとまちファミ

リー運動会，さわやか夏祭り，ふれあい祭り)に参加し，地域の子育て支援

の取り組みを行なっています。児童館独自の行事も随時実施し，人と人とが

つながるきかっけになるよう企画しています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

今後も，子育て支援ネットワークの構築，中高生の心地良い居場所づくり，

父親の育児参加の促進の場，育児サークル活動や高齢ボランティアの活躍の

場と，地域活動の拠点として位置付け，利用してもらえる児童館となるよう

取り組んでいきたいです。利用者が主体となって活動してもらえる場を共に

築いていきたいです。何か良いアイディアがあればお声掛けください！！ 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん わーかーずこーぷ もとまちじどうかん 

個人の市民 

又は団体名 

特定非営利活動法人 ワーカーズコープ   
もとまち児童館 

団体での役職名等 館長 

ふりがな しげみず はづき 

お名前 重水 はづき 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東元町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

もとまち児童館 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

「子どもたちにたっぷりとゆたかな遊びを」をビジョンに掲げ、市内さ

まざまな場所に遊び場を創り続けている。                  

今現在、市内１３ヶ所の公園等に遊びの拠点を作り、活動している。 

小学生以上向けの遊び場は、６ヶ所。                                                                                              

①四小：国分寺市プレイステーション ②五小：なかよし公園青空ひろ

ば ③六小九小：窪東公園青空ひろば ④六小：並木町公園青空ひろば 

⑤九小：若松公園青空ひろば ⑥三小：けやき公園青空ひろば 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

市内の各地域に子どもたちの遊び場を創り続けているが、市内でまだ行

けていない地域があり、その地域に子どもたちの遊びの場を創っていき

たいと考えているが、なかなか適当な場所がみつかっていない。ぜひ、

地域の方々のお知恵を拝借したい。 

特に行けていない空白地域：国分寺二小、八小、一小、七小エリア 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな にんていとくていひえいりかつどうほうじん ぼうけんあそびばのかい 

個人の市民 

又は団体名 
認定特定非営利活動法人 冒険遊び場の会 

団体での役職名等 代表理事 

ふりがな むとう ようこ 

お名前 武藤 陽子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

こくぶんじ青空ひろば 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

成人の発達障害者を持つ親の会です。 

2007 年に発足しました。子育てに悩み，長年孤立していた親同士が，

共感を持って語り合う場として機能してきました。 

障害の認知，支援が進むに従い，情報交換や障害特性を学びつつ，理解

を広めるために発信を続けています。 

会員は高校生から 40 代の子を持つ 28 名。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

・毎月１回の定例会を開く。内部，外部の講演会に出席し学ぶ。 

・わが子の発達障害の特性を理解し，親亡き後の支援につなげるために

学びつつ，関連機関とのネットワークを密にする。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな はったつしょうがいしゃのおやのかい なのはなかい 

個人の市民 

又は団体名 
発達障害者の親の会 なのはな会 

団体での役職名等 会員 

ふりがな ごとう みきこ 

お名前 後藤 美喜子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

市内全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

障害者センター，こくぶんじ市民活動センター 等 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

北の原地域センターを地域活動の活性化を図り、明るく安心して住める

街づくりの拠点として一層活用するため、柔軟かつ効率的な管理運営を 

担うことを目的に「ふれあい北の原」を発足する。 

 

①児童の居場所づくり ②一人住まいの高齢者の見守り等。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

①夏・冬休みの児童への子供シネマ、遊び、学習サポート等。 

②高齢者への健康体操、講話会など。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな ふれあいきたのはら 

個人の市民 

又は団体名 
ふれあい北の原 

団体での役職名等 会長 

ふりがな たしろ かずお 

お名前 田代 和雄 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東恋ヶ窪二丁目～六丁目 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

北の原地域センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

東恋ヶ窪六丁目自治会は 470 世帯の自治会です。 

毎日，小学生の登下校時の見守り活動を行っています。 

各種防災訓練，各種募金活動も実施しています。 

自治会として「地域活性化」の為に、地域の児童から高齢者への見守り

と支え合い活動を行う。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

高齢化，共働き世帯増加により，活動できる人数が減少し，地域のつな

がり，きずなづくりが難しくなってきている事に課題を感じている。 

負担感を減らし，多くの皆さんに活動に参加していただく為には，どう

したらよいか，役員中心に検討していきたい。 

・児童から高齢者への見守り活動及び各種行事を行う。 

８月－北の原地域センターまつりへの協力（児童遊びコーナーなど） 

９月－敬老のつどい。 

10 月－親子防災まち歩き～防災のつどい 

12 月－もちつき大会 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな ひがしこいがくぼろくちょうめじちかい 

個人の市民 

又は団体名 
東恋ヶ窪六丁目自治会 

団体での役職名等 会長 

ふりがな といだ けいじ 

お名前 戸井田 恵次 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東恋ヶ窪六丁目 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

北の原地域センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

・光町北部自治会は 850 世帯の会員にて構成 

・防災，防犯，見守り活動等全般にわたり，より良い生活が出来るため

の支援になりたく活動をしております。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

本年度は特に防災（在宅避難活動）と，全般の会員に対する見守り活動

に傾注したいと考えております。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな ひかりちょうほくぶじちかい 

個人の市民 

又は団体名 
光町北部自治会 

団体での役職名等 会長 

ふりがな もりやま ひろし 

お名前 森山 弘志 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

光町一丁目～三丁目全域 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

二小の防災協力員，児童の見守り，介護予防推進員 

 

・自治会主催の防犯防災推進行事 

毎月…防災役員会議，井戸端会議，季節ごとの夜回り 

毎年…防災訓練，消火器・火災報知器点検，花まつり茶会 等 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

高齢社会に対応して絆の会を呼びかけ，歩き続けるため健康を自ら作り

出し努力しようと，市主導の筋トレ運動を開催。４年目となり，継続す

るよう模索しています。 

この協議会のテーマに合わせ，参加することが地域に役立ち楽しくあり

ますように。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな ひかりちょうほくぶじちかい 

個人の市民 

又は団体名 
光町北部自治会 

団体での役職名等 副会長 

ふりがな ほし かずこ 

お名前 星 和子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

光町 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

ひかりプラザ，光公民館，地域包括支援センターひかり （※会場利用） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

生年月日：1947 年生（71 歳），出身地：徳島県徳島市 

国分寺市転入：1987 年（昭和 62 年）３月 

１．日吉町町内会の防犯パトロールは平成 14 年６月からスタートし，平成

16 年 11 月 27 日（土）から第五小学校を拠点とし，毎週水・土曜日

及び第二土曜日の翌週の月曜日に実施しています。 

２．日吉町全域及びエックス山を含めた周辺地域の防犯と，子ども・高齢者

の見守り，防犯対策を含め実施中 

３．地域住民の防犯・防災意識の向上と関心を高める 

４．上記の活動により，「安全・安心なまちづくり」を目指しています。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

1）町内パトロールの実施（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日） 

毎週水曜日，土曜日（ただし毎月第二土曜日，年末年始の水・土曜日は

除く），第二土曜日の翌週の月曜日で年 102 回，参加人員 1,000 人（一

回当たり 10 人）以上を目標とする。 

2）問題点と今後の構想にチャレンジし，少しずつクリアして，巡回５コー

スの維持と，「安全・安心のまちづくり」と抑止力アップを図る。 

3）小金井警察署の防犯啓発チラシを年６回配布する。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな ひよしちょうちょうないかい 

個人の市民 

又は団体名 
日吉町町内会 

団体での役職名等 会長 

ふりがな かしま よしゆき 

お名前 鹿島 義之 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

日吉町１丁目～４丁目全域 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

元町親交会は約 150 世帯の町内会です。現在 18 の区（17 戸～2 戸）

に分かれていて世話人は毎年交代しています。町内会には会長、副会長、

書記、総務（募金）委員、防犯・防災委員、文化・厚生委員、会計、会

計監事の役員がおります。会員相互の親睦を図るために新年会と懇親会

を計画していますが参加が今一歩です。防災訓練などはしばらくやって

おりません。各種募金活動（年 4 回）を実施しています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

町内会会員相互の意志の疎通をはかるために懇親会を持つ。 

昨年の反省に基づき、懇親会をより目的に沿ったものとするために計画

段階から、担当委員に働きかけ、また会員の意見を取り入れる。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな もとまちしんこうかい 

個人の市民 

又は団体名 
元町親交会 

団体での役職名等 会長 

ふりがな もりした かずひと 

お名前 森下 和仁 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東元町二丁目～四丁目 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

産前産後継続した母子支援活動を行っています。 

ご自宅への訪問からファミリーサロン事業を通して孤育てとならない環境

つくりを目指しています。 

また、市との協働事業である、“国分寺・子ども・子育て支援円卓会議”子

ども家庭支援センター運営協議会、こくぶんじ市民活動フェスティバル、北

町地域センターまつり、北町公園“春のきたまち”などにも参加し地域との

連携を深めています。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

 妊娠期から地域のことが分かるよう、妊婦さん向けの講座など企画し、先

輩ママとの交流などを図っていきます。 

課題としては妊婦さんが仕事をしている方が増えたことで、妊娠中の講座参

加が難しいことが多く、気づくと産み月となり、不安感が増し産後の育児に

影響が出ることがあります。妊娠中から利用できることを周知し産後の育児

がスムーズになるよう多くの地域の方にも知っていただけるよう働きかけ

ていきたいと思います。 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな ゆうげんがいしゃ ははとこのさろん 

個人の市民 

又は団体名 
有限会社 母と子のサロン 

団体での役職名等 管理責任者 

ふりがな おがわ みさと 

お名前 小川 みさと 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

東元町/北町（親子ひろばの市委託事業） 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

ファミリーサロン/北町地域センター 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

NPO 法人成年後見ウィルは主に国分寺市を中心に、成年後見制度の普及

啓発や日常的な困りごと相談を行い、必要があれば当法人が成年後見受

任することもできます。国分寺市地域において、成年後見制度のことを

知ったり、実際に後見人をつけたりするときに役立つ団体になることを

目指しています。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

今年度はとくに、当会として成年後見人を受任する「法人受任」を目指

します。そのため、いつでも相談にきていただけるよう、国分寺駅近く

に事務所を開きました。 

推進協議会では、当会のことを知ってもらったり、地域の諸団体のかた

と、会の運営の課題などについて、情報交換したりしたいです。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん せいねんこうけんうぃる 

個人の市民 

又は団体名 
特定非営利活動法人 成年後見ウィル 

団体での役職名等 理事長 

ふりがな てらうち よしき 

お名前 寺内 芳樹 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

国分寺市全域が主な活動地域 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

・平成 30 年５月１日設立し，令和元年５月中旬，国分寺駅南口より徒

歩３分の所に事務所を設けました。 

・利用者が安心できる成年後見として，法人後見を目指しています。 

・活動している事業は成年後見の普及啓発，生活相談，申立支援，受任，

後見に関する勉強会等です。 
 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

・成年後見の制度を理解して頂くために，出前セミナーを各地域の公民

館等で実施予定です。お茶を飲みながら，気軽に相談頂きたいです。 

・ホームページを立ち上げ，活動内容を知って頂き，会員の拡大を図り，

助成金の獲得にも努めたいです。 

・法人後見を受任できる体制をつくり，受任していきたいです。 

・後見業務担当者や成年後見に関心のある会員と共に，研修テーマの段

階からの参加型研修を行っていきます 
 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん せいねんこうけんうぃる 

個人の市民 

又は団体名 
特定非営利活動法人 成年後見ウィル 

団体での役職名等 理事 

ふりがな しげの くにこ 

お名前 茂野 久仁子 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

国分寺市全域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

本町・南町地域センター，本多公民館 等 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

 

 

 

 

 
 

 

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

福祉センターの指定管理者となり 5 年が経過しました。この間、自主事

業で子ども食堂やプログラミング教室、福祉の学習会など、子どもたち

対象のイベントを開催し、多世代交流の場づくり、地域の福祉の増進・

向上に尽力しております。誰もが集え、支えあい安心して暮らしていけ

る街づくりを目指して、全国で活動している団体です。 

 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。 

高齢者、障がいをお持ちの方と、地域の子どもたちとの交流の場や機会

を確保し、多世代交流が行える行事、イベントを展開していきたいと考

えております。様々な福祉関係団体や行政、民間団体、学校と連携を図

りながら、子ども食堂やオレンジカフェ（認知症カフェ）、ハロウィンや

クリスマスパーティなどを開催します。 

 

 

 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと  

 

今後取り組みたいこと  

 

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん わーかーずこーぷ こくぶんじしりつふくしせんたー 

個人の市民 

又は団体名 

特定非営利活動法人 ワーカーズコープ   

国分寺市立福祉センター 

団体での役職名等 館長 

ふりがな なかむら じゅん 

お名前 中村 旬 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

戸倉、周辺地域 

☑ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

国分寺市立福祉センター・生きがいセンターとくら 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。 
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難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

“社会を明るくする運動”は，すべての国民が，犯罪や非行の防止と罪

を犯した人たちの更生について理解を深め，それぞれの立場において力

を合わせ，犯罪や非行のない地域社会を築くための全国的な運動です。 

国分寺市推進委員会では，市内地域まつり等での刑務作業製品の販売や，

日吉町の畑の一部をお借りしてひまわり迷路の開放，市内小中学生によ

るコンサートを通して，更生保護や犯罪予防についての周知活動を行っ

ています。 

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

長年行って，定着してきている行事もありますが，『活動の周知』をする

対象を広げることに課題を感じており，行事の開催方法の改革に今年度

取り組むことになっています。 

また，推進委員の構成団体についても，古くから加盟しているものの参

加が困難な状況の団体もあるため，構成団体の整理と，新規団体の参加

促進に課題を感じています。 

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな こくぶんじししゃかいをあかるくするうんどうすいしんいいんかい 

個人の市民 

又は団体名 
国分寺市“社会を明るくする運動”推進委員会 

団体での役職名等 

ふりがな たなか くみこ ／ たなか ひろし ／ はやし ひろゆき 

お名前 田中 久美子 ／ 田中 博 ／ 林 博行 

活動地域  
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑
町名 

市内全域 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。

国分寺市地域福祉推進協議会 

委員自己紹介・取組シート
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   難しくありません！地域福祉に楽しく参加  

自己紹介 

団体の概要 

活動紹介 

・健康と生きがいづくりアドバイザーの有資格者として、行政や地域に

根付く持続可能な活動を繋いでいけるように努力する。

・活動をしていく中で日本赤十字社や他団体などの活動も出来るものは

一緒に取り組んでいく。他、有資格者とライフプランニング等と共に

サロン活動などにも力を入れて様々な交流の場を設けていく。

今年度 

取り組みたいこと 

※具体的な取組内容や，活動する上での課題などをお書きください。

・８月 14 日に西国分寺のいずみホールにて、健康と生き甲斐について

フェスタを開催予定である。今後は団体としての組織化を明確にして

いきながらサロン活動などをしていきたい。 

・協働事業としていくのに行政や関連団体などとのコラボが課題に

１年間を 

振り返って 

今年度できたこと 

今後取り組みたいこと 

ふりがな けんこういきがいりえぞんこくぶんじ 

個人の市民 

又は団体名 
健康生き甲斐リエゾン国分寺   

団体での役職名等 

ふりがな たかはし のりこ/わたべ やすひろ 

お名前 (代表)高橋 典子/(コンシェルジュ)渡部 恵弘 

活動地域 
（町名や活動施設を 

記入してください。） 

☑ 
町名 

現在は南町に拠点を設け、市内全域を活動地域にする予定 

☐ 
施設名（特にない場合は記入不要） 

※ このシートは，地域福祉のつながりの輪を広げるため，協議会資料として委員の皆様に配布する他，

市オープナー，ホームページで公開されます。
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令和元年

委員番号 
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