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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

！』〆舵いしＺ/しｆ〈ざ一くるふりがな

団体名ｉＪ、/Ｉ麩i↑介震､老八十〃/"
活動内容（事業の内容。会の特色等）

ii1J謹聯掛辮璃族２
月け風図篭彬バ
ー箸j39i図霧胸:;ｱ鮓
帝の堵典“Ｋしzい

'/(下ﾌﾞｲ延式rラン レアで鰯矼

涜鬚獅(〈帆顔返凧ａ
臓肉州,|請徽,/lmMikiij園`,）

'マ．

Ｊ､学術､“ｲﾌ１s露Wtiii勢“いり乱
活動の紹介。お知らせ等

活動場所ﾄ鐡絃雌,ｹｶﾞ蓬
藤籔一目賃陥zH7Mzl蝋幽揃"蝋=LA趣上
_全－－舅＿鑿一旦金一－－場建鮒－－と陛翠魚－－－－
会…寶芽(加川－－_～＿
ホームページ

」８

ふりがな！」〆蛎いしＺ/<ﾉＩＦ〈ゴーくる

団体名 {､Ｍ灘弁髪､参八作〃/し
活動内容（事業の内容。会の特色等）

蝋,篭蕊
§、埼璽罎遅認Lzい暴了。

１Jil;二Zilji7宣職'１堯誓》i:》;１１､
微風泙州|蘓鍬４m/LAjki鐘、

Ｊ､鶯術､壼軌ﾌﾄ験の施勢iMr‐か川
活動の紹介。お知らせ等

活動場所､卜織絃臓雛
活動日 礒鵬xzi)ＭＭ;し'Mjiii〃魔Ｍ(』酌
_含一息_鑿_全H)Ljii{ｋ－－毘猛統一此蝋淫患－－－－
会費芽八'－，Ｗ5Ｗ
ホームページ



３

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ミカぐわいし従いＪＷううどくのかし！ふりがな

ﾉﾄﾀ井下対面畝誌町会団体名

活動内容（事業の内容。会の特色等）

視力P章絢ｗｉ:i９万への湘朗論市報ﾐヵﾐﾙﾙＭ’
市議会衣川ぅ音ﾃﾞ版ｲﾔ戎口舛者図慧ｳｲ'F八など'の
者試糀力Ｍ了うＴいる因はて訳
者談議齢Ｍ１奇イリ鬼ｱ鰍など'も開催し，音訳坂荷う
h,些会圓木B互ぅｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝＭ受立てＴｕ寸前

活動の紹介・お知らせ等

活動場所図耆健本蛇

活動日時欝卜ｚ８ソヒ曙目（姑針嫉に｢'7は柁罐日ﾖＭ）
会員数J＋船男'|生け品女′性２９鉛

費与A２ｏＯＰＩ（月’00円）会

ホームページ

\ｺﾞｰ



３
『

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

こがりh､Qﾘｰｰzl､んぐう一くるふりがな

団体名；~１Ｍ金守リーテレプサークルＩ

活動内容（事業の内容・会の特色等）

目の不自由酢多々お年寄川角の者堯沃Ｊぴ

湖ｉ完ポラン秀了誌勧

\の為の禰屍を｣のjiiL鍍伏

活動の紹介・お知らせ等

活動場所小金作図箸瀧

活動日時好Ｎ嘉又４不耀a午後/B論､分～よ錆

会員数／ろし矧住／Ｌ（Ｈ生/土隆

費利ユｍＦｌＪｌｌ/二Ｊ２F,会賃/、円会

ホームページ

仏７

ふりがな

団体名

こ’くりh､し）Ｄ－ｚｌ､んぐう一くる

＝ﾙ仁柞ｿｰﾃｶﾞﾝﾌﾟサークル
活動内容（事業の内容・会の特色等）

目の不tI由尊乞々エブ年寄川角の管汽Ｒｊぴ

湖ｉ完ポラン秀了誰動

その易の期ｲﾁ;i｣n処総倹

活動の紹介・お知らせ等

活動場所

活動日時

会員数

怡}金汗凰考鶴

野Ｎ嘉又４’F曜ａ午後/，論じ分～占薄
/６姶男､陸／ブヒ今(聖/古危

会費Ｈ二…円副に年`会！;:t/、円
ホームページ



３

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな
呉樹キーレハ&うし熱う窪＞`くう“uAPﾆｽｭそう遜鹸山

団体名トＭ>J』rで『繊硴洲 纂鴨義i;た↓

活動内容（事業の内容・会の特色等）

小金井市からの委託を受けて、市が購入。維持管理する放射能測定器による食品の放
射能測定を行っています。市民からの依頼を受けての放射能測定の他、放射能に関連
する講演会の開催なども行い、広く市民の方と学ぶ場を持つための活動も行っていま
す。ホームページ、FaceBookもご覧ください。

活動の紹介・お知らせ等

活動場所ｴﾌﾞﾐｰﾉﾀﾞi<▲純

活動日時Ｒ１回繩(偽

会員数 えﾕｰ｣、

費トキ噸会 LtDoR

ホームページ
『

https://hosyanousokuteishitsu-koganei・ｊｉｍｄＱｃｏｍ

https://wwfacebooKcom/sokuteikolq;anel／

１７

｣ニロ

jj-

ふりがな

団体名

ﾐ愉鮨…ししきうし坐へう季巫`くう晩"斗旦今＜王野〉鍋､口

＝いA>J〒でrrid;(Jii12；ljWii2〉i1$J運)蕊Lsｾﾞﾖ;卿讓i$/A）

活動の紹介・お知らせ等

活動場所エナＬﾉﾗiv:Ｗｌｋ

活動日時Ｒ１回慾１A〈、

会員数迎え

会費斗渦Ｉや｡Ｒ
ホームページ.

https://hosyanouSokUteishitsu-koganei・jimdo・ｃｏｍ

https://www・facebook・ＣＯ､/sOkuteikoganel／
・ム

､



３Iｒ

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

二・ｂＩＷぃ“わふりがな

団体名hi戯寺義寸－ヶ〃
活動内容（事業の内容・会の特色等）

，Ｊ|､飼矛義什一ｹﾙﾙ鯨『
、

鎌原 力Ｗ|河上 、

鯛一団鼻Ⅲ孑鰄柿上川勿鎗や鮒錦
F鯛露蒟紘ｗ;c;Fil几鞠`犠伽竜享彌眺
ヤＥﾉdAz冤毒Pじ２，(河〃
活動の紹介。お知らせ等

所ら)(2辮蝋鞠-点)罎緊活動場
ｾ評三

異且裏口賃！)ij雰UirnNfi三i1ilL…jiJ-
稜） >／の三

会――費一節”9Q円
ホームページ

j~７

ふりがなドンｔｌＷ仏”わ

jiM参二Ｆ↑手認寸一ｹ,,,／団体名

活動の紹介・お知らせ等

活動場所度)(z鰄鰯｣;熱麦)塵繁恒評一

二ｒＷｚ蔓１丁墓;1ﾄﾞｼﾞlLiilgii:fl:L壁fiW二壱]二ｉ１ｉｉ塁Aifi！;１１{1１
会費

ホームページ
犀戸”９．円



３

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

きいてきいてのかういふりがな

聞いてきいての会団体名

活動内容（事業の内容。会の特色等）

会の目的：朗読を通して、人と人との交流を深め、明るい地域社会に
なるように努める。

毎月第一土曜日は講師を招いて朗読講習会。第三土曜日は自主学習会
を行っています。力を抜いて、話すように語れるように練習していま
す。

活動の紹介・お知らせ等

活動場所貫井北公民館

活動日時毎月第一、第三土曜日

会員数定員13人（４月１日現在11人）

費月額２５００円会

ホームページなし

坤

<３

l-liw=ご-虹---Ｉ

活動内容（事業の内容・会の特色等）

会の目的：朗読を通して、
なるように努める。

人と人との交流を深め、明るい地域社会に

毎用第一土曜日は講師を招いて朗読講習会。第三土曜日は盲主学習会
を行っています。力を抜いて、話すように語れるように練習していま
す。

活動の紹介・お知らせ等

活動場所貫井北公民館

活動日時毎月第一、第三土曜日

会員数定員13人（４月１日現在11人）

会費月額2500円



Ｊ
Ｊ

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな

団体名ｉＭｆＦｆ"つむ八9

活動内容（事業の内容。会の特色等）

ﾈ蝋iiI蕊ﾉｾﾞＩ鯏剛叺榊満示了

活動の紹介・お知らせ等

所/J櫛lq者髄太微活動場

置勤_且匿一蒙肘ユタＭ§鰯Ｈ竺即ユリ寺
会員数／ヮＺ／ｱﾉiＺ

会一費一乳麺一人〃P)チ
ホームページ

6￥

ふりがな

団体名Ｊ－ルヴｆ"っガハ

活動の紹介・お知らせ等

活動場所J､榊蹄随太傭
活動日時 jZiz-8土と髪:全潅日-44:TL1≧】蓑一一一
会員数一一一一一一一一ＺｉＺｆ－－－－－－－－－…－－…＿

会費一尋顔人,〃)jﾁー
ホームページ

Ｐ
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３け

社会教育関係団体活動内容PR用紙

ここぷらねっと意ふりが

KOKOぷらねっと団体名

活動内容(事業の内容"会の特色など）

【小金井の子育て情報を広く見渡し､地域で共に育て育ち合い､思春期を見通した
子育てを提唱する情報の発信】
◆具体的な活動
小金井子育て相談特集小中学生絹の配布活動､および改訂版作成に向けての情
報収集など

活動の紹介②お知らせ等

活動場所市内公共施設
活動日時月１～２回原則木曜日午前中
会員数１２名
会費なし

ホームページhttps://kokop5jimdQcom／
ブログhttp://ameblojp/kokoplanet／
FacebookKOKOぷらねっと

KＪ

'０,

譲鑪
'０,

譲鑪
議議M鰯議議M鰯掻い感可能ら藷

……マー馬菫
掻い感可能ら藷
……マー馬菫

篭〈iii蕊iilmi篭〈iii蕊iilmi
議蕊蕊鑿レノ

,:i雲！}：,:i雲！}：
蓉鐘鐘騨■蓉鐘鐘騨■

ＫＣＧＡＮＥｌ

Ｋ鷺、於麟《鰹voL38穗鍵糖譲
ＫＣＧＡＮＥｌ

Ｋ鷺、於麟《鰹voL38穗鍵糖譲

KOGANEI子育て相談特集小中学生編

8３

ふりがた

団体名

ここぷらねっと

KOKOぷらねっと

活動内容(事業の内容･会の特色など）

【小金井の子育て情報を広く見渡し､地域で共に育て育ち合い､思春期を見通した
子育てを提唱する情報の発信】
◆具体的な活動
小金井子育て相談特集小中学生編の配布活動､および改訂版作成に向けての情
報収集など

活動の紹介･お知らせ等
活動場所市内公共施設

活動日時月１～２回原則木曜日午前中
会員数１２名
会費なし
ホームページhttps://kokop5jimdo､com／
ブログhttp://ameblojp/kokopIanet／
FacebookKOKOぷらねっと

KOGANEI子育て相談特集小中学生編

K雷９Ｋ;oPW其V､1.38禰蕊騨蕊



３

こがれいしかんきょうしみんかいきふりがな

団体名 小金井市環境市民会議

活動内容（事業の内容・会の特色等）

小金井市環境市民会議は、平成１５年に施行された小金井市環境基本条例に基づき、平成
１６年９月に設立されました。

市民、事業者、行政などが協働して、環境の保全、回復及び創造を進めています。

環境に閏する諸問題を調査、啓発するだめ、地下水測定、緑調査、環境学習、まちづく

り、資源エネルギー循環、生活環境などの分野で、市民が個ﾉﾏに興味、閏l11j1に従い活動し

やすいよう部会活動も行っています。

また、これらの活動の中から得られた環境に関する諸問題について、市長へ提言も行って

います。

活動場所市内全域

活動日時運営会：月１回、定例会：年4回、総会：年１回部会活動は随時

会員数４３名

会 費 大人：３，０００円市外在住者及び高校生、大学生：１，０００円中学生以下：500円

ホームページhttp://www・koganei-kankyo・ｏｒｇ

会員随時蟇集中１

霜欝議辮辮f1鮒乏･ｅ１ｆ１鱗Mail：jimukyoku＠koganei-kankyoorg

■地下水測定部会：市内の井戸の地下水位や、湧水鬘測定を行っています。

■緑調査部会：市内の緑地や公園調査及び、まち歩きの企画を行っています。

■環境学習部会：市内の親子に向けた環境学習「田んぼの時間」の開|崔及び、市内の学校
の環境学習支援を行っています。

■まちづくり部会：小金井市環境行動指針に則り、景観、ごみ、薑らし方について提言を
行っています。

■資源エネルギー循環部会：ごみ問題をはじめ、リサイクルやエネルギー問題について学
習を進めています。（休部中）

■生活環境部会：地域の社会環境、特に生活に密雪した食環境・住環境。生き物との共
生。地域コミュニティの創造と育成を目指します。

小金井の環境に閏ｌｕｌ１のある万、一緒に活動しませんか？

みずみどりいきもの ひと

毯餌乎酉『

７j‐

活動内容（事業の内容・会の特色等）

小金井市環境市民会議は、平成１５年に施行された小金井市環境基本条例に基づき、平成

１６年９月に設立されました。

市民、事業者、行政などが協働して、環境の保全、回復及び倉Ｉ造を進めています。

環境|こ関する諸問題を調査、啓発するため、地下水測定、緑調査、環境学習、まちづく

り、資源エネルギー循環、生活環境などの分野で、市民が1固ﾉﾏに興味、関１Ｍこ従い活動し

やすいよう部会活動も行っています。

また、これらの活動の中から得られた環境に関する諸問題について、市長へ提言も行って

います。

活動場所市内全域

活動日時運営会：月１回、定例会：年4回、総会：年１回部会活動は随時

会員数４３名

ﾕ△￥ 費大人:3,000円市外在住者及び高校生､大学生:1,000円中学生以下:500円＝；

ホームページhttp://www､koganei-kankyo・ｏｒｇ

随時募集中！

問合せ：小金井市環境政策課冠O42-3S7-eS17

Mail：jimukyoku＠koganei-kankyo・org ■霊
■地下水測定部会：市内の井戸の地下水位や、湧水量測定を行っています。
■緑調査部会：市内の緑地や公園調査及び、まち歩きの企画を行っています。

■環境学習部会：市内の親子|こ向けた環境学習「田んぽの時間」の開催及び、市内の学校

の環境学習支援を行っています。
■まちづくり部会：小金井市環境行動指針に則り、景観、ごみ、暮らし方について提言を
行っています。

■資源エネルギー循環部会：ごみ問題をはじめ、リサイクルやエネルギー問題について学
雪を進めています。（休部中）

■生活環境部会：地域の社会環境、特に生活に密言した食環境・住環境・生き物との共
生・地域コミュニティの倉U造と育成を目指します。

小金井の環境に関１１１Aのある方、一緒に活動しませんか？

みずみどりいきものひと

Jiil1l1i
笠

罰
議露蕊議ｉｒ '~寧函

■凸●



３

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

えぬぴ－お－こがれいかんきょうねっとわ－＜ふりがな

NP○こがれい環境ネットワーク団体‘iZi

活動内容（事業の内容。会の特色等）

こがれい環境ネットワークは、小金井市環境市民会議を母体として、環境啓発や環境活動

の普及推進など、小金井の環境に関わる様々な活動を展開するために設立したＮＰＯ法人

です。多様な視点から環境を捉え、親しみやすい環境活動の展開を目指しています。

活動の紹介。お知らせ等

活動場所市内全域。小金井市環境楽習館。公共施設等

活動日時随時

ムー
員数１１‘２１＝

費3,000円会

ホームページhttp://koganei-kankyQnet

Email：office＠koganei-kankyonet

７６

ふりがな｜えぬぴ一お一こがれいかんきょうねっとわ－＜

団体名(ＮＰＯこがれい環境ネットワーク

活動内容（事業の内容・会の特色等）

こがれい環境ネットワークは、小金井市環境市民会議を母体として、環境啓発や環境活動
の普及推進など、小金井の環境に関わる様ﾉﾏな活動を展開するだめに設立したＮＰＯ法人

です。多様な視点から環境を捉え、親しみやすい環境活動の展開を目指しています。

活動の紹介。お知らせ等

活動場所・市内全域・小金井市環境楽習館・公共施設等

活動日時随時

会員数11名

ムー
費3,000円云

ホームページhttp://koganei-kankyo・ｎｅｔ

Email：office、koganei-kankyqnet



３

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

1GＷさんしやくケI､あいこがれいし`｡〈ふりがな

団体名｜耳金君組合／ﾄ金井蚕罫

活動内容（事業の内容。会の特色等）

戦争とＥＦ７ｍ乞語りつGつどい,作品展請のつとyいをＩＪＷ(己,男の科E里

日帰bパ方旅行,Iう賎j藷｡蝿議会内,花見等の行事や、日常的にｂＴ己

ご元,ｷiTD紙,矩歌｣'主花底とyのナーク(し沽動を行ほっています。

活動の紹介･お知らせ等

活動場所主に吉にまちセンター

活動日時主に上Fiiiﾐｧの時間

会員数 泉６２○○名

会 費 年重i壷給穗のｏ・４％

ホームページ

ｹﾞリ
ー

ふりがな

団体名

wa/Uき/Uしゃこ外あいこがWraいし`dＫ

1EF金若ﾉ迅合〃ﾄ金奔畜舞

活動内容（事業の内容・会の特色等）

戦争と蒋口E語りつぐつど(ん作品雇落のつとyい屋ｔＷ(二男の；斜囹國Ｉ

日J影ｂ（え旅行,丘塗j客j吾｡繩議会閃花見辱の行事や日常的に６丁亘

ごｉＺ:iTmD犬6Ｍ)E遍歌!'主ネセほこyのｶﾞｰｰｸ（し沽動医行意っていき夢す。

活動の紹介。お知らせ等

活動場所主に圭恒まちセーンター

活動日時主にヰー街の時間

会員数 約２○○名

会費 年鐘琶Hうぎ合顯の○.４％

ホームページ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

"グーjjrでｊＷﾗﾉｼｰｸﾞﾀﾞﾐﾘｰｽ予診ンｉｆ粋ふりがな

/vゾル';;/（７燕トス予診＞･ﾆﾉAcHエ団体名

活動内容（事業の内容・会の特色等）

づフラT二11ﾌｦ左jﾆｰご-－－－－

苑rJi了i(iｌｌｌ P？'聯伽3｢櫛の聯ヅ象庭灯Ⅶ｢；くぷ

遥約所。涌鍛所。塚びぅＷＷＷ;i)`随が端
①辮縦の薄劒(糖z帆鰄葺）
②J鯛緬〃<a?/1ｸｖＩ;『v;総霞川聯坪(ｈ１ｗｒＷ７Ｉｚ）

活動の紹介・お知らせ等／

活動場所①剛}/8-1':７②静))iiU3J3-3-ノ

活動日時①Ｗｚづ繩溌便['＠幻月雛サブk躍りｌ０ｗｉｒ
会員数メダッフイッフキ0人

全一ルー費一誘劒繩j'6(;iyil〔iﾂﾜ'１袖噸ｺﾞﾉＷ

ﾎｰﾑページＨｆ上ＭＷｉらｌＣｈＷＩ１Ｍ〔｣Ｐ．…

〃ヘノ

｡)肴、ＭＭＺ参酬彩に劇
,池威の術２１鰍欺叩Ⅵ

ｕｚｔ９えるＨ澆三しし１

,底閏化bとにr)、Ｉ糊に大人の孑育Z牲
亙可織jと丁沁gパ(加川(こい
Wi2rLmmwa/ii、白(〈猿３iii2恢家(に0
,目》ｉＭＭｗｒ計WEM
－鰯に瀞ＷＭＺ<,k｣/<艸緊
･ﾙﾙﾋ､ｺﾐｭﾆｨｰｼaン紋上手仇'にい

飴二御か陶河

蹄

ふりがな 〃ひ〆鈩緬ﾌﾞシ

団体名

ｲﾃﾞﾐﾘ訊子シン，f1i鴬チ

/VPｸ矛;;/（ﾜｱ尋ルズテ万＞゜aAcHエ

活動内容（事業の内容・会の特色等）

死屡ii;iil1lll1iil綴iｉｇ
シ玄pユル'ｼ左f二．…ご…－－…－－－－…－－…－－

'辮州；櫛の謬るジ雰庭献灯,<爪

鯵釣所。湘錫ﾐﾄﾞ’１T・ぢび伽，ＷＷ;i卯随が端一
①鍋舳の形鍬Qjijzl)ｗ`議擢鋒）
②Jγ参ﾄﾞｹﾞｨw鈎沁<a７１ｼw';iv;'1；f/1;(、参一M瀞〃(hlw『W1u笈)

活動の紹介・お知らせ等．

活動場所のdrv汀1-8＝|ワ①Iiiil解町3-3-／

活動日時①Ｗ３ﾂﾞﾉＣＩＩ離頂ｕ、鰯矧辮ｳﾞｿﾄﾞH謬り脚時
_含_壜＿数－－７(ﾄﾙﾌﾟＭごＯＡ(鯵葬琢妙をルー＿…－－－－
会費

ホームページ

ｿiiiii《iijUﾙNiiU;i１ｹ､ijir;，`,袖嚇さ/Ｗ０ｎＪ

ＨｆｂＷＺＩＷｌ)<らli`１Ｗﾙ(ＩＩＭｊＰ

｡)育て〃ら駅,比に拳蝋彩に劇ｕｚｔ９える聯しい
,地威のう肴２１青報蜥，リハ［

'な閏兆もとにがのf'柵'<
区]ﾀﾐ袰j上j7ルg（')h、Ｍｚい
Ｗｉ;ｉｍ３Ｗっ倉/１Ｍし〈瀕
，圓身,ｽｷｌＷ７７花計り淀い

大人の;青z鮭

3jui蝋家〔にｖ

‐鰯に瞬荷lMz<“/<Ｍ鯉鴎
･ﾙﾙﾋﾊｺﾐ少二IT-”ン炊上孑仇ｿ梶い

)弩耽と'<か開河


