
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

5 20235 横田哲治（ピカマチスを育てる会）
新型コロナ感染予防（認知症を含む）を目的としてピカマチス
を育て普及させる

日曜日 市民活動支援センター １人 1,000/年 募集中

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

6 6040 上福岡歴史民俗資料館 友の会

資料館活動に協力し、会員の教養と親睦を深め、市民文化の
向上を図る。講演会、学習会、見学会の実施、会報等の発
行、部会による調査研究、体験学習、郷土資料の刊行、作品
展の開催

部会ごとの年間計画によ
り活動

上福岡歴史民俗資料館 44
年

1,000
募集中

6 7049 俳句 一樹会
句会と俳句の普及。俳句の道の研鑽の定例句会。市民文化
祭参加、文化フォーラム参加。句会の開催、「句集」発行、配
布

第1木曜日
上福岡公民館
上福岡西公民館

9
月 1,000
入会金 1,000

募集中

6 8065 上福岡グラウンドゴルフ協会

ふじみ野市におけるグラウンド･ゴルフ競技の健全普及と会員
相互の親睦と交流を図り、健康で明るい地域社会づくりに寄与
する。競技会の開催、技術の向上及び普及を図るための講習
会･研修会の開催。指導者の養成と各種大会及び行事等へ
の選手派遣

毎月５回、6回の練習 駒林ゲートボール場 112
年

500
募集中

6 9109 元氣クラブ
会員相互の親睦を図るとともに、健康と体力の維持、向上を
めざす。ウォーキング、レクリエーション、軽体操、ラジオ体操、
ストレッチ、筋トレ、ぴんしゃん体操、

毎週水曜日 上野台体育館 25
年

3,000
募集中

6 11132 サークルひまわり
踊りの稽古を通して、楽しく明るい健全な人間関係の構築を目
的とする。介護施設訪問、デイサービス訪問、上福岡七夕ま
つりや地域の盆踊り大会に参加、市民活動交流会にも参加

毎週土曜日
13：00～16：00

ふじみ野市余熱利用施設
エコパ

13
月

1,500
募集中

6 12151 すきっぷ実行委員会

ふじみ野市の街の活性化、上福岡駅前広場の活用、市民の
交流、地域福祉を推進するハンドメイド・フェスタ｢すきっぷ｣を
実施する。ココネ広場で地域の方々との交流、趣味の手作り
品を安く販売する。地域交流や上福岡駅前の活性化にも寄
与する

年7回(3.4.5.6.9.10.11
月の第3or4の土・日曜
日）

上福岡駅前ココネ広場 5
なし
出店者は参加費
あり

募集中

6 13157 フルートサークル  フルール

フルートの練習を通して、会員の親睦を図り、音楽による豊か
な文化の和を広げる。三芳町を中心に近隣地域の老人福祉
施設(マザーアース・むさしの苑・すみれサロンなど)でのボラン
ティア演奏、ジョイントコンサートや文化祭に出演

月2回　木曜日 コピスみよし 16
月

2,500
募集なし

　6.学術･文化･芸術･スポーツの振興

　5.農山漁村地域の振興
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　6.学術･文化･芸術･スポーツの振興

6 13158 ふじみ野市野球連盟

ふじみ野市における野球活動の発展と健全化を図るため、野
球チーム相互の親睦と野球技術の向上のため、市民スポー
ツ大会（野球の部）、市長杯野球大会、会長杯野球大会等野
球大会の開催。普及活動及び技術の指導奨励

日曜日 ふじみ野市営球場
40～43
チーム

春秋大会14,000
登録費12,000

募集中

6 13166 ふじみ野ムービー倶楽部
｢映画作り｣の楽しさを提供し、芸術を通して豊かに暮らせる地
域社会に創造することで、芸術の増進に寄与する。市内での
映画製作撮影と発表

不定期 ふじみ野市内 1
年

2,400
募集中

6 14169 上福岡5・6丁目豊和会
会員相互の親睦を図る。月例会、旅行、友愛活動、文化活
動、健康増進活動として、町内道路清掃、カラオケ教室、輪
投げ、月1回例会、グラウンドゴルフ等を行う

3月8月を除く第3木曜
日

上福岡五･六丁目集会所 46世帯 なし 募集中

6 14171 上福岡マジッククラブ（KMC）

手品の技術向上とクラブ会員相互の親睦を図ると共に、多くの
人に手品の楽しさを知ってもらうために、マジックを習得する。
ボランティア活動でマジックを披露する。公民館活動への参
加･協力。

第1火曜日（指導日）
第3火曜日（自主練習
日）

上福岡西公民館 11
月

1,500
募集中

6 14175 四季の風俳句会
流派を問わず、自由闊達な俳句の発表。基本を守りつつ、会
員の文化向上及び親睦を図り、吟行及び句会を通じ、地域生
活を豊かに送り、文化の発展に寄与する。

毎月最終日曜日 ふじみ野市近郊、川越 8 なし 募集中

6 16193 「あやめ」句会
俳句吟行10回、句会12回。俳句を趣味として楽しむと共に、
ふじみ野市の文化サークルと交流し、俳句を通してふじみ野
市の文化発展に寄与する

月第4日曜日　　　　　　　
　　　(例会・吟行句会)

市内、公共施設 12
年

2,000
募集中

6 16198 登山クラブやまなみ

登山の計画、報告等の情報交換、技術研修を通じて山の知
識や登山技術の向上を図る。登山やハイキングを通して他団
体と交流を深め、技術や知識の向上と健康で心豊かな生活を
めざす。

第1火 定例会運営委員
会
第2日 定例山行

上福岡西公民館
色々な山

31
月

600
募集中

6 17206 福岡太鼓

2歳児から高齢者まで、50年の歴史ある太鼓集団である。毎
週金曜日に会員30名で伝承でたたき続けてきた。市内のお
祭りだけでなく、全国のお祭りで披露して、日本文化の継承と
普及を目的としている。

イベント時　土・日　
練習日　毎週金19：00
～

市内及び全国
練習は上福岡公民館

30

大人 　入･年
5,000
子ども　入･年
3,000

募集なし

6 18213 どじょうすくい愛好会

安来節どじょうすくい踊りの習得。出演を通じて会員の健康増
進と親睦を図るとともに地域の文化振興の一助とする。上福
岡西公民館まつり出演、西公民館小学3年生体験指導、高
齢者ホームボランティア活動

毎月第1水曜日 上福岡西公民館 8 200/回 募集中

6 18216 アートと地域研究会
地域におけるアートの実践交流を行い、地域におけるアートの
役割や可能性を考える。アートの実践に関する報告会を2か
月に1度のペースで実施している

それぞれの地域で活動
隔月・不定期

報告会は市民活動支援セ
ンター

6 なし 募集なし
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　6.学術･文化･芸術･スポーツの振興

6 20230 ふじみ野市ターゲット・バードゴルフ協会
生涯学習の一環として地域スポーツを通じて会員相互の親睦
と融和を深め、併せて「楽しく愉快に」をモットーに、健康の維
持増進を図ることを目的とする。

毎日 新河岸川河川敷滝コース 37
年

3,600
募集中

6 21240 sound office 音旅舎 音楽、舞台活動 イベント時 自宅、イベント会場 なし 募集なし

6 21242 ピアニシモ　アート

クラッシック音楽の敷居を低くして、市民の方々に楽しんでもら
いたくてコンサートを行ったりしています。音楽とハンドメイドのコ
ラボのイベントも年1回開催しています。自宅でピアノ教室を開
いています。ふじみ野音楽家協会所属

月～土、
イベント時

教室(自宅）、
ホール(ステラ、きらり）

募集してい
ない


