
自　平成３１年４月　１日

至　令和　２年３月３１日

（敬称略）

期日／回数 開 催 場 所 摘　　　　要

5/31 産業振興センター

49名
平成30年度事業・活動報告・決算
令和元年度事業・活動計画（案）・予算（案)
令和2年度事業・活動計画（案）・予算（案）
女性部･青年部・シルバー部　令和元年度事業・
活動計画

3回 いこいの家 5/10・7/1・10/18

8回 いこいの家
4/18・5/14・6/14・7/25・8/27・10/1・1/31・
3/6

12回 ナビックス事務所
4/12・5/16・6/13・7/12・8/14・9/12・10/10・
11/21・12/18・1/16・2/13・3/18

5/10 いこいの家 4名

毎週金曜日 いこいの家

定時代議員総会 6/21 三田障館 髙橋・石川・黒木・三宅

臨時代議員総会 3/26 三田障館 髙橋・石川・三宅

常任理事会 4回 都盲センター 髙橋

理事会 4回 都盲センター 髙橋

6/6

9/13

3/11

ブロック長会議 5/10 都盲センター 髙橋

役員選考委員会 6/8 都盲センター 髙橋

城西ブロック会議 2/22 スマイルなかの 髙橋・石川・川村・黒木

職業・福祉委員会 3月 　 【中止】新型コロナウイルス感染防止のため

都盲協会員との交流会 4/6 都盲センター 髙橋

城西ブロック三療研修会 7/21 都盲センター 6名

都盲協宿泊徒歩訓練 9/25～26
越後、長岡　よもぎひら
温泉

2名

第５１回都盲協福祉大会　渋谷大会 10/29
渋谷区文化総合センター
大和田　さくらホール

28名

体育祭 10/12 王子スポーツセンター 【中止】台風19号のため

第50回新宿区視覚障害者福祉の集い 2/15 新宿障害者福祉センター 8名

時任基清氏をしのぶ会 3/5 都盲センター 髙橋

シルバー部代議員定期総会 4/19 都盲センター 平林

シルバー部民謡・芸能文化祭 9/8 三田障館 8名

スティックボール都大会 11/12 王子スポーツセンター 11名

令和元年度事業・活動報告
NPO法人中野区視覚障害者福祉協会

項　　　目

Ⅰ 会　　議

① 定期総会

② 理事会

③ 三役会

④ 会計委員会

⑤ 監査

⑥ 中視協事務スタッフミーティング

Ⅱ 他団体関係

①公益社団法人東京都盲人福祉協会関連

支部長会 都盲センター 髙橋



シルバー部新年会 2/2 三田障館 2名

5/21 産業振興センター 23名　フラワーアレンジメント（中視協担当）

7/24 産業振興センター
30名 講演「ヨットでハワイ航路の旅～体験を
通して感じたこと～」講師：伊藤常男（中視協
担当）

8/11 リフレッシュ氷川
6名 沖縄民謡と歌・社会福祉講座（渋視協担
当）

9/25 アイプラザ杉並 8名　講演会とカラオケ（杉視協担当）

12/7 新宿障害者福祉センター 4名　講演とカラオケ忘年会（新視協担当）

女性部定期代議員総会 4/20 都盲センター 黒木

女性部会 2回 都盲センター 黒木

女性部日帰りバスハイク 6/10 山梨県方面 2名

女性部新年会 1/31 横浜中華街 4名

城西ブロック家庭生活訓練事業 3回 沼袋障館 料理実習　5/7 21名・7/2 24名・9/3 24名

都盲青年部会総会 3月 延期

9/15 D&D BOXING GYM(昭島) 2名　ブラインドボクシング体験会

10/27
本所都民防災教育セン
ター　本所防災館

2名　本所防災館見学「災害について考える」

12/15 都盲センター 3名　TBSアナウンサーによる朗読会

1/21 日盲センター 1名　視覚障害者健康マージャン教室

2/11 沼袋障館 3名　ラテンダンス体験会

2/16 マダムタッソ東京 3名　マダムタッソ東京見学会

定期理事総会 6/4 産業振興センター 髙橋・石川・川村

常任理事会 月１回 スマイルなかの 髙橋・川村

4/4

4/22

ふれあい運動会 5/19 区立第二中グランド 17名

区役職員歓送迎会 5/24 中野サンプラザ 髙橋

8/8

11/3

8/28

8/30

9/5 髙橋

3月 【中止】コロナウイルス感染防止のため

10/2

12/4

2/5

日帰り研修旅行 11/13 茨城県筑波・牛久方面 6名

12/8 区立南台小学校 10名

3/8 区立第五中学校 【中止】コロナウイルス感染防止のため

賀詞交歓会 1/6 中野サンプラザ 髙橋

新年懇親会 1/20 中野サンプラザ 8名

防災講座 3/8 　 【中止】コロナウイルス感染防止のため

城西ブロック生きがい教室
（盲高齢者社会生活教室）

盲青年等社会生活教室

②中野区福祉団体連合会関連

ふれあい運動会実行委員会 区役所 髙橋・石川

総合防災訓練南地域実行委員会 南中野区民活動センター 石川

区議会各会派との懇談会 区役所

中野区総合防災訓練

髙橋

障害者福祉対策連絡会 区役所

防災部会 スマイルなかの 石川



第72回全国盲人福祉大会　札幌大会 5/26～28 札幌市民交流プラザ 3名

第65回全国盲青年研修大会　三重大会 9/22～23 アクト津 三宅

日視連関東ブロック職業委員会 4/10 都盲センター 髙橋

日視連関東ブロック職業委員会研修会 4/10 都盲センター 髙橋　「室内点字ブロック探訪」

④その他

10/18 石川

3月 【中止】コロナウイルス感染防止のため

社協ＳＴＴを通しての交流会 10/9 沼袋障館 3名

会館まつり 10/12 沼袋障館 編物・俳句の展示

5/31 産業振興センター 定期総会後

6/16～17 静岡県浜名湖方面 42名

9/16 産業振興センター
42名 祝寿者：若松千代子・太田勲・森美子・
山田清子 アトラクション「落語」下村篤史・
中畑尚祐

11/4
中野サンプラザ　コスモ
ルーム

115名　アトラクション「合唱」大妻中野中学・
高等学校合唱部

1/18 三河屋
50名　アトラクション「演奏・歌唱」メリーさ
んのひつじ

3/11 　 【中止】コロナウイルス感染防止のため

5/21 産業振興センター
23名 4月～9月の方のお祝い（フラワーアレン
ジメント）

12/9 スマイルなかの
33名 10月～3月の方のお祝い「『中野でいきい
きと暮らすためのエンディングノート』のすす
め」　講師：丸山建一郎

⑧ 大正琴発表会 7/19 浅草公会堂 11名　第32回琴伝流コンサート

⑨  おしゃべりサロン 月１回 いこいの家
第１木曜日 2月・3月はコロナウイルス感染防
止のため中止

10回 スマイルなかの 199名　担当　飯塚静雄

102名　担当　平林久枝

　　　 講師　佛渕健悟先生

20回 スマイルなかの 215名 　担当    平林久枝

98名　 担当　黒木京子

　　　 講師　中野区フリー活動栄養士会

23名　 担当　黒木京子

       講師　石田信子先生

132名　担当　黒木京子

　　　 講師　山田清子先生

155名　担当　三宅隆

10回
サウンドテーブルテニス・タンデム・ボウリン
グ・SSピンポン　他

(都盲協文化レクリエーション部共催を含む)

③ 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合及び関東ブロック協議会関連

中野区障害者地域自立生活支援事業運営委
員会

区役所

Ⅲ 親　睦　行　事

Ⅳ クラブ活動

①   カラオケクラブ

②   俳句教室「かもめ句会」 8回 スマイルなかの

③   スティックボールクラブ

①　会員懇親会

②　中視協宿泊徒歩訓練

③　敬老会

④　結成80周年記念祝賀会

⑤　新年会

⑥　中視協日帰りバスハイク

⑦  シルバー部誕生会

⑥   大正琴教室 18回 スマイルなかの

沼袋障館・中野サンプラ
ザ他

⑦　レクリエーションクラブ

　

④   料理教室 4回 沼袋障館

⑤　編物教室 11回 沼袋障館



11月 本会発行
墨字版 (200)・デイジー版 (100)・ CD版 (2)
（りんくる中野音訳版作成）

行事案内･報告事項など

デイジー・CD　149部

（りんくる中野音訳版作成）

7月～3月 メーリングリストによる発信

③ 連絡・通信 随時
お知らせ・封書・電話・メーリングリスト等
（墨字・点字）

随時

http://nakashikyo.com

当会の紹介並びに活動予定や報告等・随時更新

障害者福祉サービス事業 3月31日現在　　登録利用者：90名

　　　　　　登録ヘルパー数：70名

　　　　　　　　　移動支援：452.5(時間)

　　　　　　　　　居宅介護：377.0(時間)

　　　　　　 　 　同行援護：23695.0(時間)

中盲ナビックスガイドヘルパー・利用者研
修

7/23 産業振興センター
31名　グループディスカッション「このような
時あなたならどうする？」

2/25
京王バス中野営業所 中
野車庫

27名　バスの乗降を中心にした実技研修

ナビくま通信発行 月１回

運営委員会/適正委員会(6月より名称変
更）

4回 ナビックス事務所 4/23 6名・6/14 9名・11/27 7名・1/29 7名

日視連同行援護事業所等連絡会 6/26 日盲センター 2名

②

声のなかの区報 23回 事業団からの受託事業

声のなかの区報臨時号 1回 事業団からの受託事業

声のなかの区議会だより 5回 事業団からの受託事業

声のないせす 12回 事業団からの受託事業

声の福祉のしおり 1回 事業団からの受託事業

声のわたしの便利帳 1回 事業団からの受託事業

福祉連だより 1回 福祉連からの受託事業

サピエ図書館からのダウンロードサービス 19件

運営委員会 6回 いこいの家 声ネット・なずな会・つむぎ

デイジー再生機普及活動 随時

音訳者募集活動 随時 広報誌･ホームページによる呼びかけ

③ その他

貸室事業 4月～3月 サンハイツ中野301号室

ピア・カウンセリング 第2火曜日 スマイルなかの 石川　「リトルポケット」からの受託事業

身体障害者相談員・知的障害者相談員合同
研修

2/21 区役所 石川

各種相談 随時 いこいの家

中野音声情報デジタル化推進連絡会「りんくる中野」関係

Ⅴ 広　　報

① 会報「結成80周年記念誌＆あゆみ79号」合
併号

② 中視協だより
4月～6月

④ 中視協　パンフレット配布

⑤ ホームページ運用 随時

Ⅵ 事　　業

①　中盲ナビックス関係

(居宅介護・同行援護・地域生活支援(移動
支援)）



書き損じハガキ・使用済み切手収集・礼状
発送

333通 いこいの家

視覚障害者の日常生活用具販売促進基金 4件 いこいの家

　 無し

　 無し

9/12 杉山朝子

自立支援協議会　全体会議 4回 区役所 髙橋　5/15・7/17・11/20・1/30

自立支援協議会　差別解消部会 12/25 区役所 髙橋

自立支援協議会　部会合同セミナー 1/30 産業振興センター
髙橋 「はじめの一歩・地域に学ぶ」～知って
いますか？障害者権利条約のこと

7/2 新渡戸文化学園 髙橋

10/9 沼袋障館 髙橋「点字講習」

10/15 鷺宮小学校 髙橋

11/8 上高田小学校 髙橋

11/19 南台小学校 石川・三宅

1/16 都立稔ケ丘高校 髙橋・石川・川村

4/22 中野体育館 髙橋（中野区議会議員選挙）

⑦ 東京演劇集団風「星の王子さま」ご招待 8/18
東中野レパートリーシア
ターKAZE

6名

8/20

1/23

8/30

9/27

10/30

11/19

会　長　　　髙 橋　博 行

Ⅶ 寄付金関連

①施設拡充資金作り

Ⅷ そ　の　他

① 祝事

② 弔事

③ お見舞い

髙橋

⑨
今後の図書館サービスのあり方検討会（全
四回）

区役所 髙橋

④

⑤ 福祉授業講師派遣

⑥ 選挙開票作業における点字翻訳

⑧
中野ダイバーシティ・プラットフォーム
(NDP)構想コア会議

明治大学中野キャンパス


