
活動団体一覧 令和４年３月１日現在 

（１）生活学校  

№ 区市町名 生活学校名 主要活動 

1 

大田区 

六郷 
健康や介護予防についての学習会、アルミ缶回収、特別養護老人ホ
ーム蒲田でのボランティア、南郷児童館すくすくネットに参加 

2 あおば 
地域の児童館との交流、小学校放課後広場、小学校の夏休みチャレ
ンジスクールへの参加 

3 大森 
地域に根差した活動、池上まつり協力(昔遊びやクイズでごみの減
少、不要品の活用)、町の清掃や苗の配布、ごみ拾いなど美化活動 

4 馬込 学習会、料理教室、見学会 

5 

渋谷区 

初台 
初台キッズ食堂、ひとり暮らし老人のお食事会、ごみ減量、食品ロス
防止、フリーマーケットの実施 

6 本町 
フードドライブ、学習会（身近な政治、防災、小物づくり）、親子映画
会、万華鏡親子教室 

7 氷川 エコクッキング、手編み教室、フードドライブ、子ども食堂 

8 長谷戸 
フードドライブ、子ども食堂、小学校で昔遊びなど実施、地域行事に
協力・参加 

9 中幡 
小学校ＰＴＡ主催の中幡っ子フェスタで昔遊びを担当、初台キッズ食
堂、リサイクルバザー、学習会 

10 杉並区 汝の花 
子どもたちの地域教育、高齢者の良い年の取り方、食の問題、日本
の伝統文化に沿った催事の実施 

11 

北区 

喜多 高齢者施設での奉仕活動、紙すき教室、消費生活フェア参加 

12 あすか 
西ヶ原小学校・コミュニティスクールの共有・協働の学校づくりへの協
力、全学年で日本の伝統文化体験として茶道を実施 

13 影絵 影絵製作と上演 

14 グリーンリンク 
農体験とイベントの実施、都市農業やパーマカルチャーなどへの理
解を深めるための学習活動 

15 北プレ外あそび 親子外遊び企画、遊びのサポート 

16 荒川区 荒川 
振込め詐欺防止講演会、資源問題バザー、施設見学、健康講座開
催 

17 葛飾区 わか草 
老人給食、ＦＭかつしか生放送出演、葛飾消費者団体連合会参加・
協力、子供の放課後の見守り、ふれあい祭りを町会共催で実施 

18 日野市 日野第一 
食廃油再生石けんづくり、古布活用お手玉・小物づくり、市民フェア
に参加、マイバック運動 

19 国立市 くにたち 
駅頭マナーアップキャンペーン、レジ袋ＮＯデー実施、ふれあいひな
祭り開催 

 

（２）生活会議  

№ 区市町名 生活会議名 主要活動 

1 

江東区 

みどりネットｋｏｔｏ 
東陽公園グリーンフェスティバル、花壇ボランティア講座、見学会開
催、交流会及び通信の発行 

2 
ＮＰＯ法人水辺と生物環境保
全推進機構 

海を傷めない、汚さない、海を大切にする啓発活動 



3 

練馬区 

１７６地域ＩＴリーダーの会 
高齢者のためのパソコン相談会・講習会の開催、パソコンサークルの
支援 

4 カタクリの会 ウォーキング、散歩会、低山へのハイキングの実施 

5 江戸川区 ＮＰＯ法人ハープ 
無償で障がい者を自動車で運送する事業、福祉の理論・実践関す
る学習会の実施 

6 

立川市 

玉川上水の自然保護を考え
る会 

玉川上水の自然環境保護、ホタルの復活・保護、市内小・中学生の
環境学習支援、会報発行 

7 手づくり公園の会 
公園の清掃美化、生態系豊かな公園づくり、近隣小学校の放課後
教室及びヤゴ救出への積極的協力 

8 立川かんきょう市民の会 
市内全小学校プールからのヤゴ救出、エコクラブ立上げ・活動支
援、自然素材を使った工作、市内小学校への環境学習支援 

9 
たちかわ水辺の楽校運営協
議会 

市内公立小学校の多摩川、残堀川の学習支援、水生生物の観察
会、野鳥・昆虫・植物等の観察会 

10 立川ホタルと鳴く虫の会 
ゲンジボタル・ヘイケボタルの幼虫飼育、スズムシ、他の鳴く虫の飼
育・鳴く虫聞く会の開催、砂川公園の清掃美化活動 

11 砂川地区伝統食保存会 
うどんづくりの研鑽、そば打ち、麦味噌づくりに取り組む、地域活動
(中学・子ども会)に協力 

12 立川崖線の自然を守る会 
富士見緑地や湧水の自然環境を守る、清掃美化、観察・調査、環境
保全、崖線の歴史の学習会、希少植物保護育成 

13 みんなのサロン 
介護予防の健康体操、軽食を皆で作り食べる、軽めの体操、脳トレ
ゲーム、おしゃべり交流会 

14 立川お手玉の会 
端切れや数珠玉等の自然の材料でお手玉づくりを通して環境保護
活動、昔遊びの伝承、指導者養成講座 

15 がにがら田んぼネット 
年間を通して、市内唯一に残る水田の稲作継承と食育を通じた管
理、田起こし、肥料用土の散布 

16 府中市 
ＮＰＯ法人府中かんきょう市民
の会 

田んぼの学校(田植え、草引き、稲刈り･はさかけ､脱穀）、湧水調査、
環境まつり、市民協働祭に参加 

17 

三鷹市 

(一社) みたかＳＣサポートネ
ット 

小学校入学を控える保護者を対象に、フリートーク会・講座を実施、
案内ちらしの作成 

18 ＮＰＯ法人子育てコンビニ 
みたかお出かけマップ作成、みたか幼稚園ガイド・コンビニ通信等発
行、おやこひろば事業講座運営、家庭訪問型支援 

19 
三鷹市小学生囲碁大会実行
委員会 

市内公立小学校で囲碁教室、三鷹市小学生囲碁大会の開催 

20 みんなのみたか 昔遊びでのイベント参加、馬とのふれあいの拡充、イベントの手伝い 

21 

昭島市 

あきしま水辺の楽校推進協議
会 

多摩川で遊び親しめるイベントの実施、小学校総合学習の支援、野
外授業推進、多摩川水質調査 

22 大神水辺の散歩道の会 
遊歩道「大神水辺の散歩道」保全、環境美化清掃、ホタルの保護活
動、地域小学校児童の学習協力等 

23 町田市 エコネット町田 
市内３河川の定期清掃、小中高生の河川野外学習、市教委・社協・
ボランティアセンターとの連携 

24 

小平市 

ＮＰＯ法人子育てサポートきら
ら 

読み聞かせ絵本の紹介、母親がリフレッシュできる本の紹介、わらべ
唄と子育て情報の発信 

25 緑とくらしを考える会 
庭やプランターなどを利用し、草花の栽培、土づくり・施肥等の指
導、野菜の栽培、市内近郊の公園緑地散策し健康維持 

26 とまり木 
とまり木サロン、地域デビュー・仲間づくりパーティの開催、歩こう会、
施設見学会 

27 市民提言の会 
市の公共施設マネジメントについての市民への周知や学習会活動
の計画策定 



28 

小平市 

子どもの健康づくり連絡会 
市内小中学校・地域のイベント・ＰＴＡ活動等で、薬物乱用防止の啓
発活動 

29 プレイセンターなかまっち 親子で過ごす遊び場と子育てについて学ぶ学習会 

30 熟年いきいき会 
おしゃべりサロン開催、講演会開催、伴侶を亡くした人が語り合う会、
市民うたごえ祭、ウォーキング 

31 マジックむさし会 ボランティアマジック会、マジック発表会開催 

32 女と男のひらくカフェ 介護についての話し合いと学習会 

33 ｐｏｃｏ-Ａ-ｐｏｃｏ 子育ての情報共有と個別療育 

34 風鈴草こども食堂 子ども食堂の実施 

35 

日野市 

谷仲山Ｒ運動   
ストップ・ザ・使い捨て、日野産野菜を食べようを柱に活動、スーパー
マーケットで「マイバック」持参の出口調査を実施 

36 東京ホタル会議 
ホタルに関わる調査・学習・研究・情報交換・広報活動・見学会等の
実施、ホタル飼育技術講習会の実施、関係団体等への協力 

37 

東村山市 

だいじょうぶだ 
よろず交流会、ボランティア懇談会、映画サロン開催、ボランティアま
つり参加 

38 ＮＰＯ法人ＰＡＧＥ２ 
小物雑貨市、まちジャム、水鉄砲遊び、うた・おとｃａｆé、よろず交流
会、たま団塊交流会、映画サロン 

39 

国分寺市 

高木町 盆踊り大会、災ファミリーひろばの開催、防災訓練 

40 文化都市を築く会 万葉花まつり、歴史講座の実施 

41 
東久留米
市 

水辺の生きもの研究会 
落合川清掃・整備、各種調査(魚、昆虫、水中植物、水鳥)、市内イベ
ント参加・自主企画イベント開催 

42 くるねっと 
シンポジウム、バスツアー、地域の公共施設の見学会、さくらウォーク
開催 

43 多摩市 メゾネット永山５団地 
防災情報の周知、防災バーベキュー大会、防災餅つき大会消火・炊
き出し訓練、安否確認訓練、初期消火訓練 

44 稲城市 稲城国際交流の会 
ふれあいフェス、梨を食べながら外国人とコミュニケート、国際理解
講座、国際交流さろん、会報発行 

45 

西東京市 

北多摩自然環境連絡会 歴史散策、子どもサマースクール、生産緑地調査 

46 ＭｅＣ西東京 石神井川の清掃活動(毎月１回)、他団体との交流 

47 西原自然公園を育成する会 
樹木更新・間伐・育成・下草刈、公園の植生管理、市民・子ども対象
のイベント開催 

48 環境サポーターはちどりの会 
小学生向け絶滅危惧種ムラサキ草の生態紹介、外来帰化植物ワル
ナスビ駆除、石神井川の投棄ゴミ除去 

49 清瀬市 たねまきびと清瀬 
音楽・文化活動の支援、映画サロンの開催、各種コンサートの開催、
たねまきＮＥＷＳの発行 

 

 

 

 



（３）ＮＰＯ法人等    

№ 区市町名 法人名 活動内容 

1 墨田区 てーねんどすこい倶楽部 シニアボランティアの登録・派遣事業等 

2 板橋区 
青い空-子供・人権・非暴
力 

子供への暴力防止プログラム CAPの提供事業等 

3 立川市 立川子ども劇場 文化芸術体験活動等の実施 

4 八王子市 八王子子ども劇場 文化芸術体験活動等の実施 

 

 

 

 

 


