
氏名・団体 推　　薦　　者 内　　　　　容

加藤　健夫 社会福祉法人愛隣会
養護老人ホーム白寿荘

高齢者施設での理髪ボランティア

金子　　敦 社会福祉法人愛隣会
養護老人ホーム白寿荘

高齢者施設での理髪ボランティア

吉瀬　ヒサ 社会福祉法人愛隣会
養護老人ホーム白寿荘

高齢者施設での理髪ボランティア

小松　浩二 社会福祉法人愛隣会
養護老人ホーム白寿荘

高齢者施設での理髪ボランティア

宮川　信義 社会福祉法人愛隣会
養護老人ホーム白寿荘

高齢者施設での理髪ボランティア

岡部　トシ江 社会福祉法人一誠会
偕楽園ホーム

高齢者施設での喫茶コーナー運営ボラン
ティア、大正琴の演奏

柏木　伸子 社会福祉法人一誠会
偕楽園ホーム

高齢者施設での茶道と華道の補助ボラン
ティア

小室　節子 社会福祉法人一誠会
偕楽園ホーム

高齢者施設での華道の指導ボランティ
ア、ピアノ演奏会での補助

石川　　栄 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での手芸クラブ活動

大井ハーモニーメイツ 社会福祉法人さくら会 高齢者施設でのハーモニカ演奏

大司　千惠子 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での陶芸活動

小川　キク江 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での傾聴活動

神代　愛子 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での食事の配膳・下膳、陶芸
ボランティア

菊池　和江 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での書道クラブの指導

佐藤　美江子 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での食事の配膳や下膳

染井　恵子 社会福祉法人さくら会 介護老人保健施設での書道クラブの指導

髙木　總子 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での卓球ボランティア

手火の会 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での朗読ボランティア

津村　節子 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での傾聴活動

４　東京都社会福祉協議会会長感謝状受賞者
（１）ボランティア等社会福祉協力者・団体� 69 名 17 団体
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氏名・団体 推　　薦　　者 内　　　　　容

錦織　陽子 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での手芸クラブ活動

秀三輪会 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での民謡披露

正井　ふみ 社会福祉法人さくら会 手芸ボランティア

松井　由子 社会福祉法人さくら会 陶芸ボランティア

栁川　ふみ子 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での寺小屋クラブの準備、片
付け

山崎　正助 社会福祉法人さくら会 高齢者施設での水中運動の補助

猪股　百合子 社会福祉法人至誠学舎東京
板橋区立特別養護老人ホーム
みどりの苑

高齢者施設での三味線演奏

大矢　晴海 社会福祉法人至誠学舎東京
板橋区立特別養護老人ホーム
みどりの苑

高齢者施設での傾聴や歌、朗読劇

山本　隆子 社会福祉法人至誠学舎東京
板橋区立特別養護老人ホーム
みどりの苑

高齢者施設の喫茶コーナーでのボラン
ティア、傾聴活動

岡島　栄子 社会福祉法人至誠学舎東京
高齢者総合福祉施設　吉祥寺ホーム

高齢者施設での見守り、おやつの準備や
後片付け

小澤　恭子 社会福祉法人至誠学舎東京
高齢者総合福祉施設　吉祥寺ホーム

高齢者宅へお弁当の配達

前田　朋子 社会福祉法人至誠学舎東京
高齢者総合福祉施設　吉祥寺ホーム

高齢者施設でのクラブ活動のサポート、
指導者補助

木村　和子 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 児童館での草花や野菜、果物などの栽培
サポート

傾聴研究会
Heart＆ハート

社会福祉法人台東区社会福祉事業団 傾聴ボランティア

児玉　幸世 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 児童館での草花や野菜、果物などの栽培
サポート

白井　章男 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 ギター演奏、歌の活動、将棋　等

白井　洋子 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 ウクレレ演奏、歌の活動　等
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氏名・団体 推　　薦　　者 内　　　　　容

鈴木　弘子 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 児童館での草花や野菜、果物などの栽培
サポート

滝沢　武人 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 児童館での草花や野菜、果物などの栽培
サポート

長澤　律子 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 縫い物

原田　重雄 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 児童館での草花や野菜、果物などの栽培
サポート

松尾　敏子 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 児童館での草花や野菜、果物などの栽培
サポート

奥薗　富佐子 社会福祉法人調布市社会福祉事業団
調布市子ども家庭支援センターすこやか

地域での子育て支援

河野　宏美 社会福祉法人調布市社会福祉事業団
調布市子ども家庭支援センターすこやか

ひろば開放事業での見守り、環境整備等
のボランティア

小林　月美 社会福祉法人調布市社会福祉事業団
調布市子ども家庭支援センターすこやか

地域での子育て支援

園田　孝子 社会福祉法人調布市社会福祉事業団
調布市子ども家庭支援センターすこやか

地域での子育て支援

髙橋　伸子 社会福祉法人調布市社会福祉事業団
調布市子ども家庭支援センターすこやか

地域での子育て支援

福井　富美子 社会福祉法人調布市社会福祉事業団
調布市子ども家庭支援センターすこやか

地域での子育て支援

ウクレレサークル「オハナ」 社会福祉法人東京栄和会
なぎさ和楽苑

高齢者施設でのウクレレ演奏

赤坂　智子 社会福祉法人東京援護協会
大泉障害者支援ホーム

障害者施設でのイベント交流や傾聴、
サークルでの演奏活動

篠原　昌治 社会福祉法人東京かたばみ会
調布八雲苑

高齢者施設での合唱披露、紙芝居等のボ
ランティア

山﨑　ゆかり 社会福祉法人東京かたばみ会
調布八雲苑

高齢者施設でのお茶出し、昼食の準備・
後片付け等

相原　　忍 社会福祉法人東京弘済園 喫茶ボランティア
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氏名・団体 推　　薦　　者 内　　　　　容

菊田　晃代 社会福祉法人日本点字図書館 朗読・編集ボランティア

遠藤　芳子 社会福祉法人練馬区社会福祉事業団
富士見台特別養護老人ホーム

高齢者施設での書道指導

林　　　茂 社会福祉法人練馬区社会福祉事業団
富士見台特別養護老人ホーム

高齢者施設での車いす清掃、囲碁・麻雀
ボランティア

藤田　美千穂 社会福祉法人練馬区社会福祉事業団
富士見台特別養護老人ホーム

高齢者施設周りの植木・草花の手入れボ
ランティア

山﨑　ユキ 社会福祉法人練馬区社会福祉事業団
富士見台特別養護老人ホーム

高齢者施設での傾聴、書道の補助ボラン
ティア

渡辺　美枝子 社会福祉法人扶助者聖母会
星美ホーム

児童養護施設での裁縫ボランティア

石川　久子 社会福祉法人みその福祉会
ケアタウン成増

高齢者施設でのクラブ活動、傾聴ボラン
ティア

須賀　千代子 社会福祉法人みその福祉会
ケアタウン成増

傾聴・囲碁ボランティア

朗読　木曜会 社会福祉法人みその福祉会
ケアタウン成増

朗読ボランティア

大野　信子 大田区立障がい者総合サポートセンター 音訳ボランティア

多田　つや子 大田区立障がい者総合サポートセンター 音訳ボランティア

水島　朝子 大田区立障がい者総合サポートセンター 音訳ボランティア

家で死ねるまちづくり
「はじめの一歩の会」

中央区社会福祉協議会 高齢者・障害者・その家族の支援、老い
や介護について考え、区民とともに安心
して最後まで暮らせるまちづくり

圓井　幸子 中央区社会福祉協議会 障害者施設での作業支援や点字指導、行
事での交流活動

池田　悠子 港区社会福祉協議会 有償在宅福祉サービスの利用者支援

小田切　惠子 港区社会福祉協議会 地域での子育て支援

介護予防　あおぞら 港区社会福祉協議会 茶話会、体操の指導や声掛け、見守り活
動
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氏名・団体 推　　薦　　者 内　　　　　容

金子　京子 港区社会福祉協議会 地域での子育て支援

武田　敦子 港区社会福祉協議会 有償在宅福祉サービスの利用者支援

点訳　つくし 港区社会福祉協議会 文書や書籍の点訳ボランティア

南青ハイツいきいきサロン 港区社会福祉協議会 高齢者のためのサロン活動

ひまわり 港区社会福祉協議会 みんなで触れ合うヨガやイベントの企画
運営

あらかわ冒険遊び場の会 荒川区社会福祉協議会 公園でのプレーパーク活動

市川　隆子 八王子市社会福祉協議会 乳幼児や障害児の見守り、障害児下校時
付き添いおよび傾聴ボランティア

菊地　すみ子 八王子市社会福祉協議会 体験学習サポーターや高齢者施設での傾
聴、紙芝居などのボランティア活動

高橋美登里礼法きもの学
院ボランティアチーム

八王子市社会福祉協議会 東日本大震災避難者への写真撮影やアル
バムづくり活動

滝澤　尚美 八王子市社会福祉協議会 福祉施設での紙芝居等のボランティア活
動

ななちく 八王子市社会福祉協議会 福祉施設での手芸指導、傾聴ボランティ
アなど

南大沢音訳の会「こだま」 八王子市社会福祉協議会 音訳図書、朗読ボランティア

諸星　正子 八王子市社会福祉協議会 福祉施設での傾聴や絵手紙、ちぎり絵等
のボランティア、高齢者サロン運営、生
け花

吉岡　克 八王子市社会福祉協議会 障害者施設での農園ボランティアや送迎
ボランティア

大谷　三千恵 調布市社会福祉協議会 通所介護施設での調理ボランティア

小平車椅子ダンスの会 小平市社会福祉協議会 車椅子社交ダンスの指導

ほのぼのひろば　
津田公民館（はてな）

小平市社会福祉協議会 高齢者の居場所づくりとしてサロン活動
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氏名・団体 推　　薦　　者 内　　　　　容

株式会社三浦工務店 足立区 寄付による貢献

加藤澄子きもの総合学院 八王子市社会福祉協議会 寄付による貢献

環境と資源を守る会 八王子市社会福祉協議会 寄付による貢献

寄附による社会福祉協力者・団体� ３団体
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