
分野 登録
番号 団体名 活動内容 主な活動日 主な活動場所 会員数 人 会費 円 募集有無

3 6018 霞ケ丘つくし会
老人会の活動。友人を作って認知症にならないように、麻雀
サークルを毎月４回実施している。上福岡西口駅前の花壇の
植え替えの手伝い

年３回の例会
月4回の麻雀サークル

URの集会所 70
年

1,800
募集中

3 6030 霞ケ丘自治会
地域の相互扶助並びに相互親睦･交流を図り、住みよい地域
づくりを目的とする自治会活動、かすみふれあい祭り･餅つき･
バスハイク等の開催、自治会ニュースいどみずの発行

行事ごと 霞ケ丘集会所 550世帯
年

2,000
募集中

3 7042 上福岡一丁目町内会

会員相互扶助の理念に基づき、快適な居住環境の維持向上
と会員相互の親睦を図ることを目的とする。地域の人々の交
流、安全安心のまちづくりのため、盆踊りや一日バス旅行、敬
老会、餅つき大会、新年会など、各種の活動を行います

土･日曜日 駅周辺と町内会館 800世帯
年

一般1,800
募集中

3 7047 ふじみ野市婦人会

会員の親睦と婦人の地位の向上及び平和と幸福を増進する
ことを目的とする。教養･奉仕･親睦を軸に活動。福祉バザー
を開催して車イスを寄贈。1円玉募金や赤い羽根歳末助け合
い街頭募金協力。バス旅行・食事会・寄せ植え講習会を開催

役員会　第２火曜日　
催しごと活動

上福岡公民館、フクトピア 63
年

1,800
募集中

3 7050 北野町内会

会員の親睦を深めるとともに会員の相互協力により、安全な
生活の確保と生活の向上を図る。会員相互扶助による自治
の発揚、文化と生活向上、厚生事業、交通･防犯および非常
災害の防衛、その他共同の福祉にかんする事項を行う

町内会コミュニティ活動
時

北野集会所 900世帯
月

150
募集中

3 8066 ふじみ野市自治組織連合会

市内の町会･自治会･町内会等が相互に連携交流し、地域の
活性化と生活環境の改善を図り、もって地域住民の福祉の向
上と住民自治の確立に寄与する。自治組織相互の連携強調
と親睦を図る。市及び関係機関との連絡調整、提言と協力要
請

毎月最終水曜日　他 市役所 57組織
年

10,000
募集なし

3 8071 上福岡二丁目町内会
共働互助の精神に基づき、会員の親睦を図り地域社会の健
全育成に努め、明るい町作りに寄与する。社会福祉事業に協
力、衛生･防犯･防災に協力、青少年の育成に協力する

毎月第１月曜日 上福岡二丁目集会所 250世帯
年

2,350
募集中

3 8080 西地区町内会

安心して暮らせる地域づくりを目指して、会員相互の親睦と福
祉の向上の為のイベントの開催（防犯パトロール、西中央公園
花壇･市道640号線花壇の水遣り、じゃがいも掘り大会、納涼
夏まつり、上福岡七夕まつり、西公民館祭り、餅つきなど）

通年 西地区町内会全域 1250世帯
年

400～2,400
募集中

3 9090
ふじみ野市第2地区民生委員･児童委員
協議会

地域福祉向上のため住民と行政諸機関とのパイプ役の活動
(1)民生委員･児童委員信条に基づく活動の展開
(2)充実した相談、支援が行えるように研修
（3)子育て支援、児童虐待防止

毎月第2火曜日
市内
第２地区内 30 なし 募集なし

3 9091
ふじみ野市社会福祉協議会
西支部

地域福祉の向上に努める。サロン・見守り活動
参加協力（社協会員募集・日本赤十字社会員募集・赤い羽
根共同募金・歳末たすけあい運動）

サロン開催予定
5月、9月、11月、3月

西地区集会所 743世帯
社協会費
年500

募集中

3 11131 上福岡四丁目福寿会

会員相互の親睦を図り、教養娯楽を共にし、人格の向上に努
める。教養高揚活動、健康維持向上活動、社会奉仕活動を
通して、地域の発展・安全に寄与する。地域の防犯パトロー
ル、杉並クローバー公園･西小学校の清掃･除草など

毎週 月曜日 上福岡四丁目集会所 59
年

1,500
随時

　3.まちづくりの推進
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　3.まちづくりの推進

3 11133 社会連帯 グループにんじん

東日本大震災でふじみ野市に避難され、現在は福島に帰ら
れた方、東松山に住所を構えた方、ふじみ野市に住み仕事を
されている方々をサポートし、交流している。地域の方々との
サロン活動をしている

不定期
福祉事業所　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　デイサー
ビス｢そらまめ｣

10 なし 募集中

3 12141 上福岡五・六丁目町内会

会員の安住と親睦を図る。相互扶助による自治の発揚、文化
と生活向上、福祉･厚生事業を行う。親睦旅行、防災訓練、
防犯パトロール、道路清掃、花いっぱい運動、じゃが芋堀大
会、盆おどり、スポーツフェスティバル参加、餅つき大会、忘・
新年会他

行事ごと
上福岡五・六丁目集会所　　
上福岡六丁目公園

700世帯
年1,800

アパート・マンショ
ン1,200

募集中

3 12143 つながりタイズ

毎月1回集い、情報交換、問題を共有する。隔月で講師を招
いてまちづくりや環境、社会問題、教養･趣味など理解を深め
る。人と人を、地域と人を繋いで、活き活きとしたまちづくりを目
指す

毎月27日　19時～21
時

市民活動支援センター 25 なし 募集中

3 13161
特定非営利活動法人
ふじみ野みらい

ふじみ野市及び隣接市町の住民に対し、まちづくり、地域課題
の解決に資する活動を行い、住みよいまちづくりに寄与する。
「市民大学ふじみ野」の運営事業の受託、「男女共同参画の
まちづくり事業」への応募、実施

毎日　市民大学開講時 大井総合福祉センター3F 13
年

3,000
募集中

3 14167 北野みどり会

懇親会、研修旅行、スポーツ等を通して老人福祉の増進を
図る。町主催の盆踊り、パトロール、公園清掃に参加する。ふ
じみんぴんしゃん体操等を通して、心身向上に努める。講演
会をお願いして教養向上に努める

第3金曜日 北野集会所 46
年

1,500
募集中

3 14173 ふじみ野市環境情報ネット

ふじみ野市を中心とする市民、事業者、教育機関、行政機関
と連携して、｢環境情報誌はらっぱ｣の発行し、市民の環境意
識の向上を図る。市内小学校の総合学習環境授業の協力及
びコーディネートなど。調査・研究・講演会等の実施

環境情報誌「はらっぱ」
の発行及び会議等の開
催

市役所・　　　　　　　　　　　　
　市民活動支援センター等

9 必要に応じて 募集中

3 16197 滝自治会

滝地区の自治会活動として住みよい地域づくり活動の実施。
盆踊り・グランドゴルフ大会、地区清掃、防災訓練、芋掘り・餅
つき大会を通し、会員の親睦、防犯、防犯活動の維持・推進
を目的とする

通年　年間計画による 滝自治会集会所 640世帯
年

2,400
募集中

3 17203 上福岡駅前に花と緑を育てる会

市民の「参画と協働」により、ふじみ野市の玄関口にふさわし
い駅前エリア緑地帯とすべく自主的、主体的に維持管理する
とともに美化に努める。毎週月曜日花壇の手入れと清掃を行
う。

毎週月曜日の午前中
上福岡駅西口ロータリー緑
地帯とその近辺

120 なし 募集中

3 17204 上福岡三丁目町内会

住んでいる一人ひとりが安心して暮らせるまちづくり。防災･防
犯パトロール、高齢者の見守り、子ども会と連携による夏まつ
り、全員参加の朝掃除（月1回）、社協･子ども会･永楽会・民
生委員･児童委員･学校協議会との情報交換、町内新聞の発
行

毎月第1火曜日 上福岡三丁目集会所 550世帯
一般年
2,400

募集中

3 17207 東久保町会
住民相互の親睦と生活環境の向上を図り、住民自治の発展
に寄与する。福利厚生、夏祭り、スポーツ・文化・リクリエーショ
ン、防災・防犯・衛生・青少年育成・市との関連事業

毎月第1土曜日 江川分館 685世帯
年

2,400
募集中

3 18219 中央二丁目町内会

会員相互の親睦及び福祉の増進を図るため、町内会活動と
して、環境美化･ゴミゼロ運動・資源回収・町内会祭り・世代間
交流旅行、餅つき大会、防災訓練、市民スポーツフェスティ
バルに参加し、会員同士の融和を図っている

通年　行事ごと 中央二丁目会館 471世帯
年

2,400
必要に応じ
て
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　3.まちづくりの推進

3 18220 ふじみ野市花いっぱい運動推進委員会

「花を活かしたまちづくり」で｢参加と協働｣により、まちづくり活動
やコミュニティ活動の場づくり、地域らしさの発見、世代間及び
地域間交流などの活動を推進する。ふじみ野市らしい良好な
景観の花風景・写真コンテスト、市役所庁舎前のプランター植
付

委員会 毎月第3水曜日　
各町会・団体の活動日

事務局　協働推進課 49団体 なし 募集中

3 19222 福岡河岸まつり実行委員会

毎年8月、新河岸川福岡河岸、養老橋船着場と福岡河岸記
念館を中心に市民等が集まる。子どもの広場や模擬店、それ
ぞれの思いを込めた燈籠とランタンに灯をともし、光のペー
ジェントを楽しんでいただく

8月 福岡河岸 20 なし 募集中

3 19223 緑ヶ丘地区町会

緑ヶ丘地区町会は、住友自治会･桜ヶ丘自治会･第一タウン
自治会･サンガーデン自治会で構成されている。住民参加で
スマイルボーリング、市民フェスティバル、グラウンドゴルフ、ご
みゼロ運動、防犯パトロールなどイベントを実施

役員会　毎月第1土曜
日　　通年　行事ごと

緑ケ丘分館 600世帯
年

800
募集中

3 19226 三陽亀久保自治会
会員相互の親睦を図り、住みよい生活環境をつくることを目的
とする。　・自治会内の防犯灯の維持保全　・連絡などの回覧

通年　行事ごと 町会内、赤土原公民館 52世帯
年

3,000
募集中

3 20228 大原自治会
会員相互の親睦及び福祉の増進を図るため、町内会活動と
して、盆踊り大会、日帰りバス旅行、街灯点検･交換、地区清
掃、歩け歩け大会などを実施

通年　行事ごと 大原自治会館 600世帯
年

3,000
募集中

3 20234 鶴ケ岡一丁目町会

会員相互の親睦と生活環境の向上を図ることを目的とする町
会活動として、自主防災事業、防犯事業、環境美化事業、祭
開催事業、地区スポーツ振興事業、地域コミュニティー事業
などを行う

第1金曜日 役員会
通年　行事ごと

鶴一会館 268世帯 2,000 募集中

3 21238 マコトサロン実行委員会
障がい者当事者活動及び市民との交流をしてお互いの理解
を深める。

月1～２回 西公民館 ２２人 なし 募集中


