
氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

植田　京子／
社会福祉法人一誠会
偕楽園ホーム

平成８年４月

高齢者施設での茶道と華道の指導
定期的に個人の活動契機として10年以上継続的に茶道と華道の指導ボラ
ンティアをし、特養利用者の生活に潤いをもたらし貢献した。

福澤　昌子／
社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会
ニューフジホーム

平成10年４月

高齢者施設での書道ボランティア
長年に亘り、書道のボランティア活動を行っている。毎月１回、５～６
枚お手本を書いている。二十四節気・行事・俳句の季語・詩・短歌など、
利用者は昔を思いながら筆を運んでいる。物腰が柔らかく寄り添って、
温かく触れ合って頂き、穏やかな時間になっている。

小林　　宏／
公益社団法人銀鈴会

平成23年４月

喉頭摘出者への食道発声指導活動
喉頭がんで喉頭摘出を受け、声を失った後、懸命なリハビリで食道発声
ができるようになった。ボランティアとして、その力を後輩喉摘者の発
生指導アドバイスに活かし、９年間で80名の喉摘者を社会復帰させた。
年間100回の練習、指導に力を尽くしている。

鈴木　裕司／
公益社団法人銀鈴会

平成22年４月

喉頭摘出者への食道発声指導活動
下咽頭がんで喉頭摘出、空腸手術を受け、声を失った後、懸命なリハビ
リで食道発声ができるようになった。ボランティアとして、その力を後
輩喉摘者の食道発生指導アドバイスに活かし、10年間で90名の喉摘者を
社会復帰させている。年間100回の練習、指導に力を尽くしている。

神野　昌子／
社会福祉法人さくら会

平成13年12月

高齢者施設での会食・園芸ボランティア
平成13年12月より約19年間、様々な活動（おやつバイキングの手伝い、
園芸活動など）を継続している。会食の際は利用者との会話などを通じ
コミュニケーションも大切にされてとても良い雰囲気で活動している。
長年に渡る活動は、利用者だけでなく職員も大きな信頼を寄せている。

薬師　典子／
社会福祉法人さくら会

平成14年４月

高齢者施設での食事の配膳・下膳の手伝い
食事の配膳・下膳の手伝いを活動開始当初から長年継続し、途切れず活
動している。丁寧な対応で一人一人に寄り添った対応をしていること、
利用者への声掛け、利用者および職員とのコミュニケーションもとても
良好で、安心した雰囲気作りを大切に考えている為、職員の信頼も厚
い。

はちのき会／
社会福祉法人賛育会
第二清風園

平成９年５月

喫茶行事への協力
23年前の当施設開設時より、近隣自治会の定年退職者の有志らによるボ
ランティア団体が、利用者の生活に潤いと楽しみを目的に、月１回の喫
茶行事に協力。準備から注文取り、ケーキの配膳、片付けなどの活動を
行っている。利用者、家族からも好評であり、職員も助けられている。

３　東京都社会福祉協議会会長表彰状受賞者
（１）ボランティア等社会福祉協力者・団体� 26 名 14 団体
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氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

竹内　美幸／
社会福祉法人至誠学舎立川
至誠ホーム

昭和63年11月

高齢者施設でのボランティア活動
昭和63年11月からボランティア活動を開始し、現在賛美歌クラブのボラ
ンティアとして活動している。優しく穏やかな人柄で入居者からも慕わ
れ、また利用者が安全に参加できるよう、毎回細やかな気配りをもって
かかわりを持ち、クラブを支えている。

名古屋　英子／
社会福祉法人至誠学舎東京
サンメール尚和

平成15年３月

高齢者施設での折り紙指導
デイサービスの折り紙の指導をしている。利用者を理解し、ひとり一人
に合わせた折り方を丁寧に教えている。また、個別に分かり易く対応す
るために、ボランティア仲間を増やすなど貢献度が高い。

矢野　智子／
社会福祉法人至誠学舎東京
サンメール尚和

平成15年３月

高齢者施設での折り紙指導
デイサービスの折り紙の指導をしている。利用者を理解し、ひとり一人
に合わせた折り方を丁寧に教えている。また、集中力が続かない利用者
には楽しみながら折れるよう工夫しているなど貢献度が高い。

髙橋　京子／
社会福祉法人至誠学舎東京
緑寿園

平成17年１月

高齢者施設での書道指導
家族が特養利用者であったことから、得意な書道で特養入所者のお役に
立てるよう活動している。利用者の中で書道は人気も高く、常に楽しん
で活動できるよう、指導はもちろん作品の掲示等細かいところも心掛け
ており、利用者の日々の励みになっている。

荒木　萬里子／
社会福祉法人至誠学舎東京
緑寿園

平成17年３月

高齢者施設での音楽活動
音楽の教員だったことを生かし、デイサービスのピアノ伴奏を担当して
いる。利用者のリクエストに応じて季節の唱歌や歌謡曲のピアノ伴奏
で、利用者に合わせて音程を下げたりゆっくり弾いたりと細かい調整を
行っている。利用者の朝のスタートの弾みになっている。

屋城　雅子／
社会福祉法人東京援護協会
特別養護老人ホーム蔵前

平成17年５月

高齢者施設での手芸・お茶出しの手伝い
週一回デイサービスの利用者に対し、手芸を中心にお話、お茶出しなど
の手伝いを行っている。また、新型コロナウイルス感染症対策として、
不足していたマスク300枚（手作りマスク70枚、自費購入マスク230枚）
を施設職員にと寄付し貢献した。

山田　清子／
社会福祉法人東京聖労院
北区特別養護老人ホーム
桐ヶ丘やまぶき荘

平成13年５月

高齢者施設でのボランティア
開設当初は民生委員として、地域の目となり住民の方々の相談に乗って
いた。民生委員を引退後、在宅サービスセンターで習字のボランティア
や季節行事のボランティアを行っている。利用者や地域住民に寄り添
い、長年にわたって施設運営に貢献している。

宮田　典男／
特定非営利活動法人

日本障害者セーリング協会
平成２年４月

寄付・ボランティアの普及活動・口腔ケアボランティア
1990年代より寄付・ボランティアの文化を広める活動を実施。個人・法
人併せ30件以上の寄付を集めた。また当会強化選手の歯科治療を担当。
アスリートの口腔ケアについてボランティアで講習会を開催する等アス
リートの健康維持に寄与。
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氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

宗像　白紀／
特定非営利活動法人

日本障害者セーリング協会
平成16年４月

ボランティア育成活動
ボランティアリーダーとしてボランティア育成の中心的役割を担当。東
京夢の島マリーナ、東京湾マリーナにて参加ボランティアの指導・教育
を実施。女性メンバーとして選手・ボランティアに関わらず女性が当会
活動に参加し易い環境づくりに尽力。

北村　斉子／
社会福祉法人日本点字図書館

平成15年３月

朗読ボランティア
蔵書の朗読214タイトル（2151時間33分）、プライベートサービスの朗読
２タイトル（77時間27分）。理系図書や古典といった難解な図書を読む
ことができる数少ない朗読者。図表の処理も的確である。どの作品もス
ピーディーに仕上げ、視覚障害者の読書の充実に大いに貢献している。

髙村　惇子／
社会福祉法人日本点字図書館

昭和59年10月

点訳ボランティア
地域の講習をきっかけに点訳活動を開始。英語や理数などの専門点訳に
も意欲的に取り組み、「英語長文問題精講」などの英語書籍や「失われ
た時を求めて」などの大作まで幅広く点訳し、視覚障害者の読書の充実
に大いに貢献している。（令和２年５月末現在94タイトル497巻55,118
ページ）

理数専門点訳会シグマ／
社会福祉法人日本点字図書館

昭和63年４月

点訳ボランティア
平成12年４月に日本点字図書館・プライベートサービスの点訳ボラン
ティアに登録。数学・物理・科学をはじめとした高度な技術を要する理
数分野の専門点訳に長け、各種試験問題集まで幅広く点訳し、視覚障害
者への情報提供に大いに貢献している。（令和２年５月末現在122,734
ページ）

新井　雅子／
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

平成25年８月

高齢者施設でのボランティア活動
介護サポーター養成講座卒業生。毎週火曜日午前中、洗濯干し・たたみ・
理美容でのお客様誘導・話相手と臨機応変に周囲の状況を判断して活動
している。ヘルパー資格取得者で、車いす介助で散歩も安心してお願い
できる。

青葉町昼食会グループ／
社会福祉法人白十字会
白十字ホーム

平成２年７月

高齢者施設でのボランティア活動
平成２年より東村山市青葉町にて地域の高齢者を対象に、食事を食べな
がら、おしゃべりしたり、歌を歌うなどの活動をしている。昼食会活動
を通じて、見守りや閉じこもりの防止、地域のなかでの仲間づくりにつ
ながっていて、地域の貴重な福祉活動として長きに渡り貢献している。

津田　須美／
社会福祉法人福栄会

平成４年４月

体操指導
平成４年４月在宅サービスセンターで高齢者のトリム体操指導、平成19
年４月知的障害者施設でも同じく指導を開始。高齢・知的障害の未経験
分野の体操に意欲的に関わり、障害に応じたプログラム作り、手作り
ゲーム等創意工夫に富み、体操を通じ健やかな心身の維持と生活意欲を
支援している。

－14－



氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

髙梨　和子／
社会福祉法人芳洋会
特別養護老人ホーム
ひのでホーム

平成４年４月

高齢者施設でのボランティア活動
平成４年にボランティア団体「声のボランティア　セキレイ」を立ち上
げ、朗読・歌など様々なメニューを取り入れ聞く人のニーズに合わせた
活動をしている。月１度の施設訪問の他に、目の不自由な入居者に音声
CDRを届けている。また地域住民にボランティア参加を呼びかけて活動
の輪を広げている。

傾聴ボランティアグループ	
うさぎの会／

中央区社会福祉協議会
平成19年４月

傾聴ボランティア
高齢者施設での傾聴活動を中心に活動しているほか、障害者の余暇活動
に係る傾聴活動や個人宅での傾聴活動にも真摯な姿勢で取り組んでい
る。毎年会員向けの研修も行い、会員のモチベーションの維持やスキル
アップなどフォローアップにも積極的に取り組み安定した活動を続けて
いる。

外国人生徒学習の会（FSC）
墨田区社会福祉協議会

平成16年12月

外国人支援活動
日本語学級の閉鎖を機に、外国人中学生の支援を始める。その後、活動
が教育委員会に認められ、すみだ国際学習センターを設置、国際交流セ
ンターを支えるボランティア団体となる。生徒のお母さんから「日常会
話を教えてほしい」との要望をきっかけにママチームも開かれ、活動の
幅が広がっている。

東京都障害者スポーツ指導員
協議会荒川／

荒川区社会福祉協議会
平成10年８月

運動指導・障害者スポーツの普及
区内の障害者施設や障害当事者団体の楽しめる運動指導を長期に渡り実
施している。また、障害者スポーツの普及や理解を目的に、小学校・中
学校・高等学校での福祉教育も毎年10数回取組み、イベントなども実施
している。障害のある方々にも頼りにされ、信頼されている団体であ
る。

ちょうふ読み語りの会／
調布市社会福祉協議会

平成10年５月

読み聞かせボランティア
地域住民ボランティア有志が平成10年より、調布市内の高齢者施設で読
み聞かせを開始。その後障害児のデイサービス施設、保育園でも定期的
に活動している。単発イベントや福祉施設での読み聞かせにも対応し、
聞く方にあった図書や紙芝居の選定や声掛け手助けを行っている。

富永　籠次／
調布市社会福祉協議会

平成12年４月

地域でのボランティア活動
母子家庭で生活が困窮している障害児の送迎ボランティアをはじめ、使
用済み切手整理、高齢者会食の準備や後片付け、ペットボトルキャップ
や割りばしの回収、各地域で開催されるイベントでの会場整備、ごみ回
収など、この20年間ひたすらにコツコツと活動を継続している。

清水　美砂子／
調布市社会福祉協議会

平成12年４月

手話通訳
調布市登録通訳者として、調布市社会福祉協議会手話通訳派遣事業に長
期にわたり、貢献している。また、年間20回程度ある研修会に参加し、
手話技術の研鑽、聴覚障害者の理解に努めている。
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氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

内田　裕美／
調布市社会福祉協議会

平成12年４月

視覚障害者ガイドヘルパー
同行援護制度施行前から視覚障害者ガイドヘルパーとして20年間活動。
多くの障害者への直接援助だけでなく、後進の育成にも尽力した。

千葉　秀子／
調布市社会福祉協議会

平成12年４月

地域でのボランティア活動
ハンディキャブの運転手として長年活動。また、市内の小中学校など
で、福祉体験講座の車いすスタッフ、特別支援学級において、学級支援
ボランティアとしても活動。その間、社会福祉協議会総務部会の委員と
して10年以上、また「地域福祉活動支援事業」の選考委員としても５年
間活動した。

天下井　美帆子／
調布市社会福祉協議会

平成12年４月

手話通訳
調布市登録通訳者として、調布市社会福祉協議会手話通訳派遣事業に長
期にわたり、貢献している。また、年間20回程度ある研修会に参加し、
手話技術の研鑽、聴覚障害者の理解に努めている。

原田　洋行／
調布市社会福祉協議会

平成12年４月

手話通訳
調布市登録通訳者として、調布市社会福祉協議会手話通訳派遣事業に長
期にわたり、貢献している。また、年間20回程度ある研修会に参加し、
手話技術の研鑽、聴覚障害者の理解に努めている。

手話サークル　もみじ／
福生市社会福祉協議会

昭和62年６月

手話及び聴覚障がい者福祉の学習
手話を通して、聴覚障がい者と共に歩む為、手話の学習及び聴覚障がい
者福祉に関わる問題などの学習、聴覚障害者との交流、福生市聴覚障が
い者協会との連帯などを週に一回程度行っている。

ゆうあいふっさ　火曜日クラ
ス／

福生市社会福祉協議会
昭和63年４月

外国人支援活動
日本人と国際結婚をした外国人及び、市内に在住する外国人に日常生活
で使う日本語、習慣、文化などを教え、地域で共に暮らせる手助けをし
ている。また日本の大学等で学ぶ学生の、日本語学習の手助けをする
為、日本語教室や個人及び小グループで学習を週に一回行っている。

ささえ／
福生市社会福祉協議会

平成元年４月

傾聴ボランティア
一人暮らしの方の話し相手や施設の手伝いを行っている。活動は施設訪
問を毎週金曜日、月に一度日曜日、社会福祉協議会の障害者デイサービ
ス訪問を毎週水曜日、個人宅訪問を隔週火曜日・木曜日に行っている。

御仁会／
福生市社会福祉協議会

平成元年１月

地域でのボランティア活動
週に１～２回のクッキー作りや週に１回の手芸（ミシン）、不定期にポ
スティング、年間数回の交流・ハイキング・旅行など通所者との交流、
作業の援助を行っている。
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氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

配食ボランティアグループ／
福生市社会福祉協議会

平成６年４月

配食サービス活動
毎週水・金曜日に配食サービス対象者のお弁当の配達と見守りを行って
いる。市内全域の対象者宅へ、10か所の拠点（市役所・わかぎり会館・
加美平住宅・松林会館・熊川住宅・白梅会館・福東会館・富士見集会所・
さくら会館・福祉センター）より配達している。

水曜手話サークル／
東久留米市社会福祉協議会

昭和53年６月

手話指導・普及活動
昭和53年、団体を設立。難聴・ろうあ者への読み聞かせや手話通訳等の
活動から始まり、小中学生への手話講習や高齢者福祉施設を訪問して手
話ソングを披露する等の活動を42年に渡り行っている。健聴者やろうあ
者、外国の方等多様な方が集まり、手話を通して交流する場となってい
る。

人形劇けやき座
東久留米市社会福祉協議会

昭和56年４月

人形劇の公演活動
昭和56年、人形劇を通して子どもたちの喜ぶ顔を見たいという思いから
団体を設立。使用する人形はすべて手作りし、児童館や公民館、福祉施
設での公演を続けているほか、過去には海外でも公演を実施するなど活
動の場は多岐にわたり、設立から39年、多くの子どもたちを笑顔にし続
けている。
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氏名・団体名／推薦者 内　　　　　容

たましろの郷　後援会／
社会福祉法人

東京聴覚障害者福祉事業会
たましろの郷

寄付による貢献
重複する障害のある聴覚障害者（ろう重複者）の生活・就労を支援する
施設の建設運動の為、都内聴覚障害者を中心に組織化。施設設立後も直
接支援とともに、賛同する会員からの会費で建設償還金の一部を18年に
わたり毎年900万余り、法人に寄付を続けた。

寄附による社会福祉協力者・団体� １団体
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