
氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

大場　知惠子／
公益社団法人銀鈴会

平成21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が、懸命なリハビリで食道発声が
できるようになった。その力を後輩喉摘者の発声指導アドバイスに活か
し、約10年間で90名を社会復帰させた。年100回の練習・指導をし、女
性ならではの細やかな指導に尽くしている。

安藤　愿英／
公益社団法人銀鈴会

平成15年６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手術を受け声を失ったが、懸命なリハビリで食道発
声ができるようになった。16年にわたり食道発声を指導し、多くの人を
社会復帰させた。当会の声友クラブの部長として会の運営に力を尽くし
ている。

門倉　香子／
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11年４月

高齢者施設での器楽活動支援
社会福祉協議会のボランティア講習会を受講したことを契機に、毎週一
回行なっている器楽の時間に活動をしている。音楽療法の講師の補助
を務め、利用者お一人おひとりと温かい触れ合いをし、長年にわたり、
ホームの器楽活動の支援に尽力している。

中村　宏子／
小金井市社会奉仕団体
連絡協議会

平成５年４月

地域でのボランティア活動
献血活動、市内行事や総合防災訓練等への協力の他、高齢者施設でのボ
ランティア活動を通じて多くの方々と交流を深め活動に従事してきた。
また、「ふれあい桜グループ」の代表を務め、ひとりぐらし高齢者交流
会、チャリティーバザーなど長年にわたり活動を継続している。

長尾　　宏／
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

高齢者施設での書道指導
デイサービスで書道の指導をしている。利用者を理解し、お一人おひと
りに合わせたお手本を書き朱筆で丁寧に添削。集中力が続かない利用者
が楽しみながら続けられるように工夫、指導をしている。また、他の指
導者の紹介もするなど貢献度が高い。

阿　純一郎／
社会福祉法人至誠学舎東京
柳橋保育園

平成24年12月

子どもの健全育成活動
保育の仕事の経験をボランティア活動に活かしている。野外活動の技術
も自己研鑽し抜きんでたものを持っている。プログラムでは必ずこの技
術を使い、若いリーダーの指導やプログラムのレベルアップを図ってい
る。運営委員としても日常的に活動している。

永尾　陽子／
社会福祉法人創和会
ケアセンター成瀬

平成８年４月

高齢者施設でのボランティア活動
施設の創設当初より、デイサービスや特養・ショートステイ利用者に対
するボランティア活動を継続している。
平成18年からは多数のボランティアを束ねるボランティアコーディネー
ターに就任。家族の介護をしながらも活動を継続し、長年にわたり施設
運営を支えてくれた功績は極めて大きい。

Ⅲ　東京都社会福祉協議会会長表彰状受賞者名簿
１　ボランティア等社会福祉協力者・団体� 21 名 14 団体
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氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

田中　洋子／
社会福祉法人東京弘済園

平成17年８月

喫茶ボランティア
平成17年８月から週１回、園内喫茶りんどうのボランティアに参加して
いる。来店する利用者の方々が楽しめるよう声をかけ、アットホームな
雰囲気の中で笑顔と心づかいで対応しており、法人の運営に大きく貢献
している。

暁寿会／
社会福祉法人東京聖労院　
北区立特別養護老人ホーム
桐ヶ丘やまぶき荘

平成13年６月

舞踊披露、行事への協力
当施設が開設したばかりでレクリエーションが少なかった頃、デイサー
ビスと特養で舞踊の披露を始めた。季節に合わせた着物を羽織り、利用
者は舞踊だけでなく着物を見ることも楽しんでいる。施設の季節行事の
手伝いにも参加し、、長きにわたり施設運営に多大なる貢献をしている。

安東　徑子／
社会福祉法人日本点字図書館

昭和61年11月

点訳ボランティア
新聞で点訳奉仕のことを知り、点訳活動を開始。パソコン点訳が始まる
以前より意欲的に取り組み、「嵐が丘（上・下）」等の大作から人気作家
の作品まで幅広く点訳し、視覚障害者の読書の充実に大いに貢献してい
る。（令和元年５月末現在80タイトル349巻42,635ページ）

すみれの会／
社会福祉法人日本点字図書館

平成５年８月

点訳ボランティア
平成５年に当館の希望点訳（プライベートサービス）の点訳ボランティ
アに登録。難解な哲学書から高度な技術を要する英語点訳・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。当館における点訳実績は、令和元年５月末現在49,360ページ。

点字教室ボランティアスタッ
フグループ／

社会福祉法人日本点字図書館
平成12年４月

点字学習支援
人生の中途で視覚障害になられた方を対象に、小グループ制で、一人ひ
とりのニーズに合わせた個別プログラムに沿って、初歩から点字学習を
支援している。長年にわたり、多くの視覚障害当事者の点字習得を支援
し、読み書き手段の獲得という生活の質の向上に大きく貢献している。

大島　陽子／
社会福祉法人白十字会　
白十字ホーム

平成12年４月

音楽による交流活動、音楽リハビリのボランティア
小学校音楽教師として、児童と施設利用者との交流活動（里孫交流活動）
の発展に尽力してきた。退職後は当施設で実施している音楽リハビリの
活動にボランティアとして参加。音楽を通じて利用者がもつ生きる力を
引き出し、当施設でのいきいきした暮らしの実現に寄与している。

荻窪　和子／
社会福祉法人東京かたばみ会
調布八雲苑

平成21年４月

高齢者施設での編み物講師
デイサービス利用者の編み物講師として毎週木曜日の月４～５回、長年
にわたり活動している。調布市福祉まつりではお手伝いとしても参加し
ている。

山田　眞紀子／
社会福祉法人東京かたばみ会
調布八雲苑

平成21年４月

高齢者施設での手芸講師
特養利用者の手芸ボランティア講師として第２・第４木曜日の月２回、
長年にわたり活動している。また、２か月に１回開催しているホーム喫
茶では、準備やお茶出し等も行っている。

－11－



氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

大場　正孝／
特定非営利活動法人

日本障害者セーリング協会
平成11年６月

障害者へのセーリング指導支援活動
本会法人化以来、長年にわたり、パラリンピックセーリング選手の練習
を始めとする障害者セーリング支援ボランティアに参加し、海の障害者
の社会参加機会の増加に貢献した。

大正琴すみれ会／
中央区社会福祉協議会

平成12年４月

高齢者施設での大正琴演奏
高齢者施設等を訪問し、大正琴の演奏で歌声広場を開催している。団体
の高齢化の課題を抱えながらも、施設からの熱い要望に応えるため、月
２回の練習以外に３カ所を１ヶ月に５回の訪問活動を精力的に継続して
いる。

おはなしポケット／
荒川区社会福祉協議会

平成７年４月

お話会の開催
図書館のボランティア講座にて結成。図書館、区内の公立保育園、ふれ
あい館、小学校で活動。ろうそくだけを立ててお話を聴いてもらう形で
２人１組等で公演を行っている。子ども達が楽しみながら聴く態度を身
に付ける事に寄与している他、子ども達と顔見知りになり地域と子ども
達の継続的なつながり作りにもなっている。

荒川サッカー広場／
荒川区社会福祉協議会

平成16年４月

知的障がい児者のためのフットサル教室の開催
知的障がい児者がより積極的にスポーツを楽しむ環境を提供し、サッ
カーを通じて礼儀・社会性の習得や、健康促進・体力の維持向上を図り、
積極的に健常者とも接して、地域社会との交流を促進していくことを目
的として活動している。区外のチームとの大会を開催するなど、障がい
児者の活動と地域との交流を積極的に進めている。

読んで演じる会　ほっとはーと／
荒川区社会福祉協議会

平成11年６月

朗読劇、演劇披露
高齢者施設や子どもの施設に訪問し、朗読劇や演劇を行っている。歌や
踊り、クイズや手品等と組み合わせ、楽しくて分かりやすい作品を選ぶ
ような工夫をしながら公演を行っている。施設等からの依頼に対し、対
象者に喜んでもらえる内容を考え、障がいのある方もメンバーに迎え、
ユニバーサルな演劇等活動を20年間続けている。

高橋　照美／
葛飾区社会福祉協議会

平成11年

高齢者施設でのボランティア活動
退職後、特別養護老人ホームでボランティア活動を開始。週３日、清拭
用のおしぼりタオルを大量に作る活動を続け、施設にとってかけがえの
ない存在となっている。奢らず誰にでも優しく接する姿勢は、施設職員
はもちろん、他のボランティアの良き手本となっている。

NPO法人未来空間ぽむぽむ／
葛飾区社会福祉協議会

平成15年９月

障がい者支援活動
「障がいのある人もない人も、人として出会い、励ましあう当たり前の
空間を作りたい」という思いから、区内で長く障がい者支援を行ってき
た。自主生産品販売所やA型事業所も開設している。
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氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

力武　一女／
調布市社会福祉協議会

平成11年４月

高齢者福祉への会食サービス、見守りボランティア
平成11年から、ひとり暮らし高齢者に手作りの会食サービスを提供する
ボランティア、平成16年からはひとり暮らし高齢者訪問員としての活動
を行っている。高齢者の見守り、健康増進、孤独感の緩和に尽力し、長
年にわたり調布市の高齢者福祉に貢献している。

相見　貴子／
調布市社会福祉協議会

平成８年10月

高齢者への会食サービスボランティア
ひとり暮らし高齢者に手作りの会食サービスを提供するボランティアを
行っており、高齢者の見守り、健康増進、孤独感の緩和に尽力してい
る。四季折々の手作り料理が利用者に大変喜ばれており、長年にわたり
調布市の高齢者福祉に貢献している。

津野田　冨美代／
調布市社会福祉協議会

平成10年６月

高齢者への会食サービスボランティア
ひとり暮らし高齢者に手作りの会食サービスを提供するボランティアを
行っており、高齢者の見守り、健康増進、孤独感の緩和に尽力してい
る。四季折々の手作り料理が利用者に大変喜ばれており、長年にわたり
調布市の高齢者福祉に貢献している。

吉岡　雛子／
調布市社会福祉協議会

平成９年４月

高齢者への会食サービスボランティア
ひとり暮らしの高齢者に手作りの会食サービスを提供するボランティア
を行っており、高齢者の見守り、健康増進、孤独感の緩和に尽力してい
る。四季折々の手作り料理が利用者に大変喜ばれており、長年にわたり
調布市の高齢者福祉に貢献している。

大川　柳子／
調布市社会福祉協議会

平成11年４月

手話指導、普及活動
手話サークルで子どもから大人まで幅広い年代に手話指導を行ってい
る。また社会福祉協議会の事業の一つ、福祉体験講座の手話講師として
長年活動し、市内の小中学校や高校、市民団体等を訪問し手話の普及や
障がいへの理解を広める活動に貢献している。

わりばしリサイクルグループ
「くるりん」／

調布市社会福祉協議会
平成11年１月

リサイクル活動
使用済み割り箸を回収し、パーティクルボード（家具材料）へリサイク
ルするため福島県いわき市の業者へ発送。ごみの減量とともに、二酸化
炭素排出を削減。回収される割り箸は調布市内の他、他県からも届き、
今までに約150tを回収した。

さつき294／
東村山市社会福祉協議会

平成３年４月

高齢者疑似体験の指導等、地域福祉活動
ボランティアセンター主催講座の一期生が立ち上げたグループ。高齢者
疑似体験の装具や説明パネルをオリジナルで作成し、小学校等での福祉
学習や施設・事業所等の研修会、家族介護者教室などで丁寧な指導を
行っている。装具の開発を日々研究するなど、高齢者への思いやりの心
を醸造する活動をしている。
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氏名・団体名／推薦者
活動開始年月 内　　　　　容

福祉さんき会／
東村山市社会福祉協議会

平成５年４月

車いすとアイマスク体験の指導・サポート
ボランティアセンター主催講座の三期生が立ち上げたグループ。車いす
とアイマスク体験の指導・サポートに取り組んでいる。小学校等での福
祉学習、施設・事業所の研修会、自治会等からの要請にに出向き丁寧な
指導を行っている。障害者や高齢者への配慮や、バリアフリーを啓発す
る活動をしている。

東久留米音訳ボランティアグ
ループ「声」／

東久留米市社会福祉協議会
ボランティアセンター

昭和56年１月

音訳ボランティア
昭和56年、図書館主催の講習会受講者で団体を結成。図書館・広報課・
個人の依頼に応じ、音訳・対面朗読・老人施設への訪問朗読等を続けて
いる。また、市内ではDAISY録音導入の先陣を切った。当事者グルー
プとの交流や定例会・勉強会を通じて常にスキルの向上や情報交換に努
めるなど、視覚障害者の生活の質の向上に貢献し続けている。

傾聴ボランティアグループ「福
寿草」／

多摩市社会福祉協議会
平成18年３月

傾聴ボランティア
多摩ボランティアセンターの傾聴ボランティア養成講座修了者を中心に
結成。要請のあった施設や個人宅に訪問し傾聴活動をしている。現在多
摩市で唯一の傾聴ボランティアグループで、傾聴の需要が高まる中、研
修を行いながら技術を磨き活動している。

おもちゃ病院　Kebo/
多摩市社会福祉協議会

平成19年７月

おもちゃ病院の開催、子どもの健全育成活動
おもちゃ病院の開院やおもちゃドクターの養成講座を実施し、地域社会
に貢献している。子ども達の情操教育だけでなく、リサイクル活動を通
じた環境保全にも役立つ活動である。

野田　美年子／
あきる野市社会福祉協議会

平成８年９月

サロンの開催
地域の高齢者の親睦と健康維持を目的に、20年以上前から自宅を開放し
たサロンを開催している。カラオケや食事などを提供するとともに、気
になる参加者には個別に福祉情報を提供し、困りごとの相談相手として
地域におけるつながりに貢献している。

麻生　成子／
大田区立障がい者総合
サポートセンター

平成13年４月

音訳ボランティア
音訳者講座受講終了後から現在まで継続的に活動している。主に、区内
視覚障害者団体の会報や団体資料を音訳しており、視覚障害者団体から
も信頼を得ている。また、活動グループ内にて、連絡係や新音訳者の育
成に加え、今年度からは新しい定期刊行物の担当をはじめるなど、録音
図書制作に積極的に携わっている。
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氏名・団体名／推薦者 内　　　　　容

株式会社フージャースホール
ディングス／

社会福祉法人福田会　宮代学園

寄付による貢献
平成27年から旅行費用の寄付を行っており、児童が日頃経験できない貴
重な機会を提供し喜ばれている。また、毎年10名程の社員が学園旅行へ
ボランティアとして参加をしている。その他にも、学園行事、交流イベ
ント等でボランティアとして参加をしている。

寄付による社会福祉協力者・団体� １団体
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