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Ａ：「こども」
２３件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 NPO 法人「絵本で子育て」センター 森　ゆり子
家庭での読み聞かせのアドバイス。読み聞かせボランティアへのアドバイス。大人向けの絵本講座。（子育て環
境や絵本選びについて）

2 NPO法人　チャイルドラインむさしの 保坂　みどり １８才までの子どもを対象とした電話相談。　子どもをとりまく諸問題に関する啓発。

3 NPO法人かっぱの家 松田　敏明 保育所運営、子育てに関する講習会・勉強会・地域交流など

4 吉祥寺おもちゃ図書館準備室 藤井　美里
・吉祥寺おもちゃ図書館開設準備。吉祥寺おもちゃ図書館mini開設・運営　　・吉祥寺おもちゃ図書館mini：月11～
3時（祝日休館）6月プレオープン、9月オープン　　・移動おもちゃ図書館、出前おもちゃ図書館、おもちゃの病院、
手作りおもちゃの会を順次行う.　　ミニ学習会を計画。開催する。

5 吉祥寺南町わんぱく相撲委員会 吉岡　進 子どもの相撲

6 国際児童文庫協会　コアラ文庫 山口　千優
帰国子女、外国人家庭の子女、また英語の原書による読書に興味のある子供を対象に、英語本の貸し出し、読
み聞かせ等　青少年団体登録済み、男女共同参画推進団体登録済み.

7 子育て家族支援団体　SomLic 田中　真衣
就学前の子どもを持った親を対象として、ヨガをはじめとするプログラムを活用し、育児ストレスの解消を図ると共
に、親同士の仲間作りの場を提供していくことを目的とする。

8 NPO法人子育てコンビニ 小林　七子 講座企画、子育てひろばの開催

9 子育てヘルパー遊☆きっず倶楽部 加藤　正樹
子育て支援をテーマに、ワークショップ・イベントの開催、ポータルサイトの管理運営、子育て相談、各種コンサル
ティングを実施しています。

10 こどもごはんの会 中川　美穂 じょうぶな心と体を育むごはんの調理、講座。子ども向け食育イベント等。

11 子どもの参画をすすめる会 村井　智子 子どもがつくるまち・むさしのミニタウンを開催するための会です。

12 子どもの食環境を考える会 廣政　昭子 食環境全般の勉強

13 子どももおとなも楽しむ生活プロジェクト 横山　康子
子育て家庭の孤立解消のため、地元情報を地域の目線で発信。受発信を地域の子育て中の母親達が担い、人
の輪も拡げていく。発行媒体：KAWARABAN、幼稚園ガイド/ワークショップ：ライター講座・子育て座談会、防災
ワークショップ
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

14 ぶりっじ武蔵野 小林　美菜 市の主催する外国語保持教室の継続をする（外国人・帰国子女を対象とした教室）

15 Precious net（プレシャスネット） 齋藤 理恵子
子育てに奮闘中のママや、妊娠中のプレママを対象に、女性としてより輝くための楽しいイベント等を開催してい
ます。詳細は「プレシャスネット」と検索して下さい！

16 プレーパークむさしの 池田　泰 H20年開園の境冒険遊び場の運営を行う団体です。

17 保育サービスひまわりママ 秋山　優子
地域や家庭における子育てを支援し、未来を担ってゆく子どもたちを育てる大切さと子育ての楽しさを伝えること
を目的とする。①保護者の依頼を受けて保育サービスを提供する②保育に関する情報を交換する③保育に関す
る知識・技能の習得のための講習等の実施④子育てに関する相談

18 民生児童委員子育て支援部会 今川　紀江 子育てに関する支援の研修　　武蔵野市内

19 むさしの子どもまつり実行委員会 平野　　治 乳幼児から小学生まで、お金を使わず一日思いっきり遊ぶ、むさしの子どもまつりを行う。(10月第3日曜日）

20 武蔵野市学童クラブ連絡協議会 竹内　純
市内の学童クラブの父母会及び会則に賛同する団体と協力のもと、学童保育事業の発展のために活動してい
る。

21 武蔵野市保育園父母会連合会 北島　博史 市内保育園の父母会による情報交換など（各園の夏まつりやバザーなど行事について）

22 むらさき育成会 清水　由香里
市内の在住、在籍している学齢期の障害を持つ子どもの親の会です。子どもたちのゆたかな成長を願い、会員
相互の親睦を図るとともに、社会に訴え理解と協力を得ることを目的に活動しています。

23 勇気づけ親の会 草野　理香 子育ての勉強会（定期的）、講演会の企画等
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Ｂ：「高齢者」
２６件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 あざみ会 髙坂　一彦 社会一般的な問題の学習会。教育・福祉・医療・厚生etc.（高齢者を対象にしたい）

2 いきいき７２期会 森　彬 １．地域社会に寄与する行事　　　２．会員の教養と親睦

3 いきいき６７会 吉田　秀一
老壮セミナー修了后の自主グループとして、毎月例会開催、会報発行、室内・野外の勉強会、諸行事を企画立案
し、会員の知的向上等に努めている。

4 エルダリー合同会 木川　義雄 エルダリー各期(4.5.6.7.8.9.)の活動を毎月報告会合他、バス旅行等の計画打ち合わせ

5 境南富士見会 内畠　康文 旅行、歩こう会、誕生日会、一人暮らしの昼食会他、武蔵野連合老人会に加盟

6 銀蹊合同会 飛山　堪子 社会教育団体、成蹊大学シニア聴講生の同窓会組織である銀蹊会の合同組織として活動

7 高齢者総合センター囲碁ボランティアグループ 山崎　圭介 囲碁入門者指導

8 科
シナ

の木会 木川　義雄 老壮セミナー（大学）の生涯学習団体。毎月第1木曜日定例会を開催

9 (NPO) シニアSOHOむさしの 加藤　定宏 パソコン教室「むさしのコミねっと｣運営、ヒューマン・ネットワーク・センターのパソコン市民相談

10 西部生涯学習会 今川　貞郎 ○高齢者向け学習会、講座、見学会、懇親会　○学習会サロン風

11 全日本年金者組合武蔵野三鷹支部 髙橋　昇 武蔵野・三鷹地域における高齢者の福祉の向上と厚生活動

12 千歳会 村田　幸雄 武蔵野市老人クラブ

13 中町寿会 宮下　信子 老人クラブの活動

14 認知症予防programの会 星田　正 認知症予防事業

15 華の会 東海林健一 地域社会に寄与と教養の向上（老壮セミナー60期修了生>。

16 PC-1きぼう 清水　正也
武蔵野市の事業としてスタートした認知症予防プログラム（高齢者福祉課）に参加したパソコングループのチーム
として、ウォーキングとかミニコミ誌の発行（既刊６号）などを手掛けている。

17 武蔵野市老人クラブ連合会　広報部 前田　耕一 武蔵野市老人クラブの広報活動
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

18 武蔵野市老壮連合会 竹下　賢明 老壮大学、老壮セミナー修了生による連合会

19 武蔵野長楽会 馬場　芳子 老人クラブの１・単期会

20 六三会 中村　昭嗣 老壮連合会の中の同期会で、生涯学習のグループとして、毎月各種イベントを行っています。

21 無二の会 星田　正 老壮連合会の単一会（研修活動一般）

22 ゆかり会(老壮58期） 竹下　賢明 老壮58期　生涯学習　①講座の開催　②研修旅行の開催　③ウォーキングの開催　他

23 老壮五十期会 中村　福松 教養の向上と健康維持。

24 六一会 並木　保次 会員相互の教養の向上、親睦、健康増進などの行事、月一回実施。

25 六六会 井上　賀雄

26 ロハズの会 山口　武彦
老壮セミナー68期で結成し、民主的、自主的、知性的な生涯学習活動を通し会員相互の教養の向上、親睦、健
康の増進を図り、持続可能な社会生活をめざすと共にあわせて地域社会に寄与する。
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Ｃ：「障がい者」
２３件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 エムニ 豊泉　好市 高齢者、障害者向けのボランタリー活動

2 高次脳機能障害を考える「サークルエコー」 田辺　和子
高次脳機能障害は様々な症状を持つ脳損傷の後遺症です。現行の福祉制度を利用することが難しい問題があ
ります。サークルエコーは特に日常生活に介護が必要な重度の障害について取り組んでいます。

3 社会福祉法人おおぞら会 サポートネットあすは 立野　信行
障害を持つ人とその家族が安心して暮らすために必要なサービス提供を行う。知的障害児・者、視覚障害者へ
のガイドヘルパー派遣、ガイドヘルパーの養成。

4 手話サークルむさしの(昼） 山田　礼子 月２回例会、講演会、見学会、学習会等

5 手話サークルむさしの(夜） 宮田　恵 手話の勉強と聴覚障害者との交流

6 たんぽぽ後援会 松田　春廣
高齢者、障害者、子供達など、全ての人の生活に密接に関わる問題について話し合い総合的な意味でのバリア
フリーを目指し、運動していく会です。

7 手作りの拡大写本グループはなびら 江越　明美 手書きで弱視の子ども達へ教科書を書いております。　製本も手作りでやっています。

8 中途失聴・難聴者の会「むさしの」 渡辺　美恵子 難聴者のコミュニケーション向上の為の活動。

9 ｔｕｔｔｉ（トウッティ） 相澤　美緒 発達障害に関わる事について、一緒に考え、話し、情報交換、情報提供ができればと思います。

10 ボランティアステーション 千田　裕 障がいのある人ない人合同キャンプ、映画上映会、公開講座

11 みのり会 勝又　みさ江 地域に暮らす高齢者と何らかの障害を持った人たちの交流の会

12 ＭＥＷ（ミュー） 樋田　精一

市民として生まれてから亡くなるまでの生活をトータルに捉えたメンタルヘルスの向上と精神保健福祉の増進を
目指すこと及び、精神障害者とその家族の生活をあらゆる面からサポートすることによって、地域全体の健康に
貢献することを目的とする。・ワークショップＭＥＷ　・就労支援センターＭＥＷ　・ライフサポートＭＥＷ　・グループ
ホームミューのいえ　・その他この法人の目的達成に必要な事業

13 むさしの会話パートナーズの会 新井　千景 失語症者の支援

14 武蔵野市肢体不自由児者父母の会 伊藤　雪子 肢体不自由児者のつながり、情報交換、会報出版、勉強会、東京都連合会、全国連合会の中での活動など

15 武蔵野市障害児水泳クラブ「いるか」 北川　郁子 障害児・者の水泳を中心とした余暇活動

16 武蔵野市障害者福祉協会 伊藤　昭雄 市内障害者の福祉活動

5ページ



NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

17 武蔵野市パーキンソン病友の会 久保田　洋子

現在パーキンソン病の罹病率は人口10万人当たり120～150名とも言われ、根本的な治療法が確立されていな
い進行性の難病です。私たち友の会では病気の辛さをみんなで少しでも和らげ支え合っていくため次のような活
動をしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①毎
月1回例会を開催し会員（患者・家族）相互間の情報交換を行っている。　また、医療講演会、料理講習会、勉強
会などをスポット的に開催している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②この他、
会報を3か月に1回、定期総会議案書を含め年5回発行、配布している。

18 武蔵野ひまわりの会 本間　玲子 ダウン症児親の会

19 武蔵野福祉作業所保護者会 上野　由恵 作業所保護者会の親睦、連携

20 武蔵野･三鷹サークルリンク 野中　英夫 障がい者の就労支援

21 ゆうあいセンター 木下　博
主として自閉的傾向の知的障害を持った人とその家族の福祉増進を目的とする。①福祉作業所運営などの就労
支援事業及び宿泊訓練などの生活支援事業②スポーツや文化活動、趣味などの余暇活動支援事業

22 要約筆記サークル「むさしの」 吉田　弘子 要約筆記

23 朗読奉仕の会 むさしの 米丸　倶子
市報、市議会だより、ふれあいむさしの障害者センターだより、つながりなど、市の情報を音訳、テープ化して視
覚障害者に郵送する。
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Ｄ：「まちづくり」
２８件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 大野田地域防災の会 寺島　芙美子 大野田小学校区域における地域防災意識啓発活動及び災害時の避難訓練

2 吉祥寺コンシェルジュ実行委員会 藤川　千草
吉祥寺まち案内所にて来訪者の問合せに応じて街の案内をする。（各商店、公共施設、交通機関、各種イベン
ト、医療機関等）

3 けやきコミュニティ協議会 島森　和子 まちづくりのためのイベント、館の管理運営

4 御殿山コミュニティ協議会 坂本　義夫 コミュニティーセンター運営及各種事業活動

5 ささらの会 飛山　堪子
コニュニティ心理学（武蔵野市の講座）を東京女子大学で学んだ仲間の集まりで、高畠教授を中心にコニュニティ
心理学を学びつつ、社会（地域）のお悩み解決をサポートしていこうという会。　シンポジウム「ご近所うづきあい」
等の開催と　月例学習活動を行っている。

6 市民まちづくり会議・むさしの 篠原　二三夫
地区計画等まちづくりの構想や計画の策定。　まちの利便・景観・環境・安全等の保全や向上に資する実践活動
など。

7 新生会町会 作道　清行
吉祥寺東町２丁目及び３丁目を対象とした町内会で、活動としては資源ごみの定期排出、町内会縁日（本宿ｺﾐｾ
ﾝ共催）音楽会・コーラス・テニス・フォークダンス等グループを支援している。

8 生活クラブ運動グループ創 渡部　直子 まちづくり、地域コミュニティの創設

9 関前久保親交会 尾林　雅美 町会、お祭、いも掘り、ハイキングなど

10 地域通貨みーなの会 黒木　智春
地域通貨「みーな」の発行。　地域（南町を中心とした）内の人材の交流、相互扶助,文化育成、商店街活性化な
どを目的とする。登録制、ただし登録しなくても利用可能

11 中央コミュニティ協議会 皆藤　弥峰 まちづくりのための事業、イベント、館の管理・運営

12 NPO都市環境標識協会 小関　長一郎 大震災時の避難誘導標識の設置等に促進活動。（国内統一デザインでの整備）

13 都道調布保谷線武蔵野3・3・6号線を考える会 名嘉眞　宣信 都道調布保谷線を環境と人に優しい道路にする活動。

14 西久保コミュニティ協議会 平山　善邦 西久保コミセンの運営・企画・管理

15 NPO法人ハモニカ横丁東京 佐藤　忠臣 横丁を中心とした街づくりの推進、安全な環境への対策、経済活動の活性化。
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

16 人と環境にやさしい道づくりを進める会 横山　義雄
人にやさしいみちづくり、自転車共生都市の実現、自転車利用抑制策などについて、学習、検討し、時にシンポ
ジウムなどを行い、目的の実現をはかる活動。

17 まちづくり塾α（アルファ） 村井　寿夫 まちづくり活動、市民協働プログラムの検討（まちづくり推進課の事業を受託しています）

18 三鷹駅北口地区まちづくり準備会 山脇　貞司 三鷹駅北口地域のまちづくりを推進する協議会の設立を目指す

19 緑町１丁目町会 新実　信正 緑町１丁目町会会員の親睦と相互扶助

20 緑町きらきらプロジェクト 白石　ケイ子
緑町地域を、誰もが元気で安心に生活していける町にしていくために、商店街活性化のサポートや、環境や福祉
の観点からの提言を行っていく。

21 緑町コミュニティ協議会 平田　昭虎 緑町コミセンの運営、企画、管理

22 むさしの地域猫の会 今村　佳子 猫トラブルゼロを目指し、人と猫が共生できる快適な街づくりに貢献することを目標とした地域猫活動

23 むさしの地区外環問題協議会 河田　鐵雄 外環問題について学習会、懇談会

24 武蔵野三鷹駅北口の環境を考える会 山脇　貞司
武蔵野三鷹駅北口に建設される超高層マンションの工事に伴う住民の被害を最小限に抑えるための活動及び
三鷹駅北口の環境をよりよく創造するための活動。

25 武蔵野緑町二丁目第2アパート 小嶋　一三 第二都営自治会、緑町コミュニティ活動、日赤奉仕、地域コミュニティ、ボランティア活動

26 武蔵野ワンワンパトロール隊 森安　裕 犬の散歩の際における防犯。武蔵野市全域。いつでもだれでも入会できます。年会費1,000円です。

27 メディアぼんぼん 鬼武　やよい
地域の記録、発信、提案。地域に暮らす人との（例えば、老後、子育て、環境、町づくりなど）暮らしをベースとし、
交流をはかれる情報作り。

28 八幡町コミュニティセンター移転・新築推進委員会 中里　崇亮 八幡町地域を中心にコミュニティ地域力を結集する拠点づくり
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Ｅ：「緑（花・公園）」
２１件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 生きものばんざいクラブ 櫻井　勝實 木の花小路公園（吉祥寺北町3丁目）の植物等の管理運営

2 インターナショナルフローラルデザイナーズ協会 志村　愛子 不特定多数の市民の皆様に花を通しての文化交流を計り、ゆとりある生活文化にする事を目的とする。

3 M'S-Garden みどりの食いしん坊 福井　誠夫
緑の創作園（市内八幡町）を拠点に緑の発信基地となるべく、手作りのガーデンを維持・管理し、オープンガーデ
ンなどを通じ地域との連携を行い、千川小の学童とのふれ合いを深める。

4 吉祥寺通り花壇の会 井部　文哉 吉祥寺通り市民花壇の保全・維持・管理を行う

5 境南さつき会 矢崎　恵子 市立防災広場の花壇維持活動等を通して、緑豊かな生活環境の確保をはかる

6 グリーンワークス 牧野　ふみよ 緑化に関する活動、講座の企画運営、緑化活動の中間支援

7 グループ タンポポ 久保寺　和美 もみの木公園、中道公園の清掃、草とり等　　友好活動としてのふれあい祭り、（春・夏）花植

8 コミュニティファーム 町田　光司郎 農業ふれあい公園を中心とした公園の活用・管理

9 桜とみどりの会 甲斐　寛子 桜堤公園、仙川水辺公園を中心の緑のボランティア活動

10 しろがね公園クリーンクラブ 入江　知安 第２しろがね公園の維持管理を行う

11 てんとう虫の会 竹本　幸男 主に上水北公園花壇の手入れ

12 東町はな・BANA会 中川　瑛子
東町防災広場花壇、芝生の四季折々の管理。東町緑化推進活動として、お花見会（光和会共催）、花の講習会
開催、東部福祉の会フェスティバルに参加（花の販売）ほか

13 本田北公園花クラブ 岩本　高子
公園の花植え、水まき等、きれいにし、すばらしい公園を考えての行動をしております。今年の夏はすいか割りを
やり、地域の子供たちとふれ合ってみました。

14 本村公園フォーシーズンズ 清本　和子
①公園の定期的な清掃　②花壇や植え込みの維持・更新　③学習（花や緑）　④住環境を守り、推進するための
研修・交流

15 武蔵野エコ・クラブ 糸井　守
公園の木を植える。神田川の環境保全・育成。井の頭公園内の外来魚の駆除(神田川ネットワークとの共同作
業)地域への苗木配布など

16 むさしのガーデニングクラブ 三浦　香澄 園芸ボランティア

17 武蔵野市千秋会 中里　崇亮 ①菊作り文化普及　②市民に対する、菊づくり講習会開催　③市主催菊花展開催の準備

18 武蔵野農業ふれあい村 齋藤　瑞枝
農業ふれあい公園において武蔵野の農の原風景を再現し、実際に農業を体験することによって、農文化を伝承
する。
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

19 武蔵野の森を育てる会 田中　雅文 境山野緑地の保全と活用

20 もりもり森クラブ 山﨑功一 市民の森公園の管理・運営

21 ＬＥＤ（レッド）
岩上　長三郎
村越　政治

農業的発想を中心にしたコミュニティづくり。一般家庭の木・草花に名前とお話等を書いたプレートを付ける「なん
の木？」を展開。その他、御殿山コミュニティセンターで環境をテーマにした意見交換会（月１回）、農園見学会
（年2回）、みどりを中心とした普及活動（吉祥寺ＦＦビル3階屋上庭園を中心として）等を行う。
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Ｆ：「エコ・環境」
１８件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 あっとおどろくエコクラブ 高石　優 千川上水のクリーン作戦、自然を訪ねる会でバードウォッチング、科学館等を訪ねて学習

2 井の頭・神田川を守る会 吉岡　諒子 自然保護、神田川の清掃など

3 神田川ネットワーク 糸井　守
井の頭公園・神田川水系を中心とする河川自然環境の保全・育成のための啓発・啓蒙・調査研究および提言な
どの諸事業

4 クリーンむさしのを推進する会 新垣　俊彦 「きれいな街」「ごみ発生の少ない街」目的に活動。発足30周年（今年）。会員800名。

5 資源回収北町第三地区 日々野　小夜子
毎週火曜日に資源物（古紙・缶等）を集め、１ヶ月に１回回収、業者に渡し　６か月に１回還元品(再生トイレット
ペーパー等）として市民に還元する。

6 関前4リサイクル会 鈴木　寔男 集団回収関係の業務、毎月第3土曜日に回収業務。集荷量５～６ｔ/月。毎月告知啓発チラシの発行。

7 地域の省エネを進める会 河田　鐵雄 省エネを目的とした緑のカーテン、屋上緑化の普及活動

8 特定非営利活動法人ちんじゅの森 中尾　伊早子
広く国民に対して自然環境に関する事業を行い、環境教育と少子高齢化にともなう福祉活動、地域の活性化に
寄与することを目的とする。

9 NPO法人ファングリーン 戸塚　航介 公園や校庭・園庭の天然芝による緑化推進

10 フリーマーケット主催団体協議会 松尾　道夫
①環境の保全に関する研究会　②機関紙などの発行　③フリーマーケット主催団体に対する支援　④３Ｒ思想普
及のためのフリーマーケット開催

11 南町環境ネット（吉祥寺南町コミュニティ協議会内組織） 今木　仁恵

有志の団体・個人で作るネットワークで持続可能な循環型社会をもとめて、南町地域でごみ減量・地球環境問題
に取り組んでいます。広報誌発行年4回（全戸配布6800部）南町エコフェスティバル年１回。生ごみの堆肥化、プ
ラスティックの使い捨てを極力やめる。二酸化炭素の削減を大目標に各参加団体と連携した活動、住民の意識
啓発をしています。「市遊休地を有機農園として使用」の要望書を市に提出しています。

12 武蔵野市民ネットワーク 楢橋　　隆 環境の保護並びに向上（経済的、社会的、自然の）

13 武蔵野Ｒ30.0プロジェクト 鈴木　圭子
武蔵野市内の緑被率を３０．０％にまであげようと活動しているグループです。市民に向けて緑の大切さを啓発
するために年４回季刊で緑の情報誌「みちまちみどり」を発行(7000部)し、無料で公共施設に設置しています。

14 むさしのエコ・アップ協議会 鈴木　寔男 省エネ・省資源問題についての啓発活動

15 むさしの・こどもエコフォーラム 富川　昌美 こどもの環境学習ネットワーク

11ページ



NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

16 武蔵野市ゴミ減量協議会 生ゴミチーム 竹下　登 生ゴミ減量のための意見交換、減量に関する活動内容について議論

17 武蔵野市ごみゼロ連絡会 石黒　愛子 武蔵野市のごみ問題について調査、研究、報告などの活動

18 NPO法人武蔵野・多摩環境カウンセラー協議会 糸井　守
環境保全・育成、CO2排出抑制、環境経営システム（ISO－14000、EA 21等）の推進、井の頭池・神田川等の水
質浄化、外来魚調査、その他環境全般に関する相談業務など。
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Ｇ：「介護・福祉」
２０件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 大野田福祉の会 齋藤　耕三
大野田小学校区で、地域福祉について、地域のメンバーが考えて活動している。（高齢者・障害者・子ども・広報
部会etc.)など

2 北多摩中央医療生活協同組合　武蔵野支部 菊地　公子 健康作り、健康診断、地域でのふれあい活動、文化・厚生事業など

3 北多摩東更生保護女性会武蔵野 小美濃  晃子 ・犯罪予防　・少年院、更生保護施設、刑務所等に慰問に行く　・保護司に協力して立ちなおりを助ける

4 境南地域社協 藤田　浩子 地域福祉活動

5 ぐるーぷ コグ・マ（むさしの認知症予防の会） 松田　信江
認知症予防に関しての活動。月１で会合開催、コミセン等で認知症と予防に関しての講座の開催、認知症予防グ
ループの支援

6 桜野地域活動推進協議会 荒川　澄子
市内13エリアで活動する住民組織の一つ。　困ったときには、お互い助け合える住民同士の助け合いネットワー
クを目指しています。活動地域は桜野小学校区です。

7 NPO法人ジャパンペットサポート協会 布施　宏美
ペットの飼育環境の向上を目指し、飼主の啓蒙活動（セミナーの実施等）、イベントでの情報発信などを行ってお
ります。（老犬に特化しているのが特徴です。）

8 関前福祉の会 広江　詮 地域福祉、災害発生時の救護ネットワーク、声かけ運動、他

9 チャレンジャーズ 辻　　　郁子
3年前、市が「認知症予防のため」の参加を募集されました。現在は自主グループとして週1回集合し、パソコン・
ミニコミ誌のための勉強をしています。

10 中央福祉の会 和久田　純子 地域福祉

11 テンミリオンハウス「川路さんち」 グループ萩の会 足立　絢子 高齢者のミニデイサービス

12 テンミリオンハウス「そーらの家」 グループ萌黄 垣原　睦恵 ミニデーサービス

13 西久保福祉の会 藤井　陽子 福祉活動全般

14 パーソナル・ケア吉祥寺 原田　由美子
介護保険での居宅介護支援、訪問介護、障害者自立支援訪問介護、介護保険以外での家事援助、ベビーシッ
ター等。テンミリオンハウス関三倶楽部の運営

15 三鷹武蔵野社会福祉士会 酒井　陽子 社会福祉士の情報交換・学習会開催、市民向けの福祉相談・講座の企画・運営
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

16 みつがしわの会 田米　智加之
現代社会でがんや難病で苦しんでいる人々や家族の方々に会員となって頂き会員相互の交流や情報交換によ
り自らの身体の内面を見つめ、食生活、生活習慣、心のあり方など今の自分を見つめなおし改善することによ
り、人間の持つ生命力を蘇らせ、体質を改善し幸せな毎日を送るお手伝いをさせて頂く活動を致します。

17 南町福祉の会 中野　節子 地域福祉活動。子ども・高齢者・障害者が生き生きと暮らせるまちづくり

18 武蔵野市の医療と福祉をすすめる会 前川　禮太郎 月例会・学習会・隔月ニュース発行など

19 武蔵野理容組合 福﨑　昭生 寝たきりの方（65歳以上の方）・重度心身障害者の出張理容サービス等

20 ワーカーズどんぐり 鈴木　裕子
市民による助け合いの理念に基づき、市民自治によるまちづくりと地域福祉の増進に寄与することを目的とす
る。赤ちゃんからお年寄りまで、生活の支援を必要とする人々に対し、保育・家事・介助・介護等の支援・調査研
究、政策提案等の活動を行う。
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Ｈ：「スポーツ・健康」
３４件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 一小剣友会 山﨑　和信 幼児から成人まで剣道を通しての修練により人間形成を求める。第一小学校で土・日稽古。

2 有為の会 川名　健二 ヨガとストレッチを学び健康維持と増進と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

3 大野田サッカークラブ 武智　恵美 子ども（小学生）対象のサッカークラブ

4 吉祥寺ミニバスケットクラブ ブルーサンダー 戸田　里江 小学生を対象に四小でミニバスケットボールをしています。月に１回「親バス」の会もあります。

5 五小ミニバスケットボールクラブ 荒卷　万友美 小学校3年以上を対象に、五小でミニバスケットボールをしています。毎週土曜日9:30～12:30に活動しています。

6 さあくる暖輪 清水　和子 歌いながら運動したり躍ったり。H２１．６．３（水）より活動開始。

7 スーパーファイン 小庭　洋子 バドミントン交流会(練習会)　武蔵野総合体育館

8 少年タイガース 佐伯　正紀 小学生の軟式野球チーム

9 トリトンＳ．Ｃ武蔵野 山梨　洋子 水泳（競泳と日本泳法）。ハイキング、スキーを年齢・性別を問わず健康維持と増進のため楽しく行っています

10 バスケットボール連盟 岩本　純一 バスケットボール

11 NPO法人むさしの歩こう会 鹿子木　孝男
武蔵野市を中心として、「武蔵野台地」の広域にウォーク関連の各種事業を推進し健康日本21の運動に協力す
る。

12 武蔵野MBC 岸　桃子 小学生を対象にミニバスケットボールをしています。

13 武蔵野こども合気道クラブ 大杉　光生 子供への合気道の指導。毎週土曜日12:30～13：30

14 武蔵野サッカークラブ 関根　吉之 女子サッカー

15 武蔵野市ウォーキング協会 細田　秀樹 ウォーキング教室の開催、シティウォーク、ミニウォーク等の実施

16 武蔵野市弓道連盟 神谷　恒雄 弓道を通じて、市民活動を発展してます。

17 武蔵野市クレー射撃連盟 今井　治二 クレー射撃

18 武蔵野市ゴルフ連盟 井口　秀男
年３回(春秋）の都のゴルフ大会の運営。オリンピックにむけてのスポーツ選手の育成の為のゴルフ教室の開催。
（武蔵野市後援）

19 武蔵野市山岳連盟 小尾　隆
市民初心者登山教室を卒業した登山グループの連盟で、安心・安全な登山を通して、健全な市民生活を続けて
いく事。
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

20 武蔵野市柔道連盟 岩戸　正美 春、秋季市民柔道大会　　武友杯柔道大会ほか

21 武蔵野市少年野球連盟 室井　陽三 少年野球

22 武蔵野市スキー連盟 川島　武久
スキー教室（1月初）、ファミリーわくわくスキー体験（1月末）、市民大会・スキーフェスティバル（2月末）、ファミリー
デイスキー（3月末）等のスキー行事

23 武蔵野市太極拳連盟 金田　章義 太極拳を通じて健全な身心を鍛錬する。

24 武蔵野市卓球連盟 市橋　勝 卓球を通じて市民の体力の促進を手助けする。

25 武蔵野市武術太極拳連盟 山下　倫一 太極拳研修による健康維持向上

26 武蔵野市ライフル射撃協会 中村　弘 ライフル射撃

27 武蔵野市ラジオ体操会連盟 宮下　みさ子 ラジオ体操を行い、その普及と振興を図ると共に会員相互の親睦および体力増進に寄与する。

28 武蔵野市陸上競技協会 市川　力雄 陸上競技の大会運営・普及・審判員の派遣。練習会の開催

29 武蔵野スポーツクラブ 鈴木　滋 横河武蔵野フットボールクラブの運営母体です。日本フットボールリーグに参加し、その運営を行っています。

30 武蔵野ターゲットバードゴルフクラブ連合会 岩田　武和 ターゲットバードゴルフ同好会活動(練習及び競技会）

31 ＮＰＯむさしのダンスインストラクター協会 熊地　紘子

・ダンスと通じて、学術・文化・芸術又はスポーツ振興を図る活動。
・ダンスを通じて、子供の健全育成を図る活動。
・ダンスと通じて、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。
・ダンスを通じて、地域貢献する活動。

32 むさしのフットボールクラブ 和久井　修
地域住民に対して、サッカー等のスポーツの普及、市民の健康保持増進及び地域活性化への貢献を行うこと。
練習は武蔵野市、三鷹市中心。男性は東京都社会人リーグ、武蔵野市リーグ等で年間40試合程度。女性は世
田谷ママリーグに参加し、年間20試合程度行っている。

33 むさしの山の会 宇田川　哲 月三回近郊の山行、及障害者グループの課外活動サポート　設立31年目

34 やまびこ 山本　博 武蔵野市山岳連盟の下部組織で会員の健康と親睦を兼ねて、毎月1回以上例会と月例山行を行っている。

16ページ



Ｉ：「文化」
３０件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 銀青会 高橋　繁夫 亜細亜大で公開講座・大学のアジア祭参加・ビデオ鑑賞・バス研修旅行・地区委員会（月第2木曜日開催）

2 紅葉会 関口　はる子 市主催の講座が終了し、「話し方」の勉強会グループを作る。月一回勉強会を行っている。

3 国際技術交流支援協会 吟詠吟舞錦凰流武蔵野支部 中田　子凰 吟詠の伝統文化の振興を支援する。詩吟を子どもに伝え、健全な青少年の育成を図る。

4 四季の会 池田　栄雄 写真、撮影会、写真展及びその学習会

5 ジモッピーＮ（ネット）－市民会館と地域をつなぐ会 坪井　佐奈枝 市民会館を利用しながら地域をつなぐ活動

6 写真集団むさしの 南斉　清政 写真の会　風景写真、撮影会、月例など実施

7 写遊どんぐり 田中　国夫 写真撮影、写真展など

8 自由大学銀蹊会 後藤　信義 会員相互の親睦、健康と教養の向上、地域社会への寄与。毎月例会を開催

9 出版NPO－「本をたのしもう会」 山崎　三省
市民による市民のための読書推進活動。作家、文化人による講演会、読書グループや絵本読み聞かせ団体へ
の支援

10 玉水会 冨重　寿人
古文書学習。武蔵野市内の古文書を読み解読と歴史を知る勉強会である。武蔵野会（中央コミセン）と古文書の
会（市民会館）の二つは市民参加できます。

11 手で作る本の会 加賀美　真木 手製本の技術を会得しながら、オリジナルの本づくりを楽しむ。

12 日本・大空クラブ 古野　辰哉 紙飛行機・制作凧の普及活動

13 日本海時代の祭典 稲垣　一雄 シンポジウム・講演、まちあるき、講師派遣、市活動、まち振興、イベント等のコンサルタント　その他

14  neno(ネノ） 玉垣　尚子 創作活動（手芸ーイラスト・人形、園芸ーハーブ）　自己啓発（タロットカード等）

15 能楽鑑賞セミナー 能学塾 青木　一郎 能楽鑑賞講座を行い伝統文化、能の普及につとめる

16 パースペクティブ・イモーション実行委員会 向井　千恵 即興表現を主体とするフェスティバルを毎年行う。ワークショップもコミュニティセンターで開催している。
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

17 ハッパの会 中村　允宥 老壮セミナー同期会。毎月例会を行い、教養と健康の向上を計り、生涯学習に努めている。

18 萬葉学校 植木　昭夫
多くの人々に萬葉集に親しんでもらうための普及活動に努める。あわせて萬葉研究者に専門的研究資料を提供
する。①わかりやすい「萬葉講座」を武蔵野市と新宿区で各月１回開催②広い視野で興味深い「講演会」を（要望
に応じて）随時開催③専門的な研究資料「萬葉集古注釈大成」を編さん中

19 みんなでｋｉｄｓ陶芸 谷口　玲子
障がいがあってもなくても、大人も子どもも陶芸やものづくりを楽しむ。「夏の自由工作・自由工作講座」「父と子の
おもしろ体験講座」「出前陶芸講座」

20 武蔵野雨情会 佐藤　文行 野口雨情の作品研究および月例コンサート開催等

21 武蔵野映像クラブ 渡会　猛
趣味として「ビデオ映像づくり」を楽しむ方の集り。　月一回の定例会を開催し、作品鑑賞、作品づくりへの技術指
導、情報交換などを実施。市の文化祭では会員制作のビデオ作品の発表上映を公会堂で開催している。

22 武蔵野会 野本　武宏 古文書解読。

23 むさしの紅会 石上　　オワ 女性史の読書会

24 武蔵野市市民芸術文化協会 荒井　恵鳳
市民の相互理解を深め、芸術文化への関心を高めることに寄与する。自主イベント、芸文講座、他市との交流、
広報活動、武蔵野市民文化祭、市行事への参加

25 むさしの市女性史の会 石田　喜代子
「武蔵野市の女性史」全2巻の発行にあたり収集した資料等の整理･保存と引き続きその後の武蔵野市の女性の
活動状況を研究する。

26 武蔵野俳句連盟 長　昴 俳句の学習と研究

27 武蔵野文振局 中川　真吾
冊子、本における文字組の研究。（読みやすさ、美しさを研究）　書体の選び方と伝統的レタリング等の普及と学
習会

28 武蔵野ペン字の会 古野　辰哉 美しいペン字を書くヒント講習

29 むさしの歴史散歩の会 髙坂　一彦 史跡めぐりと郷土史学習

30 レインボーカメラクラブ 長谷川　裕 会員に依る野外撮影活動で案内チラシ配布の為
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Ｊ：「音楽」
２５件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 合唱団「わかば」 髙橋　みのる
週に一回（毎木曜日）に、市民文化会館練習室、市内C・Cを借りて合唱練習をし、毎年、市民文化祭に参加。
むさしの芸文協会員。　2008年10/16(木）に15周年記念演奏会を市民文化会館小ホールで開く予定。

2 高齢者の音楽を考える会 庵原　えい子
高齢者が心と体の健康を維持するため、明日の活力になる音楽の提供。　①高齢者施設などでの音楽活動指
導　②高齢者のためのコンサート　③高齢者の趣味活動支援（コーラス）　④文化講座（講演会）　⑤高齢者音楽
アドバイザーの育成

3 桜の会 村田　寛 歌の学習グループ

4 シャンテ 吉松　杉子 シャンソン教室

5 自由な風の歌 池田　幹子 合唱とコンサート開催

6 Joyful  Clover 野沢　孝子
ゴスペルグループ　・年1回コンサートを開催。　・老人ホームへの出張コンサートもしています。　会員募集中で
す。

7 しらたま 根間　由子 女声合唱団　団員２３名　週に一回（月）岸信介氏の指導により活動しています。

8 そよ風 石川　洋一 西久保コミセンで”シャンソン”を歌う会

9 第一混声合唱団 印牧　清四郎 演奏団体

10 つばさ音楽クラブ 東海林　未季

働く知的障害者メンバーを中心に、音楽家（指揮指導者、ピアニスト）と音楽好きなボランティアで構成され、芸文
協主催のコンサートに年1～2回、あったかまつりステージ、招待コンサート、クリスマス音楽会など出演。普段の
活動練習は第二土曜日、午前10時から12時、障害者総合センターイベントホールにて、歌、楽器演奏（ハンドベ
ル、タンバリン、スズ、カスタネット、パーカッション、フルート、バイオリン他）、手話ダンス、演奏家の鑑賞タイムな
どを楽しんでいます。お試し参加歓迎します！

11 天山会 神戸　昭
バイオリンの合奏を勉強しているグループ。年1回発表会を行い、また5・7・10周年にはスイングホールで演奏会
を行った。市内外の老人ホーム、養護施設を慰問したり、コミセン行事へ参加して演奏活動を行っている。

12 ドイツ音楽療法センター
ドイツ音楽療法セ
ンター

心の療法を担うヨーロッパの本格的な音楽療法の普及を目指しています。勉強会やワークショップ、トーク＆音楽
コンサートの開催事業のほかに、個別留学相談やドイツ現場実習手続きの支援なども行います。

13 東欧音楽研究会 山﨑淑子 東欧音楽の演奏を楽しむ。つばさ音楽クラブのサポート・要請に応じて出張演奏をするボランティア活動。
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NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

14 日本フィル武蔵野の会 鎌内　啓子 日本フィルハーモニーのメンバーの方を中心として、年2回のコンサートを行っています。

15 NPOパーカッションフォーラム 池田　奈保子
コンサートの企画運営。国際打楽器音楽祭、コンクール（三鷹、武蔵野地区）をめざして。三鷹、武蔵野の音楽団
体ネットワーク作り。

16 ベル　フォーレ 穂苅　甲子四郎
１．月２回、シャンソンの歌唱練習を行う。　　　２．日ごろの練習の成果を発表する場として、年１回発表会を催
す。　　　　　　３．デイケアセンターなどで歌による慰問を行う。

17 邦楽合奏団 ローザの会 金澤　圭子 邦楽演奏でチャリティー、市内施設を訪問等

18 NPO法人ミュージックasパレット 三宅　聖子
音楽療法士が中心となり施設職員・療法を受けている方のご家族など音楽療法に関心のある人たちで構成され
ています。活動は音楽療法の提供（グループ・個人のセッション・セミナー）。施設プログラムの支援・研究会の開
催（隔月・あんさんぶる荻窪等）・演奏会活動等です。会員の皆様の要望に答えるよう心がけています。

19 武蔵野合唱団 山極　通夫
1955年緑町団地の自治会コーラスとして発足。1965年小林研一郎氏（現在日本を代表する国際的指揮者）を迎
え今日まで指揮を仰ぐ。現在団員約150名、定期演奏会の他、内外一流オーケストラとの協演や海外演奏旅行
等、意欲的な活動を行う国内有数の合唱団。

20 武蔵野市民合唱団 原田　恒久 合唱演奏と練習

21 むさし野ジュニア合唱団「風」 長崎　直美 合唱（年1回定期演奏会、小1～大学生 週4回市内の学校において練習）

22 むさしの平和の風合唱団 林　睦子
月2回のコーラス　（於・西久保コミセン又は地区労会館）　”老いも若きも”平和のメッセージを歌声で高らかに発
信させていく事を目指しています。

23 Rise in Unity 大矢　雅子 ゴスペルコーラスグループ

24 ララコーラス 西尾　英子 女性コーラス（月2回・年1回発表会　西コミセン・四中で練習）

25 和太鼓SOH 萩原　真由美
地域での和太鼓演奏　・子どもまつり　・青空市　・南北統一フェスティバル　など市内でのイベント出演。　市内千
川小学校にて活動中。
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Ｋ：「国際」
１１件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 NPO法人ＡＣＴＩＯＮ（アクション） 横田　宗
フィリピンの孤児院・盲ろう学校・ストリートチルドレンの支援。フィリピンへの海外ボランティア体験プログラムの
実施。境南町にてチャリティショップ「sari☀sari」の運営。三鷹市の児童養護施設へのボランティア派遣。国際理
解教育分野の講師派遣等。

2 NPO法人アクション２１ 張　維納
中国語から中国の文化と社会、中国医学や健康法などの紹介、在日中国人の支援など、日中両国の友好を促
進するための諸活動。

3 （NPO）AMATAK カンボジアと共に生きる会 後藤　文雄 カンボジアにおける教育支援（学校建設）等。

4 特定非営利活動法人　カラ＝西アフリカ農村自立協力会 村上　一枝
マリ共和国など砂漠化が進行し、行政の行き届かない農村で困難な生活を余儀なくされている人々が、健康で
明るい生活を過ごせるよう支援する。病気予防、女性適正技術指導、貸付事業、深井戸設置、穀物製粉機設
置、環境保全（植林）、識字学習の普及、野菜栽培、改良カマドの製作・普及、学校建設。

5 日本中国留学生研修生援護協会 上原　信夫 中国留学生科学者の招聘援護　日本留学生の中国重点大学への推薦入学

6 Musashino　International　Club(MIC) 荒木　英子 留学生を含む外国人が日本から帰る時は、楽しかったと思ってもらえる支援・活動をしている。

7 武蔵野KOKUSAIカフェ
ﾄｰﾏｽ･ﾄﾙｰﾏﾝ
ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ･ｵﾏｰﾙ

市内在住の外国人（日本人も含む）の方々の生活支援、相談、ネットワーク作り。

8 武蔵野市国際交流協会 山梨　榮 国際交流・協力。外国人支援

9 むさしのスカーレット 大竹桂子
平成元年より女性親善使節団として派遣され成立したグループ。アジアの国々と交流をはかり、その和を広く拡
げる。

10 特定非営利活動法人むさしの・多摩・ハバロフスク協会 安藤　栄美 寒帯林保全事業、自然体験事業、ロシアハバロフスクとの国際交流事業

11 武蔵野ブラショフ市民の会 渡部　法雄
ルーマニア・ブラショフ市の市民との交流　日本国内のルーマニア人との交流　会員間で、文化や言語の学習
会、等
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Ｌ：「その他」
３６件

NPO・市民活動団体名 代表者 主な活動内容

1 NPO法人あそび環境Museumアフタフ・バーバン 北島　尚志
子どもから大人（高齢者含む）まで、広く、あそび・表現活動を通じて一人一人が自分らしい表現をし、豊かなあそ
び環境及び地域社会をつくりだすことを目的として活動。

2 NPO法人ウイッシュ・プロジェクト 村上　朋子
社会から孤立しがちという問題をかかえて苦悩しているニート・引きこもりの若者や家族を側面から支え、通常の
社会生活が出来るような支援を行う。カウンセリングを基本とし、居場所の提供、また親の会、就労、自立支援プ
ログラム、講演会、勉強会などを個々の状態に合わせてきめ細かに行うことを特長として活動している。

3 FP武蔵野グループ 今村　幸雄
ファィナンシャルプランナーとして、お金に関する相談、相続の相談、ライフプランに関する相談、それに伴う講演
等

4 カウンセリング　きちじょうじ 矢野　久美子
10年以上続く、地域のカウンセリングの勉強会。　　月1回、講師を招きｶｳﾝセリングの理論、体験学習を学んで
いる。　　他1回は自主勉強会として、理論の確認やワークショップを開き、各人の知識や技術を磨いている。　各
メンバーの属す地域・職場に還元できることが目標。又、なんでも安心して相談できる場でもある。

5 共同参画むさしの 三上　かおり
子育てに奮闘中のママや、妊娠中のプレママを対象に、女性としてより輝くための楽しいイベント等を開催してい
ます。詳細は「プレシャスネット」と検索して下さい！

6 特定非営利活動法人Ｋｉｓｓ 堀江　直仁
アート・デザイン・音楽・演劇など文化的なツールを媒介に、インターネットというバーチャルな空間とKISSCAFEと
いうリアルなスペ ースで人と文化・人と地域・人と人をつなぐ新たなネットワークを創出し、新たなコトが生まれる
機会を創り出すことで、地域や街を楽しくしていく活動

7 原水爆禁止武蔵野協議会 塩澤　清美 原水爆禁止、被爆者援護の運動。

8 憲法を学ぶ会 斎藤　義介 憲法をめぐる様々な問題を調査・学習する。

9 シニアネットむさしの 千種　豊
シニアたちが健康で豊かな人生を送り、地域活性化に貢献することを目的として、各種講座の開催、情報提供と
交流、相談とサポート、子育て世代の支援、まちづくりの支援、コミュニティ協議会との連携を行う。

10 新日本婦人の会 武蔵野支部 菊地　公子
女性の要求実現のための活動全般。具体的には消費者問題、環境問題、平和に関する問題などの学習・見学、
会員個人の要求ー絵手紙・ウォーキングなど趣味的活動ー実現の活動

11 スクール・アドバイス・ネットワーク 武蔵野支部 足立　恵子 紙芝居制作等、人材育成と活動についてアドバイスと運営。科学実験など

12 DANKAIプロジェクト 栗田　充治
団塊世代などの経験と活力を地域社会に活かす事業活動及びしくみづくりを行う。団塊サロン、傾聴ボランティア
などを実施中。

13 東京都行政書士会 武鷹支部 田中　秀人 １市民の為のくらしの無料相談。２行政手続に関する無料相談。３許認可申請手続に関する無料相談。
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14 東京都社会保険労務士会 武蔵野支部 杉山　清二郎 労働社会保険等の無料相談

15 ななまる会 村上　薫 生涯学習

16 西一町会 赤保谷　明正 町内の会員の親睦及び安全・防犯・防災等。

17 日本食育普及協会 望月　正明
学童、栄養士、調理師、製造メーカーに対する食育教育普及。全国栄養士協議会（学校）、大手学給・集団給食
専門商社、各学校栄養士、センター栄養士を通じ、正しい商品、安心安全な商品の提供、情報を伝える。

18 日本理美容福祉協会 島崎　敦
地域の住民が真に豊かでゆとりのある生活を実現するため、出張理美容を中心とした生活支援サービスを行
い、地域の医療や福祉に寄与する。

19 はちぶの会 横山　昌子 健康に関する情報提供（料理講習会等）

20 ピアカウンセリングむさしの 田中　知子

①「ピアカウンセリング講座」を毎月３コース開催。基礎コース（第３水曜日）。ステップアップコース（第１水曜日）。
武蔵野公会堂（受講料有）。②定例会、第１・第３火曜日　市民会館。カウンセリングの文献や、資料による自主
学習とグループワーク。③「子育てと自分育て」をテーマに、表現療法の１つであるコラージュ療法の体験と話し
合いをしています。GROUP WARAKU第3土曜日。第4火曜日。市民会館。

21 一人ひとりに合った進路・相談センター 戸所　保忠
いじめ、不登校、転学を希望する高中小生へ、適わしい進路をアドバイスする。また生涯学習の観点より高校程
度の学習、高卒資格を目指す社会人にアドバイスをする。

22 フラウネッツ 宮田　志保

①職業能力の開発を目的としたセミナー、異業種交流会等の開催②SOHO、在宅勤務、在宅ワークに必要と思
われる情報の収集・提供③ITサポート事業（主にパソコンサポート事業）④SOHO、在宅勤務、在宅ワークについ
ての相談、コンサルティング⑤ホームページ、インターネットコミュニケーションツールの運営⑥会報及び出版物
の発行

23 ヘルプの喜び運動協会 原　京子
人間の本質の中にある他人を喜ばす喜び、プロフェッショナルな人創りを運動としてスタートさせ、広く人々に対し
提供しつつ、教育・育成・啓蒙活動・学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図り、人々が元気に暮らしていける
よう、人生を牽引することを目的とする。

24 ボランティアセンター武蔵野 千種　豊
ボランティア活動の推進、活動の紹介やボランティアの講座、広報紙の発刊(隔月）。ボランティア登録団体（約
85）との協働、ゆるやかなネットワークの推進。団塊世代、学生、主婦、社会人など全世代への支援。
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25 NPO法人未来構想戦略フォーラム 大脇　準一郎 １）定例未来構想フォーラム　２）政策提言　３）人材育成

26 武蔵野市NPO・市民活動ネットワーク 栗田　充治
市内のNPO、市民活動団体がネットワークを結び、お互いの情報交換と交流を進めながら、課題を共有して、団
体間の協働を進める。

27 特定非営利活動法人むさしの経営支援パートナーズ 静間　俊和 ＮＰＯ法人設立・運営支援、創業支援、各セミナーの開催

28 むさしの憲法市民フォーラム 西村　まり 憲法に関する学習および活動

29 武蔵野市社会教育を考える会 伊藤　徳子 社会教育活動。地域課題の学習会、実践活動等。

30 むさしの市民平和のつどい実行委員会 松村　勝人
毎年8月に「むさしの市民平和のつどい」を開催　武蔵野市が市民と共催していた武蔵野市民平和集会を引き継
いで今年で１４回目になります。２００８年は８月１０日（日）武蔵野スイングホール開催

31 武蔵野稲門会 山内　巌 早稲田大学OB校友会の連絡及び情報活動、他地域の子供達にラグビーを教える。

32 むさしのネイチャーゲームの会 上島　佳代子
武蔵野地域の身近な公園で、四季折々の自然とふれあう楽しいイベントを開催しています。メンバーは「ネイ
チャーゲーム指導員」の有資格者です。

33 武蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会 川村　善二郎
武蔵野市及びその周辺の空襲の状況を調査し、記録すること、市内の戦争遺跡の調査をして、学習会、記録集
づくりを通じて、市民に戦争体験を伝え、平和な社会づくりを目指す

34 むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会 中川　瑛子
男女共同参画社会の実現をめざす拠点である、むさしのヒューマンネットワークセンターの管理と運営を行い、市
民及び団体の自主活動とネットワーク化を支援し、市民や社会のニーズを取り入れた自主的企画を行っている。

35 武蔵野マジシャンズクラブ 曽根原　千鶴子
子供会、老人会、コミュニティーセンター等でのマジック演技、高齢者総合センター年間講座実施、芸文協文化祭
参加

36 むさしのみたか市民テレビ局 西海　真理
①まちを知る、伝える、考える②人を知る、出会う、つながっていく③市民情報交流の場となる、情報発信を支援
する。地元ケーブルテレビのコミュニティチャンネルに自主制作番組を提供、映像を使った社会教育活動。
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