
【団体紹介】

【構成人数】

【活動状況・活動実績】

三富今昔村の見学。
太陽の力で野菜が美味しくなることを知りました。

毎月1回　日曜日

イオン大井店店内又は、近隣郊外

　無料

＊2020年　水「生命を守ってきた大切な水」

ふりがな

団体名

イオン大井チアーズクラブは、2011年に発足し、
今年で9年目のクラブです。
地域の小中学生が、イオン従業員や地域の方々と一緒に
『環境』について学ぶクラブです。

チアーズメンバー　28名+コーディネーター　3名

活動日時

活動場所

会費等費用

会員募集の
有無

活動内容

農業体験で里芋掘りをしました。
蛍光灯の工場で

ガラスのリサイクルを見学しました。

地球の循環を知るために
みんなでミニ地球を作りました。

武州ガスにて
巨大ソーラーパネルを見学しました。

団体PR
活動の様子を写
真等を使って自
由に紹介してく
ださい。

（●）有り
ただし入会は４月

～
（　）無し

連絡先：070-6487-6903（チアーズクラブ担当）

いおんおおい　ちあーずくらぶ

イオン大井　チアーズクラブ

＊2019年　太陽「住みやすい地球を守るためにできること」

毎年変わる年間テーマがあり、そのテーマにそって
環境活動を行い、1年間学んだ活動内容の壁新聞を作成しま
す。
過去6回全国大会に出場している活発なクラブです。

【活動テーマ】

＊2011年　ゴミ「ゴミの分別を知ろう」

＊2012年　リサイクル「地域でできるリサイクルループ」

＊2013年　エネルギー「私たちの生活とエネルギー」

動物園での動物のストレスについて
勉強しました。

自然農法でお米作りを体験しました！

イオンの店内で牛乳パック回収と
リサイクルの呼びかけをしました。

豊洲にあるがすてなーに見学。
ガスエネルギーを学びました。

＊2014年　太陽と自然「太陽と自然のバランス」

＊2015年　植物「自然農法のお米つくり」

＊2016年　動物「環境エンリッチメント」

＊2017年　ゴミ「ふじみ野市のゴミを減らすためにできること」

＊2018年　エネルギー「未来のためにできること」



　2.植栽準備

【団体紹介】
 4.野草園（白い彼岸花）　

【構成人数】

　　6.こいのぼり風景
【活動状況・活動実績】

8.やまぶきの里

えぬぴいおうほうじんしゅううんふじみんのさと

NPO法人舟運・ふじみんの郷

●総会5月/毎年　●役員会、定例会1回/月　●随時　除草・清掃・植栽

葦原中学校裏～自然観察広場迄の遊歩道、河川敷、法面

ふりがな

団体名

正会員5000円/年　賛助会員3000円/年　　基金及び寄付金にて運営

活動日時

活動場所

会費等費用

会員募集の
有無

活動内容

平成24年4月埼玉県による「水辺100プラン事業」の一つとして、新河岸川河
川環境整備工事が、実施された。この整備された新河岸川流域を維持管
理して、市民が楽しめる遊歩道および湿地帯を利用して、地域自治会、市
民、学校、環境団体等で、結成した団体である。埼玉県・ふじみ野市・舟運・
ふじみんの郷と三者協定を結び協働して、活動しています。令和2年7月
NPO法人化し、現在に至る。

正会員21名　　賛助会員2名

団体PR
活動の様子を写
真等を使って自
由に紹介してく

ださい。

3.野草園（彼岸花）

　5.大型燈籠の作成風景

7.紫陽花の里

連絡先：堀江　肇　（代表理事）℡049-267-0797

　1.美化清掃

1.美化活動：年/春、秋、と市民、企業、学生、ふじみ野市職員環境団体を
含めて、200名参加者協働して、新河岸川流域の美化清掃活動をしてい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主目的に福岡河岸船着き場（水洗
い）河川敷湿地帯、舟運・ふじみんの郷・白山神社下遊歩道の除草、清掃
活動を行っています。
２、植栽活動自然観察広場、野草園、舟運・ふじみんの郷・白山神社下遊
歩道の樹木、草花を埼玉県みどり自然課等の補助金を利用して、植栽を
しています。
３、生態系保存活動サワガニ（埼玉県指定絶滅危惧種）保存活動。
４、イベント活動　福岡河岸まつり（協賛）実行委員会に参加し、毎年8月
中旬に新河岸川船着き場・湿地帯、を中心として、燈籠飾り、模擬店、音
楽演奏福岡河岸記念館とのコラボした祭りになります。
５、鯉のぼり市民の皆さんの寄付により、養老橋欄干を利用して、新河岸
川に泳がし子供さんの楽しみを頂いている。     ６、やまぶきまつり、あじ
さいまつり、開花時期に開催し市民の皆様と楽しみたい。



【団体紹介】

イオン大井店でのベランダdeキエーロ販売促進会
【構成人数】

【活動状況・活動実績】

産業祭でのベランダdeキエーロ販売促進会

団体PR
活動の様子を写
真等を使って自
由に紹介してく
ださい。

（　〇　）有り

（　）無し

連絡先：２６６－５９６９　（横田　充代）

ふりがな

団体名

循環型社会の実現をめざし持続可能なまちづくりを推進するため
にごみ減量の取り組みを行政とともに行うことを目的に平成２７年
５月に発足した団体です。
主な活動として、ベランダdeキエーロの普及活動や環境問題の啓
発のためのイベントなどに参加しています。

１０名

・毎月第二水曜日の午後２時間程度の定例会を開催しています。

・環境フェア、産業祭、スーパー店頭などでキエーロの宣伝及び販
売活動を行います。

・キエーロ利用者及びキエーロ購入希望者との懇談会を開催しま
す。

活動日時

活動場所

会費等費用

会員募集の
有無

活動内容

　　　　　　げんりょう　　　　　　　　　　　　かい

ごみ減量をすすめる会

定例会：毎月第二水曜日午後１時３０分～午後３時

主に上福岡図書館

ナシ



【団体紹介】

【構成人数】

【活動状況・活動実績】

8人

　こどもエコクラブの経営では農業体験を通して無農薬農業のやり方、プラ
スチックを使わない農業を試行錯誤で学んでいます。
現在、ふじみ野市内の緑は減少の一途をたどっており、将来が危惧されま
す。そこで学習会を開いて緑の大切さ・生物の多様性の重要さを会員が学
習しています。実際に森の近くを歩いて現状把握に努めています。
継続的には荒れた竹林の整備作業をエコクラブの子どもたちと一緒にやっ
ています。竹は繁殖力が旺盛で、常に整備する必要があります。夏はやぶ
蚊が多く、また夏の竹は水分が多いので使い物になりません。それで整備
作業は晩秋から冬にかけて行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎
年恒例で行っている事業としては、新河岸川河畔でのバードウオッチングが
あります。これはただ単に観察するだけではなく、ガンやカモの数を調べる
ものです。近年、著しく鳥類の数が減っています。　　　　　　　　　　　　自然素
材を使ったミニ門松づくり、リース作りも恒例で行っています。
新しく始めた事業としては、新河岸川河畔に生息する外来植物の調査があ
ります。やってみて分かったことは、河畔の植物はほとんどが外来種だとい
うことでした。
今年はできませんでしたが、野草クッキング、バスに乗っての蛍の観察会な
ども行っています。
所沢おおたかの森での薪割り体験や、餅つき体験など楽しい企画もたくさん
あります。緑の中での活動は楽しいです。

会員募集の
有無

活動内容

さいたまけんせいたいけいほごきょうかいふじみのしぶ

埼玉県生態系保護協会ふじみ野支部

毎月第3日曜日他

ふじみ野高校近くの竹林他

年会費2000円

（〇　）有り

（　）無し

和田　090-3517-1029

新河岸川河畔に生息する外来植物の調査

新河岸川に生息する川魚の調査 竹で作ったリース

活動日時

活動場所

会費等費用

団体PR
活動の様子を写
真等を使って自
由に紹介してく
ださい。

ふりがな

団体名

埼玉県生態系保護協会は生態系の保全活動に取り組んでいる団体で、県
内各地に支部があり、それぞれの地域にあった活動をしています。ふじみ野
支部はふじみ野こどもエコクラブの経営とともに、地域の植生を調べたり
バードウオッチングをするなど、生物の多様性を保持する活動を展開してい
ます。最終的にはナショナルトラスト運動が目標です。



【団体紹介】

【構成人数】

【活動状況・活動実績】

団体PR
活動の様子を写
真等を使って自
由に紹介してく
ださい。

（〇）

（　）無し

メール：yh710814＠outolook.ｊｐ　原芳彦（代表理事）

・埼玉県環境科学国際センター生態園観測会年2回実施、
イベントに講師派遣、参加、支援など

・埼玉県環境ネットワーク　SDGｓエコフォーラム開催協力

会費等費用

会員募集の
有無

活動内容

さいにくにかんきょうだいがくしゅうりょうせいのかい

彩の国環境大学修了生の会

会全体で取り組むイベントは年数回、4部会は延べ50回程度、その他に県、各自治体（ふ
じみ野市、春日部市、久喜市、蓮田市など）イベント支援、協力

県内各自治体・ふじみ野市

年会費　3000円／正会員、賛助との同額

ふりがな

団体名

・会には「地球温暖化防止」「化学物質」「生活循環資源」
「自然環境・教育」の4部会があり、各部会で毎月1回定例
会を開催して、相互啓もう、勉強会、意見交換会を実施して
いる。・会報を年4回発行、ホームページあり

活動日時

活動場所

・修了生の会独自イベントとして公開講座、出前講座を年各2回開催（主として
さいたま市内の会場）

・県内各自治体のイベントにボランテイアで協力、県内環境
団体イベントに協力、支援、参加。（こどもエコフェステイバ
ル、浦和コミュニテイセンターまつり、桜木公民館まつりな
・ふじみ野市市民活動フェステイバルに参加

1998年設立、彩の国環境科学国際センターが毎年開催している環境大学第1期修了生
で設立、活動歴20年経過。2018年度埼玉県環境大賞優秀賞受賞。会員は企業で環境に
関わり豊富な知識を有している。多様な環境問題に対応できる。

現在80名（正会員は県環境科学国際センター開催環境大学修了生が条件、賛助会員は
会の趣旨に賛同していただける）賛助会員もいます。



【団体紹介】

【構成人数】

【活動状況・活動実績】

ふりがな

団体名

こどもエコクラブは、平成7年に環境省が持続可能な社会を目的に
始めた事業です。ふじみ野こどもエコクラブは2014年に発足し8年
目になります。小学生と大人のサポーターとで活動しています。

小学生20人大人30人

活動日時

活動場所

会費等費用

会員募集の
有無

活動内容

ふじみのこどもエコクラブ

ふじみ野こどもエコクラブ

毎月第1第3日曜日9：00～12：00

ふじみ野高校近くの畑と竹林、その他

年会費1500円

団体PR
活動の様子を写
真等を使って自
由に紹介してく
ださい。

（〇）有り

（　）無し

連絡先：和田淑子　090-3517-1029

竹林で採れた竹を七夕飾り用にみんなで上福岡駅前で配りました

畑に看板を作りました

サマーチャレンジで竹細工教室。みんな夢中！

環境に関心を持つ人材の育成を目指しています。主な活動は3つ
です。1つ目は市内の畑を借りてやっている野菜作りです。無農
薬・脱プラスチックでやっています。2つ目は法理された竹林の整
備です。竹細工教室でコップやペン立てなどを作っています。3つ
目は自然に親しむ活動です。エコクッキングやバードウオッチン
グ、薪割り体験など、子どもも大人も楽しめる企画がたくさんありま
す。
　　2020年度年間活動計画
4月…野菜の種まき
5月…春野菜の収穫・さつまいもの苗植え
6月…筍採り・新河岸川に生息する魚の観察
7月…ジャガイモの収穫・新河岸川に生息する魚の観察
8月…所沢おおたかの森で薪割り体験
9月…ブロッコリーの苗植え
10月…秋野菜の収穫
11月…サツマイモ・ブロッコリーの収穫
12月…リース作り・竹林整備
1月…所沢おおたかの森で薪割り体験・バードウオッチング
2月…所沢おおたかの森で餅つき体験・野菜の収穫
3月…箒づくり・野菜の収穫・草取り





【団体紹介】

【構成人数】

【活動状況・活動実績】

芝が生え揃ったドッグランに💛

お疲れ様のご褒美♪

消毒して綺麗に！

（　）無し

連絡先：fm.aikenka@gmail.com

🐾毎月の定期清掃

🐾しつけ教室参加

台風で河川の水に沈んだドッグラン

🐾ドッグランの整備　ドッグランに河川の水被害があった時などは
　　　　　　　　　　　　　除染作業を行います。

🐾会員の交流を深める交流会を実施します。

芝生が傷んだので植え替え作業

約90名

団体PR
活動の様子を写
真等を使って自
由に紹介してく

ださい。

（〇）有り

🐾行政の実施するしつけ教室に参加します。

ふじみのし・みよしまちあいけんかきょうかい

ふじみ野市・三芳町愛犬家協会

毎月第1日曜日　他必要に応じて活動

ふじみ野市・三芳町ドッグラン

入会費：1世帯1,000円　年会費：二市町在住者2,000円　在勤者3,000円

ふりがな

団体名

　　ふじみ野市・三芳町が設置するドッグランの
維持、管理を中心に活動しています。

🐾詳細はホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　　➡http://fmda.html.xdomain.jp/

🐾定期清掃　毎月第1日曜日にドッグランの除草、芝生の管理作　　
　　　　　　　　　業を行います。同時に新規会員の受付をします。

活動日時

活動場所

会費等費用

会員募集の
有無

活動内容


