
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

1 6011
NPO法人
上福岡障害者支援センター21

障がい者が通って働く場、住む場、くらしを支える介護者派遣
事務所、相談支援事務所などを設けて、障がい者の地域生
活を支えることを目的としている。広報紙発行、映画会、講演
会、バリアフリー点検活動も行っている

毎日

協働舎レタス、くまのベイ
カーズ、福祉喫茶｢ぽぽ｣、生
活ホームみどり荘、グループ
ホームひまわり他

正59
正会員年 

3,000
募集中

1 6031
ふじみ野市社会福祉協議会
霞ケ丘支部

社会福祉協議会の基に各種募金活動、見守活動、老人のた
めのサロンの活動を行う。上福岡西口駅前花壇の手伝い、駅
前広場のイベントに参加

霞ケ丘団地と地域内 ３００世帯
社協会費
年500

募集中

1 6035
NPO法人
ふじみ野明るい社会づくりの会

高齢者支援
11万市民全員のボランティア活動、地域福祉の向上
ふじみ野市支え愛センターの運営、料理会、食事会を行って
いる

日･祭日以外毎日
9:00～17:00

ふじみ野市内 113
年

1,000
募集中

1 6036 お話し相手ボランティア「えがお」

高齢者施設や個人宅での傾聴活動。市内や近隣に在住する
高齢者等の話に耳を傾け、その気持ちに寄り添うことで、住み
なれた地域で安心して暮らせるようお話し相手として見守り支
える。

定例会第3水曜日
訪問は各自

定例会はフクトピア　　　　　　　
高齢者施設、個人宅

60
年

1,000

募集中
養成講座受
講後

1 7041 上福岡一丁目寿会

町内の老人会として、会員相互の親睦を図り長寿保持に努め
る。誕生会、サロン活動、サークル活動（カラオケ・グランドゴ
ルフ・歩こう会・マグダース・輪投げ）、上野台小学校「学校応
援団」、ポイ捨て防止キャンペーンに協力

偶数月（誕生会）
奇数月（サロン活動）
毎木曜日下校時見守り

町内会館、通学路 104
年

1800
募集中

1 7058 ふじみ野市食生活改善推進員協議会

会員相互の連携を保ち、その活動の振興を図り、食育を通し
て市民の栄養及び食生活の改善を図り市民の健康保持増進
に役立つことを目的に、｢私達の健康は私達の手で｣をスローガ
ンに健康づくりを目標に活動している

月曜日、木曜日 市保健センター 40
年

1,200

募集中
市の養成講
座を受ける

1 9082 ふじみ野市いきいきクラブ連合会
高齢者の生きがい健康づくりの推進、明るい長寿社会の実現
と保健福祉の向上に資する。クラブ・ブロック単位の活動の指
導と助成。友愛活動、健康づくり、社会奉仕、教養研修を行う

役員会（第１火）、
理事会（西部第２火）
　　     (東部第3火)

ふれあいプラザ　　　　　　　　
　大井総合福祉センター

1513 クラブごと 募集中

1 9101 朗読“ともしび”

視覚障がい者や高齢のため活字による読書が不自由な方へ
の朗読ボランティアをしています。活動内容は対面朗読、録
音図書の作成、ホームへの訪問朗読など。県･市主催事業へ
の参加協力、行政依頼の録音テープ作成

隔週水曜日 公民館、図書館 23
年

3,000、1,000
募集中

1 9104
特定非営利活動法人
サポート輪

様々な不安や障がいをかかえながら在宅生活を送っておられ
る方々に対して、長い間培ってきた経験を充分に活かしつつ、
地域で暮らし続けるための自立支援(事業）、訪問介護等を提
供

月～金（９時～17時）
訪問介護利用者の自宅及
び公民館での研修

10
年

2,400～
募集なし

1 9108 障がい者とともに  とんぼの会

ふじみ野市等に住む障がい者との共生、障がい者の自立を支
え、ボランティアを育成する。行事の企画や運営を一緒に行
い、共に暮らせる地域づくりを目指して、新年会・遠足・サマー
キャンプ(2泊）・バーベキュー大会・クリスマス会など実施。｢と
んぼ通信｣発行

土（とんぼ塾の活動や
ミーティング）、日（行事
開催）

市内公民館、図書館など
正4,000/年　

賛助1口1,000
募集中

　　1.保健･医療･福祉の増進
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　　1.保健･医療･福祉の増進

1 10111 ふじみ野市視覚障害者の会｢あいあい｣
視覚障がい者が互いに交流を深め親睦と生活向上を図る。文
化、スポーツ活動、行政機関と懇談会、研修旅行等会員の
親睦と生活向上を図る事業を行う。毎月定例会・役員会

第2火曜日 大井総合福祉センター 20
年

1,000
募集中

1 11125 いきいきクラブ西寿会

会員相互の親睦と健康管理、地域社会への貢献を図る。西
中央公園清掃、西小学校交流支援(除草作業、昔遊び、戦
争体験の話、ペットボトルキャップ収集)、たんぽぽ保育園交
流、社協等の行事に参加し地域の活性化と世代間の交流を
行う

毎月第2月曜日 西地区集会所 41
年

3,000
募集中

1 12144
公益社団法人
日本聴導犬推進協会

聴導犬の必要性を広く社会に啓発し、積極的な広報活動を
行うとともに、良質な聴導犬を育成して不安を抱える生活から
の開放と社会参加の実現をもって聴覚障がい福祉の増進に
寄与する。小学校等で聴導犬の講演及びデモンストレーション

月～金 埼玉・東京・神奈川 151
年

5,000、10,000、
20,000

募集中

1 12145 点訳サークル　六ツ星

点字の学習、普及活動、視覚障がい者との交流を行い、住み
よいまちづくりをすすめる。社協だより点訳・点字印刷(年4
回)、選挙投票用紙の点字判読事務協力、福祉体験学習協
力

第1・3・4火曜日 大井総合福祉センター 6
年

1,000
募集中

1 12152 ふじみ野市手をつなぐ育成会

心身に障がいのある人とその家庭を守り、福祉の増進を図る。
会員相互の親睦と協力、研修会の開催、新年交流会、バス
ハイク、ヤングボランティアサークルくれよんと連携してイベン
ト、模擬店出店

月1回　理事会 大井中央公民館 110
年

３,000
募集中

1 13164
特定非営利活動法人
mamacare

医療的ケアを必要とする子どもとその家族等の福祉増進に関
する事業(防災ノートづくり)、勉強会・講習会･イベント開催(準
備できている？医ケア児のいる我が家の防災)、同年代、異世
代との居場所づくり。家族のための情報や交換やいやしの場の
提供

不定期 文京学院大学　ほか 25
年

2,400
募集中

1 14170
ふじみ野市社会福祉協議会
上福岡五・六丁目支部

市社協の事業を援助し、地域の実状に応じた福祉活動を推
進する。1人暮らし、日中1人になる人を対象に月に1度サロン
を開催、お茶会、食事会を実施している。

サロン開催日
奇数月(お茶会)
偶数月(食事会)

上福岡五･六丁目集会所 800
社協会費年
500以上

募集中

1 14176 ふじみ野ふれあい旅行クラブ

旅行を通して障がい者の社会参加と交流。一般市民の方も参
加して、障がいのある人に対する理解と交流を深める。県福祉
バスを利用、月1回以上で、令和元年には16回のバス旅行を
催行

毎月1回 バス旅行による観光地 103
なし

(バス旅行の参加
費有)

募集なし

1 15181 WAC豊齢健康の街づくり
要介護にならず、いきいきとした豊齢の街づくりを目的として、
健康マージャン教室開催。介護施設訪問、地域集会所での
出前教室開催。予防介護脳トレ事業に取り組む

各マージャン教室開催
日
要介護予防事業

公共施設、介護施設 150
年1,200

参加費1回300
年1回募集

1 16199 オレンジサロン　まつ

令和2年1月より、ふじみ野市の地域支え合い事業(住民主体
型通所サービスＢ)として、高齢者が認知症にならないために
オレンジサロンまつに集まって、認知症予防のための脳活性化
活動として、手作業・体操・趣味活動の支援をする

毎週火曜日(第5は休
み)

オレンジサロンまつ内 10
参加費100　　　　　

ランチは300
募集中
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　　1.保健･医療･福祉の増進

1 17202
ふじみ野市社会福祉協議会
川崎支部

社協の事業への協力、川崎地区の住民の見守りと交流。隔
月で｢ふれあいいきいきサロン｣と毎月｢長寿かわさき元気クラ
ブ｣を開催。一人暮らし高齢者に、高齢者情報誌｢福寿草｣を
配布して見守り活動、見守りの必要な方を社協や市のサービ
スにつなぐ

体操 毎月1回
ふれあいサロン 隔月1回

川崎自治会館 350世帯
社協会費
年500

募集中

1 17210 東久保グランド・ゴルフクラブ
会員相互の親睦を図り、健康的な明るい地域社会づくりに貢
献。グランド・ゴルフの技術・マナーの向上に努める。

活動日
日･火・木・土曜日

市亀久保ゲートボールコート 28
年

1,500
募集中

1 19224 くまのベイカーズ

就労継続支援B型と生活介護の事業を行って障がい者支援、
作業はPGSJの菓子作り、調理設備を使い昼食づくり、お弁当
販売、ペットフードの詰め合わせ、農作業、上福岡駅前花壇の
整備、余暇活動でフラダンス・パステルアートなどの表現活動

通年
川越市、ふじみ野市、
埼玉県内

40 なし 募集中

1 20232 コミュニティ広場　にこまる
子どもの居場所づくり、世代間交流を目的とする活動を行う。
子どもの居場所や学習支援の提供、多世代の交流。子ども食
堂を通して食育や団らんの場を提供する

毎月第1水曜日 大井中央公民館　大井分館 3 大人300 募集中

1 20237 社会福祉協議会北野支部
地域福祉に寄与する。ふれあいサロン、見守り活動、ぴんしゃ
ん体操を行う

第3水曜日 北野集会所 678世帯 なし 募集中

1 21239 ふじみ野レクダンス連盟
上部加盟団体（埼玉県レク協会、日本フォークダンス協会、
ふじみ野市分団連、スポーツ協会、ボランティア連絡協議会）
等事業

火、水、金曜日
ステライースト、西公民館、
コスモホール

３３人 2000 募集中


