
 

 

〒１８５－００２２ 

東京都国分寺市東元町３－１７－２ 

T E L ０４２－３００－６３６３ 

F A X ０４２－３００－６３６５ 

E－Mail center@ko-shakyo.or.jp 

開館時間 月～土曜日 9:00～17:00 

（日曜、祝祭日、年末年始は閉館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ http://tokyo.town-info.com/kokubunji/ 

職員ブログ http://blog.canpan.info/kokubunjivc/ 

『ボランティア活動センターこくぶんじの職員日記』 

T w i t t e r @kokubunji_vc 

メールマガジン 隔週水曜日配信（登録はホームページから） 

 

 

 

 

 

 

 

▸アクセス 

JR 国分寺駅 南口下車 徒歩 10 分 

JR 西国分寺駅 南口下車 徒歩 15 分 

ぶんバス「泉町一丁目」下車 徒歩 7 分 

 

エル 



■「ボランティア活動センターこくぶんじ」 とは？ 

 

「ボランティア活動センターこくぶんじ（以下、「ボラセ

ン」）」は、ボランティア活動や市民活動・まちづくりに関

する総合の相談窓口・情報の発信・活動の拠点など様々な

機能があり、ボランティアをしたい人（団体）と、して欲

しい人（団体）をつなげる働き（コーディネート）をして

います。 

また、安心して活動に参加ができるように、様々な研修会

や講習会など開催をしたり、地域の中で「お互いに顔の見

える関係」づくりに取り組み、「誰もが安心して暮らせる

まち」をすすめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 主に次のような活動をしています  

○ボランティアに関する相談・支援 

○ボランティアに関する各種講座の開催 

○「ここねっと」の啓発・推進（→P.3） 

○ひとり暮らし高齢者等地域交流会の実施（→P.4） 

○まごころネットワークの実施（→P.4） 

○ふくし体験プログラムの実施（→P.5） 

○ボランティアステーションの設置（→P.5） 

○ボランティア活動に必要な備品等の貸出（→P.6） 

○ボランティア保険、行事保険の受付（→P.6） 

○ここねっと推進助成事業の実施 

○サマー！体験ボランティアの実施 

○災害ボランティア 

○ボランティア活動に関する情報提供 

‣ボランティアクラブの発行（年 4 回） 

‣ボランティア活動ガイドブックの発行 

‣メールマガジンの発行（隔週の水曜日） 
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■ ここねっと 

 

第 2 期国分寺市地域福祉活動計画（平成 19 年度～23 年

度）「ここねっとプラン」で提起された、地域におけるコ

ミュニティづくり「こくぶんじ コミュニティ ネットワ

ーク」の略称です。多様化する地域の課題への対応として、

それぞれの地域の特性に応じた活動を住民が主体となっ

て進める活動です。活動範囲を概ね小学校区として、新た

な組織づくりの取り組みや、既存の組織との連携など、ネ

ットワークづくりを目的とした活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主に次のような活動をしています  

○ここねっとナイン（西恋ヶ窪など）への支援 

○地域懇談会の開催及び参加 

○地域支え合い活動の啓発・推進 

○地域会議（もとまち、本多、並木）や地域のイベントへ

の参加 

クリスマス会（並木の会） たなばた会（ここねっとナイン） もとまちファミリー運動会（もとまち地域会議） 



 
 

■ 地域支え合い活動 

 

地域のことを地域で守っていくために、「黄色の腕章」を

つけて「できる時にできる範囲で」地域の見守りを行う活

動です。強制的な活動ではありません。 

一人でも、いつでも、活動を始めることが出来ます。 

腕章は普段の買い物、移動、ペットの散歩、自宅から駅ま

での通勤時、子どもの登下校の見守り時など、日常的にご

活用いただけます。 

 

○黄色い腕章をつける目的は？  

① 地域でのコミュニケーションの向上につながります。 

普段の挨拶や、感謝の言葉がかけやすくなり、顔見知りに

なることができます。同じく腕章をつけている、また見守

り活動をしている方々の間での安否確認にもなります。 

声を掛け合う地域が生まれます！ 

② 腕章が犯罪の抑止力につながり、地域の防犯力が上が

ります。 

③ 登下校時の子ども達からひと目見て「安全・安心」の

目印になります。 

④ 毎日の子ども達の様子を観察することで、異変に早く

気づくことができます。 

 

○お申し込み方法  

お申し込みは、安全面の配慮から登録制になっています。 

ボラセンでお渡しする所定の登録用紙に、氏名・住所・電

話番号を記入してご提出ください。 

活動ができなくなった場合は、ご連絡の上、腕章のご返却

をお願いいたします。 

社会福祉協議会ではこの「地域支え合い活動」の事務局の

役割を担い、腕章の提供、ボランティア保険の補助等の支

援を行っています。現在約 1、０００名の方が市内でこの

腕章登録をされています。 

多くの方々の協力、支え合いの気持ちが「安心安全なまち

づくり」へとつながっています。 
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■ 地域交流会（ひとり暮らし高齢者等地域交流会） 

 

ひとり暮らし高齢者等と地域のみなさんとの交流を目的

に国分寺市の補助事業として、昭和 60 年にスタートしま

した。現在、市内 10 地区で年に５～８回の交流会（茶話

会、会食会や歌や軽体操、さらには異世代間の交流など）

をボランティアの皆さんの協力を得て実施しています。 

※参加費１回３００円以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会名 地区 会場 

さつき会 東元町・南町 もとまち公民館 

あずま会 本町・本多 本多公民館 

こいがくぼ会 東恋ヶ窪 2～3 丁目 本多公民館 

きたこい会 東恋ヶ窪 4～6 丁目 北の原地域センター 

いずみ会 西元町・西恋ヶ窪・泉町 多喜窪公会堂 

むらさき会 戸倉 福祉センター 

すみれ会 日吉町・内藤 内藤地域センター 

ささの会 東戸倉 北の原地域センター 

たちばな会 新町・並木町・北町 並木公民館 

ふれあい会 
富士本・光町・高木町・西

町 
西町地域センター 

 

↑小学生と交流（あずま会） 

←食後の交流（いずみ会） 

食後の交流（たちばな会）→ 



■ まごころネットワーク（支え合いネットワーク推進事業） 

 

国分寺市からの委託事業として社会福祉協議会が平成 11

年 4 月より受託し、下記のような内容で、地域のボランテ

ィア（まごころネットワーク員）が利用者宅に訪問する事

業です。ボランティアの募集も随時しております。 

 

 

 

〇対象者 

６５歳以上で以下いずれかに該当する方 

‣ひとり暮らしの方 

‣高齢者だけの世帯 

‣日中おひとりになってしまう方 

‣その他、地域での支え合い、見守りを必要とされる方 

 

〇利用時間 

週 1 回 1 時間（月～土曜日の 9 時～17 時の間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇活動内容 

‣お話し（おしゃべり）相手 

‣散歩や買い物の付添い 

‣趣味の相手（囲碁・将棋・手芸など） 

‣ちょっとした雑務（電球の交換・高い棚の出し入れ など） 

‣安否の確認 

 

〇利用料 

 無料 
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■ ふくし体験プログラム 

市内の小・中学校の総合学習の時間や、自治会・町内会、

各種団体からの依頼に対して、ボランティアグループ等の

協力を得ながら「ふくし体験プログラム」を実施していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ ボランティアステーション 

 

ボランティアステーションとは、地域の商店や事業所等に

ご協力いただいている事業です。下記の協力内容のうち 1

つ以上にご協力いただいています。 

 

〇 車いすステーション 

ご近所で気軽に車いすをご利用いただけるように、市内の

事業所や個人宅に車いすを 1～2 台置いてもらい、貸出し

をしています。貸出期間は最長で 2 週間としています。 

※社協事務局およびボラセンでは、最長で 3 ケ月間の貸し

出しを行っています。 

 

〇 ふれあい募金箱 

誰でも気軽に参加できる地域福祉を支える募金活動とし

て、「ふれあい募金箱」を市内約 40 か所の店頭等に置いて

いただいています。 

 

 

 

 

 

〇 自動販売機設置 

市内に自動販売機を設置しています。収益は地域福祉をす

すめる重要な自主財源の１つです。 

  

〇 広報紙やポスターの配架・掲示 

ボランティア総合情報紙「ボランティアクラブ」の他、社

協広報紙「ふくし」や社協で行うイベント・講座等のポス

ターの掲示やチラシを置いていただいています。 

 

〇 その他 

施設や店舗等で空いているスペースを、地域の皆さん方が

集まる時や社協での集まり、イベントの活用での貸出等で

ご協力いただきます。 
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■ 地域ふれあい活動備品 
 

地域福祉活動推進を目的に、備品の貸し出しを行っていま

す。 

〇貸出対象 

（１）自治会・町内会、老人クラブ 

（２）社協のグループ及び団体会員 

（３）社協の登録団体 

（４）社協のいきいきふれあいサロン登録団体 

（５）社協会長が認める者 

 

‣対象団体は、備品使用要件にかかる費用を除き原則無料。 

‣対象団体以外の団体は原則有料。 

‣貸出期間は５日間です。 

‣予約は、使用月の属する３カ月前の初日から受付いたし

ます。 

※備品貸出に際しては、所定の手続きがありますので、詳

細はボラセンへお問い合わせください。 

 

 

 

 

■ 会議室の貸し出し 

 

センター2 階の会議室をご利用いただけます。 

‣会議室A＝18 名（テーブル 6 台、イス 18 脚） 

‣会議室 B＝12 名（テーブル 4 台、イス 12 脚） 

食
器
・
調
理
器
具 

どんぶり、おわん、小鉢、銘々皿、カレー皿、カレースプ

ーン、半月盆、炊飯器（2 升・1 升）、鍋、飯台、カップ

ホルダー、ウォータージャグ 

イ
ベ
ン
ト
用
品 

ポップコーン機、綿菓子機、かき氷機、サンストッカー、

発電機、簡易テント、着ぐるみ（うさぎ、いぬ、かえる）、

プロジェクター、スクリーン、ドラムコード 

ゲ
ー
ム 

ビンゴ、大サイコロ、大トランプ、ゴルフゲーム、お手玉 



■ ボランティア保険・行事保険 

 

安心・安全にボランティア活動に取り組めるよう、保険の

加入受け付け事務を行っています。 

ボラセンまたは社協事務局窓口でお申込みください。 

※電話、郵送での申し込みはできません。 

 

〇 ボランティア保険 

日本国内での活動・無償の活動・個人の自発的な意思によ

り他人や社会に貢献することを目的とする活動が対象と

なります。下記①②の場合を補償する保険です。 

①ボランティア活動中の事故により

ボランティア本人がケガをした。 

②ボランティアの方々が、ボランテ

ィア活動中に他人に対して損害を

与えたことにより、損害賠償問題

が生じた。 

 

 

〇 行事保険 

国内において、福祉活動やボランティア活動などを目的と

して、または、市民活動の一環として、非営利の団体が主

催する行事参加中に、下記①②の場合を補償する保険です。 

①行事参加者が偶然な事故でけがをした場合の損害補償。 

②行事主催者が行事参加者個人の身体や財物に損害を与

え、行事主催者が法律上の賠償責任を負った場合の賠償

責任補償。 

 

※加入した翌日 0 時から適用されます。 

※ボランティア保険では、国分寺市民および一定の要件を

満たした学生に保険料の一部を補助しています。補助の

財源は本会の自主財源（会員会費、寄付金等）です。 

※保険の詳しい内容は下記にお問合せください。 

有限会社 東京福祉企画 

TEL 03-3268-0910 

ホームページ http://www.tokyo-fk.com/ 

‐6‐ 


