
 

 

コミュニティ会議認定団体一覧表 

（平成２２年４月１日現在） 

 

認定団体数 ３２５団体 

 

（内訳） 

西 区：３０団体      北 区：４５団体 

大宮区：２９団体      見沼区：２０団体 

中央区：７８団体      桜 区：１５団体 

浦和区：３４団体      南 区：２６団体 

緑 区：２３団体      岩槻区：２５団体 
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27 ブルーダイヤモンズ H21.2.25
特別養護老人ホーム等に入所している高齢者に、歌や楽
器による演奏を行うボランティア活動

Ｋ・Ｋ・Ｉ　クラブ H19.6.4
高齢者の引きこもり対策、健康維持のための教室の開催。
健康体操、講和、レクリェーション活動等

昼間ノ渡シ復興実行委員会 H18.10.20
昼間ノ渡シ場跡の整備及び歴史的文化遺産である「昼間
ノ渡シ」を後世に伝える活動、調査研究

会議の目的（活動内容）

指扇会食ボランティアの会 H15.7.14 高齢者対象の会食サービス

団体名 認定日

さいたま交通安全保護者の会
（母の会）西支部

H15.7.14 交通安全教育・指導

錦乃原櫻草保存会 H15.7.14 錦乃原桜草の保護育成を通じた郷土文化の振興

ボランティアグループ　さくら草 H15.7.14 高齢者対象のふれあいボランティア

植水体育振興会 H15.7.14 スポーツ振興のための普及活動及び事業展開

水辺の里を育てる会 Ｈ16.4. 9
水辺の里公園を核にみどりを育て守り自然環境を未来に
伝えていくことを目指す

氷川の森　花の友 H16.4.13
地域の環境美化活動、緑化活動を通してまちづくりに貢献
し、地域社会との交流

環境浄化を進める会・大宮 H16.4.30
ＥＭ(有用微生物群)を活用した自然と生命を尊ぶ、クリー
ンな地域社会の実現

さいたま市子ども会連盟西区
子ども会

Ｈ16.4. １
子ども会活動を育成助長子どもの社会生活に必要な徳性
を養い少年の健全育成に寄与

指扇地区体育振興会 Ｈ16.7. 6
体育団体を統括し、地域の体育レクリェーション活動の普
及、住民の親睦

馬宮地区社会体育振興会 H16.7.12
体育団体を統括し、地域の体育レクリェーション活動の普
及、住民の親睦

リサイクル女性会議西区 Ｈ16.8. 9
ゴミ減量や資源の大切さを理解してもらうため地域での啓
発、資源の有効利用の推進

さいたま市体育指導委員連絡
協議会西区支部

H16.8.24
西区支部委員の指導力の向上を図りスポーツの振興に資
する

指扇軽音楽同好会「ロイアル
ズ」

H16.9.13
軽音楽演奏を通じ福祉施設の慰問、地域イベントの参加
で地域社会の絆を深める

指扇地区餅搗き踊り保存会 H16.12.27
指扇地区の餅搗き踊りの継承と郷土芸能の発展、後継者
育成・公開

西区老人クラブ連合会 H16.12.28
老人クラブ会員相互の親睦、向上発展に寄与するととも
に、連絡調整を図る

指扇地区囃子保存会 H17.2.28
昔から伝わる伝統芸能（囃子）の保存育成と技術の向上・
公開

まちづくり市民ネットワーク
さいたま西区部会

H17.3.23
西区を対象としたまちづくりに関するプラン・政策の作成提
言,調査研究,学習交流

心の教育モデル地域事業実
行委員会

H17.6.9
学校･家庭・地域社会・関係機関団体等が一体となり児童
生徒の心の健全育成のための啓発活動

三橋６丁目防犯推進委員会 H17.6.24
犯罪のない明るい社会の実現を目指し自主防犯体制の確
立を図り犯罪の予防に協力する。

パソコン手慣れ塾 H17.10.15
パソコンに対する理解、学習の向上、会員の友好親睦、自
治会活動や社会交流に寄与する。

西区スポーツ振興会 H18.2.3
地域住民に対し生涯スポーツの普及活動や体力の増進・
保持に努め活動を行う

青少年育成さいたま市民会議
指扇地区会

H18.2.21
心身共に健全な青少年の育成のための調査研究、事業の
企画運営及びボランティア活動

滝沼川第2遊水地桜を育てる
会

H18.2.24
滝沼川第2遊水地に植栽した桜を維持管理し、開花時期
にはさくらまつりを開催し、地域コミュニティの親交を深める

西区コミュニティ会議一覧　（３０団体)
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28

29

30 水辺環境再生さいたま H22.3.24
区内の河川、湖沼、用水路等の水質改善と水辺環境の再
生事業への取り組み等。

おおみや扇民踊会 H21.8.27
民踊を通しての生涯学習、健康づくり、ふれあいの場づく
り。高齢者施設への慰問等。

内野地区体育振興会 H22.1.5
スポーツ活動の推進と体力向上につながる事業の計画、
立案等。
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北区コミュニティ会議一覧　（４５団体）

植一睦会 H16.8.24
地域内の防犯･防災パトロール及びチャリティーの実施を
行う

大宮おもちゃの病院
宮原分院

H16.2.18 宮原公民館でおもちゃの無料修理（ボランティア）を行う

箏クラブ「一期一会」 H15.11.13
文化箏の演奏活動を通し地域の発展、福祉の増進、会員
の親睦を図る

さいたま市リサイクル女性会議
［北］

H15.9.22 ごみ減量や資源の有効利用の地域での啓発を行う

さいたま市みどり愛護会土呂・
盆栽支部

H15.7.3
土呂町、盆栽町内の市有緑地、借用緑地の保全活動を行
う

ふれあい植竹会 H15.7.3
植竹地域の一人暮らしのお年寄りへの昼食づくり及びボラ
ンティア活動を行う

日進餅つき踊り保存会 H15.7.2
伝統ある餅つき踊りの芸能を継承保存し、更にこれを後世
に永く伝えると共に、芸能を通じ郷土愛と文化教養の向上
を図る

ふれあい会食ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱわかば
会

H15.7.1
宮原地区内の７０歳以上の単身高齢者のために、毎月１回
宮原公民館にて手作り食事の提供を行う

吉野原太鼓 H15.6.30 地域のまつり、学校等のイベント参加を行う

明日のさいたまを創る会　北
支部

H15.6.30 講演会等の開催及び聴講を行う

ふれあい会食おおさと H15.6.27
大砂土地区内の７０歳以上の単身高齢者のために、毎月１
回大砂土公民館にて手作り食事の提供を行う

吉一愛犬家の奉仕の会 H15.6.27
町内の愛犬家が道路、公園等に放置されている犬の糞や
ごみの清掃活動を行う

さいたま市花いっぱい運動推
進会本郷支部

H15.6.27
花苗の植栽及び保全活動、植樹会活動の推進、公園・緑
地・街路・空き地等の緑化の推進を行う

さいたま市みどり愛護会本郷・
宮原支部

H15.6.27
「本郷自然の森」「加茂宮自然の森」保全活動及び清掃
等、「さいたま市みどり愛護会」事業への参加を行う

日進３いきいきサロン H15.6.27
日進３丁目地区内の高齢者のために、毎月１回日進町３丁
目自治会館にてボランティア活動を行う

櫛引さくらの会 H15.6.27
櫛引町２丁目地区内の高齢者のために、毎月１回櫛引町２
丁目自治会館にてボランティア活動を行う

日進地区宅配食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「日進たんぽぽ」

H15.6.27 日進地区の高齢者への宅配食事サービスを行う

会食ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ日進ひまわり H15.6.27 日進公民館を会場に手作り食事の提供を行う

さいたま市交通安全保護者の
会（母の会）北支部

H15.6.27
交通安全教育の推進者となる他、関係団体との密接な連
携により交通安全思想を普及し、交通事故を無くし明るい
平和な街づくりに寄与する

三貫清水の会 H15.6.27 毎月１回、三貫清水緑地の自然保護と清掃活動を行う

朋友会 H15.6.25 吉野町にある５ケ所の公園で草刈や清掃活動を行う

北区こども会連合会日進支部 H15.6.25 こども会の育成を図り、地域の発展向上に寄与する

大宮日進七夕祭り実行委員会 H15.6.24
地域団体相互の交流と文化的事業の育成及び、地域住民
の誇りとなる祭りの実現を図る

きらら商店街振興組合青年
部

H15.6.24
日進駅前の商業の振興、まちづくり、会員の親睦、後継者
育成など検討、提言、実行を目指す

日進おはやし保存会 H15.6.24
郷土芸能振興のために各支部との相互連絡を図り、また大
村江流囃子の健全な発展と保存を行う

日進駅南地区まちづくり推進
協議会

H15.6.24
ＪＲ埼京線日進駅南地区再開発まちづくりを推進するととも
に、関係機関への提言を行う

会議の目的（活動内容）

宮原青年クラブ H15.6.24
宮原地区の発展と共栄に寄与し、会員相互の勉強と親睦
を図る

団体名 認定日
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44

45

さくらんぼクラブ H19.8.13
心を豊かにするため、区民同士のつながりの場として、「健康クッキ
ング」「教養講座の企画・開催」などの活動を行う

大宮別所・世代交流会 H19.6.21
地域に住む人達が世代を超えて、地域の歴史や文化を学び、今
昔の遊びやスポーツを通じて交流を図る場を提供する

ぼんさい遊々

特定非営利活動法人子ども文
化ステーション

H21・ 6・22
子どもたちの多様な文化活動を推進することにより、次世代につな
がる先駆的な子育て・子育ての地域環境づくりと、子どもが豊かに
育つ日本社会づくりに寄与する。

H19.3.30
世界に誇るさいたま市の盆栽の周知を行うとともに、地域で盆栽作
成を行うことにより盆栽文化・芸術の発展を図る

加茂宮囃子連 H19.3.30 郷土芸能（囃子）の継承、保存育成、発表を行う

さいたま市北区ボランティア連
絡会

H18.10.24
ボランティア活動を通じて、誰もが安心して共に生き生きと暮らせる
社会を築くため、相互の交流を図る

北区ゲートボール愛好会 H18.9.1
ゲートボールの普及を通し、区民相互の親交を深め、健康増進を
図るとともに、多世代間の交流を行う

宮原を大事な場所にしよう会 H18.6.7
健常者と障がい者が協力し合いながら、宮原駅西口地域を中心と
した緑化活動を行う

アーベイン大宮「防災・防犯
ネットワーク」

H17.11.28
自警団による地域の巡回防犯、学童の登校時の安全監視及び誘
導、独居老人や身体的弱者への防災防犯支援などを行う

きらら商店街振興組合青年部
防犯パトロール隊

H17.2.8 町内の防犯活動を行う

土呂町自主防犯連絡会 H17.1.14
地域の防犯活動を自主的に行い、防犯の輪を広げて犯罪
の起こりにくい環境をつくる

日進２丁目ふれあいサロン H16.11.26
外出や会話をする機会の少ない高齢者の仲間づくりなど
の支援を行う

子育てサロン　日進サポーネ H16.11.26 子育て中のお母さんの悩みや不安などの育児相談を行う

母歯ネットワーク H16.10.12
乳幼児をかかえているお母さんのコミュニケーションの支
援、歯科予防・食育の勉強会を実施する

奏楽 H19.12.27
新しい祭り「ボラーデ」を開催　様々な世代の人達が集える場所づ
くりを支援し、ネットワーク及びコミュニケーションを構築する

まちづくり協議会クローバー H21・ 4・10
宮原駅、日進駅、大宮花の丘農林公苑の周辺地域において、まち
づくりを推進し、地域を活性化するために必要な活動を行う。

キーボードサークル・ひまわり
会

H22・　3・　2
趣味としてのキーボード演奏練習を通じて会員相互間の親睦と交
流を図り、合わせて生涯学習活動の啓蒙と推進、さらにより広いコ
ミュニテーションの輪の拡大を目的とする。

日進友の会 H21・　9・　3
地域における会員相互の親睦を図ると共に、会員によるウォーキン
グや区内の子ども達を集めての凧作り、凧揚げ大会の実施。
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環境活動を通してのまちづくり

大宮区コミュニティ会議一覧　（２９団体）

会議の目的（活動内容）認定日

さいたま市リサイクル女性
会議大宮地区

H15.6.30

団体名

ＣｏＣｏネットおおみや H15.6.30 子育てする母親への支援

アンサンブル・コン・アミーコ H15.7.3
子どもたちがクラシックに親しめるよう参加型コンサート開
催

氷川の杜　うるおいのあるまち
づくり推進協議会

H15.8.7
氷川参道の樹木調査、交通量調査、清掃によるまちづく
り。まちづくり広報紙の発行

さいたま市交通安全保護者の
会（母の会）

H15.8.7 子どもの交通安全を図るとともに、交通安全教育の推進

シニアライフ研究会 H15.11.12 健康で文化的な生活をめざす高齢者を支援する

ＮＰＯ法人　さをりひろば大宮
ネットワークセンター

H15.11.18
障害者や高齢者など社会的弱者の立場にある人々の社会
参加、生活向上支援

さいたま大宮地区保護司会 H15.12.17 社会を明るくする運動

大宮東口はっするねっと H15.12.22
市民の輪によって大宮東口地域を発展させ、魅力あるまち
づくりを発案する

大宮区スポーツ振興会 H16.3.24 地域スポーツ活動の普及

会食ボランティア花みずき H16.3.31 地域社会のふれあいの場として会食会を開催

特定非営利活動法人生涯学
習コーディネート協会

H16.4.19
シニア、障害者、子供を対象としたパソコンを活用した様々
な活動

少年非行防止ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡
会

H16.5.13 青少年の非行防止及び健全育成の推進

大宮駅東口北部地区商店街
サミット（宮一サミット）

H16.6.15
大宮駅東口の安全で楽しく快適な地域環境の整備と活性
化事業の実施

織の音手織り研究会 H16.6.21 福祉と日本伝統文化の継承

NPO法人さいたまｽﾎﾟｰﾂクラブ H16.6.25 地域住民のスポーツ及び文化活動の推進

大宮郷土史研究会 H16.6.28 大宮の歴史研究

さいたまおかみさん会 Ｈ16.7. 6 地域の発展と暮らしやすいまちづくり活動

せせらぎｺﾝｻｰﾄ市民企画委員
会

H16.7.18 市民がささえ、市民が育てる野外コンサート主催

大宮演劇鑑賞会 H17.3.10 演劇鑑賞を通じた地域文化振興

ウェルビー H17.12.26 不登校児やその家族に対する支援

オリパパとトランペットが吹き隊 H17.12.28 地域の祭りやコンサートでの演奏、初心者教室での指導

宮美連 H18.5.19 阿波踊りを通じた交流、地域発展活動

北袋お地蔵祭り実行委員会 H18.12.8 地域コミュニティの醸成、地域発展活動

大宮学事始 H18.12.8 地域文化の創造

三橋コミュニティ H19.4.23 地域コミュニティの醸成

鉄道文化を考える市民の会 H20.6.26 鉄道文化の普及・振興
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29

Sound Hart H21.4.27 音楽を通じた地域コミュニティの醸成

ザッキー＆メグムンとサックス
が吹き隊

H21.12.24 音楽を通じた地域コミュニティの醸成
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

見沼区コミュニティ会議　（20団体）

さいたま市一級河川東部連絡
会

H21.7.30
綾瀬川の美化活動と地域の自然を守り、会員相互の交流
を図る。

見沼区中川女性災害対策隊 H20.4.28
災害時の炊き出し･女性高齢者へのケア、地域の災害状況
などの情報収集など

会議の目的（活動内容）

異業種交流会ＷＥＳ２１ H15.6.23
地域産業の活性化や交流、地域の福祉や文化の向上を
図る。地域のボランティア活動など。

団体名 認定日

さいたま市リサイクル女性会議
見沼区グループ

H15.6.23
環境活動を通してのまちづくりを図る。（ごみ減量化促進に
向けて啓発活動など自主活動を実施）

NPO法人さいたまスポーツクラ
ブ

H15.6.23
地域住民のスポーツ及び文化活動への生涯参加と青少年
の健全育成を図る。

大宮河川愛護会 H15.7.17
河川文化と地域環境を守る。河川の水質調査、環境学習
会、自然観察会などを実施。

さいたま市みどり愛護会 H15.8.19
みどりの保全事業を積極的に実施。雑木林、自然緑地の
維持管理など。

NPO法人自然観察さいたまフ
レンド

H15.8.19
自然観察、緑地保全活動を実施。武蔵野の原風景を守り
育てる。

まちづくり市民ネットワーク・さ
いたま見沼区部会

H16.3.18 見沼区の市民参加型まちづくりの研究。

配食サービス　ひまわり H16.3.18
高齢者向け手作り弁当の調理、配達。研修会、学習会の
実施。

深作ささら獅子舞保存会 H16.7.27 郷土芸能ささら獅子舞の継承及び育成

ＮＰＯ法人地域人ネットワーク H17.1.27
知識と経験を地域社会に還元する。
人材派遣、イベントへの協力・支援等。

見沼の自然と環境を守る会 H17.4.12
緑を守り自然を大切に歴史と文化を継承する。
自然観察、自然保護活動等を実施。

つくしんぼの会 H17.4.26
高齢者への弁当の配達。
自立者中心のミニデイサービス実施。

ボーイスカウト見沼区所在団 H17.6.22 野外活動や社会奉仕などを通した青少年の教育。

彩の国いきがい大学伊奈学園
さいたま会

H17.7.1
社会に貢献寄与する。
地域活動等社会参加の実施、各種団体との連携。

H18.3.13
お互いが「教え・学び」の精神を尊重し、誰でもがいつでも
自由に参加できる学習会を目指す。

さいたま市保健愛育会見沼区
支部

H17.10.25 母子の健康や育児支援、高齢者向け事業の協力等。

NPO法人ivory space 　 さいたまと
アジアをつなぐコミュニティ

H21.6.11
教育協力や相互交流。身近でできる国際協力活動を通じて、国際
的な視野を育むと同時に、地域社会を考えるきっかけとなることを
志向。

芝川の自然を守る会 H19.5.14 芝川の美化活動と地域の自然を守る。

埼玉雑学大学
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

中央区コミュニティ会議一覧　（７８団体）

会議の目的（活動内容）団体名 認定日

さいたま市中央区子ども会連
合会

H15.6.6 子どもの健全育成を図る

中央区自治会連合会 H15.6.6
各自治組織相互の連絡協調を図り、その親睦を深めるとと
もに住民自治の確立及び向上に寄与する

さいたま市中央区福祉ボラン
ティア連絡会

H15.6.6 各福祉ボランティアの連絡調整を図り、福祉の向上を図る

文化協会 H15.6.6 各文化団体の協力体制を図り、文化振興に寄与する

大戸婦人会 H15.6.6
各地域婦人会の活動の発展を目指し、男女共同参画社会
にふさわしい活動を積極的に推進する

中央区食生活改善推進員協
議会

H15.6.6 健康づくりのために食生活の改善の普及を図る

さいたま市ＰＴＡ協議会中央区
連合会

H15.6.6
家庭･学校･地域における最善の教育を目指し、ＰＴＡ活動
の発展と児童･生徒の福祉の増進を図る

さいたま市与野身体障害者福
祉会

H15.6.6 身体障害者の福祉の向上を図る

 埼玉中央青年会議所 H15.6.6 地域社会の健全な発展に貢献する

与野土木研究会 H15.6.6 地域ボランティアに貢献し、災害緊急時に協力をする

青少年育成さいたま市民会議
中央区会

H15.6.6 青少年の健全育成を図り、もって環境美化等の活動を行う

与野明るい社会づくりの会 H15.6.6 地域福祉への奉仕活動を行う

さいたま商工会議所中央支部 H15.6.6 地域経済社会の振興・発展や社会福祉の増進に寄与する

与野地区社会福祉協議会 H15.6.6 社会福祉活動を組織的に展開し福祉の増進を図る

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄさいたま北地区協
議会

H15.6.6
ボーイスカウトの組織を通じ、社会に奉仕できる能力等を
教育し、実践できるようにする

よのもと会 H15.6.6 与野公園の草むしり・清掃等美化に寄与する

さいたま市与野くらしの会 H15.6.6 消費生活の改善･向上を図る

さいたま市リサイクル女性会議
中央区支部

H15.6.6
ごみの減量や資源の大切さを理解してもらうため、地域で
の啓発等減量、資源の有効利用の推進に努める

中央区民生委員・児童委員協
議会

H15.6.6
民生･児童委員精神の高揚に努め、職務に関する総合的
研修を実践するとともに、連絡・協調を図り、委員活動の健
全な発展に寄与する

さいたま市中央区老人クラブ
連合会

H15.6.6
老人クラブの活性化、普及・発展を図るとともに、区内単位
老人クラブ相互の連絡と親睦を図り、老人福祉の増進に寄
与する

 さいたま市シルバー人材セ
ンター与野地区親睦会

H15.6.6
シルバー事業の運営、高齢者の生きがいに貢献し、社会
奉仕活動に積極的に参加する

与野鴻沼太鼓父母会 H15.6.6 和太鼓を通じて健全な青少年を育てる

 ガールスカウト日本連盟埼
玉県第14団

H15.6.6
地域と連携して体験活動を通じ少女の育成を推進し、社会
奉仕意識を持って市民として自ら考え行動できる人を育て
る

 ガールスカウト日本連盟埼
玉県第52団

H15.6.6
地域と連携して体験活動を通じ少女の育成を推進し、社会
奉仕意識を持って市民として自ら考え行動できる人を育て
る

さいたま市青少年相談員与野
地区協議会

H15.6.6
青少年の健全育成を目的とし、キャンプ主催、成人式への
協力等の活動を行う

さいたま市浦和地区保護司会
中央支部

H15.6.6
公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽く
す。犯罪非行の予防に努める
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

さいたま中央地区更生保護女
性会

H15.6.6
地域から犯罪者や非行少年を出さないように啓発運動等
を推進する

小さな親切運動与野支部 H15.6.6 小さな親切運動を通じ、社会奉仕に貢献する

さいたま市与野遺族会 H15.6.6
常に戦没者英霊を顕彰し感謝の気持ちを捧げるとともに、
社会奉仕活動に積極的に協力する

さいたま市交通安全保護者の
会中央支部

H15.6.6
交通安全を図るため、交通安全教育の推進者となり、交通
安全思想の普及に努める

浦和西交通安全協会 H15.6.6
浦和西警察署と連携をとり、交通道徳の普及、交通事故防
止に努め、地域の交通安全に寄与する

さいたま市消防団中央ブロック H15.6.6
消防・防災に関する知識や技術を習得し、火災発生時に
おける消火活動等で地域住民の安全に寄与する

さいたま与野ライオンズクラブ H15.6.6 中央区内の社会奉仕に精進する

与野中央ライオンズクラブ H15.6.6 中央区内の社会奉仕に精進する

与野新都心ライオンズクラブ H15.6.6
中央区内の社会奉仕に精進する。他にサッカー大会を開
催、区のまつりでバザー

与野新生ライオンズクラブ H15.6.6 中央区内の社会奉仕に精進する

さいたま中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ H15.6.6 中央区内の社会奉仕に精進する

さいたま新都心ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ H15.6.6 社会奉仕・国際奉仕に精進する

 さいたま市与野医師会 H15.6.6 区民の健康の増進に努める。医療活動

 与野歯科医師会 H15.6.6 地域における歯科保健・医療活動を行う

さいたま市与野薬剤師会 H15.6.6
公衆衛生の向上、薬学薬業の進歩発展及び薬剤師倫理
の高揚を図り、もって社会の福祉を増進すること

与野薬業協同組合 H15.6.6
公衆衛生の向上、薬学薬業の進歩発展を図り、もって社会
の福祉を増進すること

中央区私立幼稚園協会 H15.6.6 区内私立幼稚園８園相互の連携及び研修

与野商店会連合会 H15.6.6 地域商店街の発展に寄与する

さいたま農業協同組合与野支
店

H15.6.6
幅広い人々とのコミュニケーションを大切にし、地域社会に
貢献する事業機能の確立を目指す

地域労働者福祉協議会 H15.6.6
各種事業団体・一般市民などとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図り、地域労
働者のニーズに応えうる市民福祉活動を展開

与野・水と緑を考える会 H15.6.6
旧与野市の水と緑を保全する目的で、高沼用水・鴻沼川と
住民との新たな関係を造る行動を進める

さいたま市花いっぱい運動推
進会与野支部

H15.6.6
花を植えることにより市民にやすらぎを与えると同時に、花
づくりをとおしてコミュニケーションを図っていく

 倫理研究所家庭倫理の会
浦和

H15.6.6 「純粋倫理」の追求をする

ニューモラルクラブ H15.6.6 倫理・道徳の向上に寄与する

さいたま市建設業協会与野支
部

H15.6.6
建設業の向上を図り、健全なる事業の運営並びに公共の
福祉に貢献する

鴻和会 H15.6.6
地域において親しまれるよう努力し、会員相互の交流を通
じ、社会奉仕・福祉の向上を図る

建設埼玉与野地区本部 H15.6.6 建設国保の運営、労災・雇用保険の手続き代行を実施

与野七福神ﾊﾟﾚｰﾄﾞ実行委員
会

H15.6.6
与野七福神ﾊﾟﾚｰﾄﾞ(仮装行列)を実施することにより、観光
振興に寄与する

与野たばこ税協力会 H15.6.6 清掃事業などを通じ社会に貢献する
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

よのコミュニティサポート H21.8.6 円滑なコミュニティ活動の支援

音楽玉手箱rococo H21.7.8 芸術・文化に親しむ機会の創出

中央区バラサポーター H22.3.26 バラのより一層の普及や緑化推進を目指す

さいたま市与野グラウンド・ゴ
ルフ協会

H22.3.26 高齢者の健康増進・地域交流の場づくり

与野音楽連盟 H20.8.25
各種コンサート並びに会員相互の研鑽・交流とボランティ
ア等の活動

与野公園保存協力会 H15.6.6
与野公園の保存・保護を通じ、郷土に対する理解を深め、
その活用を図り後世に伝えていく

埼玉県板金工業組合与野支
部

H15.6.6 板金工事業に関する資料の収集、情報の提供をする

よさこい彩雅組 H15.6.6 よさこいソーラン踊りを通じ、地域の親睦、活性化を図る

上落合盆踊保存会 H15.6.6
毎年開催する盆踊り大会を通して、地域のコミュニケーショ
ン・融和を図る

さいたま市肢体不自由児者父
母の会

H15.6.6
肢体不自由児者が地域社会の一員として明るくゆとりある
生活の実現に向け活動する

阿波踊りを楽しむ会（舞遊連） H15.6.6
阿波踊りを通じ、各種団体との交流を図るとともに地域の活
性化を図る

さいたま市与野農業振興組合 H15.6.6
区民と農業者の交流を通じ、農業・農産物に対する理解を
深めるとともに、都市農業の活性化と振興に寄与する

さいたま市与野歩こう会 H15.6.6
心と心のふれあいを大切にし、いつでもどこでも誰とでも明
るく楽しく歩くことを目的とする

 埼玉県看護協会与野訪問
看護ステーション

H15.6.6
市民への看護サービス・訪問看護などを充実させるため、
教育・研修活動を実施する

与野アマチュア無線連合会 H15.6.6
アマチュア無線の健全なる発達を図り、無線技術を通じ地
域社会における交流と親睦を図る

さいたま市体育指導委員連絡
協議会中央区支部

H16.8.5
市民・区民へのスポーツの普及及び振興。スポーツ教室の
開催

ふるさと与野の生活文化を楽
しむ会

H17.2.1 中央区に伝わる生活文化の伝承

与野赤十字奉仕団 H17.5.25 救急法の講習・高齢者支援・子育て支援等の奉仕活動

在日本大韓民国民団埼玉県
中央支部与野分団

H17.8.9 大韓民国の文化の振興と中央区民との友好

さいたま市秋田ふるさと会与
野支部

H17.9.21 秋田県出身者によるふるさと秋田の振興・文化の発展

踊りを通じ地域社会と交流を図る。

さいたま市中央区明るい選挙
推進協議会

H18.3.8 明るい選挙実現のため有権者への啓発活動をする。

さいたま市中央区スポーツ振
興会

H19.6.19 地域の特色を活かしたスポーツの振興を図る

かっぽれ会与野道場 H18.3.8
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NPO法人さいたま都市まちづ
くり協議会

H21.9.9 都市整備に関する調査研究

桜区のまちづくりを進める会 H19.8.2
講演会やシンポジウム・勉強会を開催するなど、地域のま
ちづくりを進める活動を行う。

桜区コミュニティ会議　（１５団体）

会議の目的（活動内容）

リサイクル女性会議・桜 H15.6.9 環境活動を通してのまちづくりを図る。

団体名 認定日

大久保地区まちづくりの会 H15.7.1
大久保地区の防災、交通、ごみ等の環境問題、青少年育
成問題を考える。

埼大通りの環境を考える会 H15.7.1 地域の活性化及び環境美化

浦和工業団地協同組合 H15.7.1 地域との連携とコミュニケーションを図る。

西浦和駅周辺の街を住みよく
する会

H15.7.1 西浦和駅周辺の街づくり、環境美化

桜田クリーン推進クラブ H15.7.15 桜田地域環境美化、地域の活性化

田島ｹ原のサクラソウを守る会 H16.3.31
「田島ヶ原サクラソウ自生地」の巡回、清掃などの愛護活動
を行う。

郷土史研究クラブ Ｈ16.5. 6
郷土の歴史･文化･民俗・自然等を広く学び地域及び内外
の人々に資料を提供する。

さいたま市桜区明るい選挙推
進協議会

Ｈ16.6. 4 桜区における明るい選挙を効果的かつ円滑に推進する。

アヤメの会 Ｈ16.8. 2 千貫樋水郷公園の環境美化

こうぬま・水と緑を楽しむ会 H16.12.14 高沼用水の西縁を中心とした地域の環境の保全と活用

さいたま市体育指導委員連絡
協議会桜区支部

H16.12.21
市民へのスポーツの普及、スポーツ振興にかかわる広報、
健康な身体をつくるための活動

田島の獅子舞保存会 H21.10.6 田島の獅子舞の保存、後継者育成
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8

9

10

11

12
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14

15

16

17

18

19

浦和区コミュニティ会議一覧　（３４団体）

会議の目的（活動内容）

浦和区四星会 H15.6.2

進展する少子高齢化社会にあって会員が連携し活動することによ
り、地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。主な事業
として、「高齢者の主張」文集を作成・発行し、発表会を開催してい
る。

団体名 認定日

さいたま市リサイクル女性会議
浦和

H15.6.13
市民の方々に、ごみ減量や資源の大切さを一層理解してもらうた
め、地域での啓発やごみに関するモニター的な役割を通じ、ごみ
減量、資源の有効利用の推進を図ることを目的とする。

上木崎・大原夏祭り実行委員
会

H15.6.24
上木崎地区発展の一環として夏祭りの企画及びその実行と会員相
互の親睦を図ることを目的とし、そのための事業を行う。

浦和区本太元町地区三世代
交流実行委員会

H15.6.30

進展する少子・高齢化社会にあって、元町本太地区における青少
年育成事業と地域の社会福祉活動を組織的に展開し、地域福祉
の増進を図ると共に青少年の健全育成を目的とした世代間交流事
業を行う。

領家介護を考える会 H15.6.30
介護問題を中心とした地域福祉の問題について地域の住民と共
に考え、学習することを目的とし、勉強会及び講座を開催する。

さいたま市浦和区公民館卓球
同好会

H15.7.1
卓球競技者の底辺拡大と地域コミュニティの活性化を図るため、浦
和区１２公民館による交流卓球大会を開催する。併せて初心者を
対象とした講習会及びルール改正の説明会を開催する。

北浦和総合型地域スポーツ・
レクリエーションクラブ『ふれあ
いプレイランド』

H15.7.1

老若男女だれもが生涯を通して途切れることなくスポーツや趣味を
楽しむと共に、技術や体力の向上、心身の健康づくりを目指し、北
浦和総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブの設立に向け、そ
の一環として、ふれあいプレイランドを開催する。

仲本地区コミュニティ会議 H15.7.1
コミュニティ事業をテーマにして、住民相互の創意により、実践活
動等を通じてコミュニティを活性化し、地区住民が愛着のもてるま
ちづくりを推進する。

常四世代間交流の会 H15.7.2
子供からお年寄りまで世代間の交流を通じて地域の輪をひろげ、
住民の心をつなぎ連帯感を高め、またくらしに潤いを与える。

北浦和いい（ｅ）街づくり推進
委員会

H15.7.3
北浦和地域の自治会、商店会、駅などが連携し、地域の情報を共
有し、それを活用し、魅力ある住みよい街づくりを目指すことを目的
とする。

アシスト浦和２１ H15.7.7

①地域の方に介護保険を暮らしに生かす方法を知っていただくこ
と
②誰もが自分らしく暮らせるまちにするため、地域の方と協力する
こと

浦和南コミュニティ会議 H15.9.3

実践活動等を通じて、コミュニティを活性化し、地区住民が愛着の
もてる町づくりを推進するため、「浦和南コミュニティ会議」を設置。
当会議主催による「浦和南ふれあいフェスティバル」を開催し、「親
子ゲーム」や「親どうしの交流」、「なんでも相談室」など様々な催し
を通して親子のふれあい、子供の健全育成を図る。

上木崎ボランティア遊登里 H15.10.1

上木崎地区内に居住している地域住民が、「そば打ち体験」を通し
て、児童と高齢者とのふれあいを高め、幅広く三世代交流をはか
り、地域の健康づくり、また見守り運動に努力することを目的とす
る。

岸町地区コミュニティ会議 H15.10.1

住民相互の創意により、コミュニティを活性化し、地区住民が愛着
のもてるまちづくりを推進するとともに、学校や地域の団体・サーク
ル等と連携し、幅広い地域住民の参加のもとに事業の推進を図
る。

ＮＰＯ法人　たすけあい太陽 H15.9.22

営利を目的とせず、相互扶助の精神に基づき、会員同士が生活
技術を発揮しあい助け合うことによって、健全かつ多様な生活の実
現と地域づくり、地域福祉の向上を目指し、隣人同士が協力しあう
地域コミュニティの核となることを目的とする。

冊子「私たちのふるさと」編纂
委員会

H16.2.18

元町・本太地区の歴史及び民俗また、地域の有する文化財等に
ついて調査・研究し、それらを冊子「私たちのふるさと」として編纂
する。また、学校、公民館、その他を通じて元町・本太地域の希望
者に配布する。

コミュニティうらわ H15.12.5

地域コミュニティ及び世代間コミュニティの醸成活動を通して、現代
欠けていると言われている地域における助け合う心・協働する心を
育て、住民が安心・愛着の持てる個性的な街づくり推進を図ること
を目的とする。

ＮＰＯ法人　カンゾウを育てる
会

H15.12.15

広く見沼に自生していた動植物の保護、再生、保存の活動を通
じ、残されたかけがいのない見沼の自然を守ることにより、コミュニ
ティの意思の疎通を図るとともに、活性化し、地域住民が愛着の持
てるまちづくりを推進する。

中山道「浦和宿・二七の市」実
行委員会

H16.2.18

中山道の宿場町（浦和・本陣）を再認識するとともに、歴史的価値
を共有し、人々にわかりやすく情報発信していく活動を通して、地
域コミュニティの醸成及び地域の活性化を図り、また、地域住民の
自助、共助の心を育て、住民が愛着の持てる個性豊かな魅力ある
まちづくりの推進を図ることを目的とする。
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 浦和ユースオーケストラ H21.9.25
さいたま市浦和区を拠点として、本格的なオーケストラ活動を展開
する。あわせて、地域との社会交流を通して、次世代を支える青少
年の人間育成を目的とする。

音と絵本のお話会 H19.9.28
音楽や絵本の楽しさを通して、健全な子どもの成長や親の心の健
康を支援し、やさしく人間味豊かなまちづくりを目指す。

いきいき浦和区推進会議 H15.12.15

区民の方々が、いきいきとした生き方ができる｢魅力あるまち浦和
区｣を目指すため、区民が地域をより深く知り、考えるような場や交
流機会の積極的な創出、区民と行政の協働を実現するための環
境整備、新しい情報通信技術の活用などによる区民の参画機会を
ふやす仕組みの創設など、時代の変革に対応した参加と協働によ
るまちづくりを推進する。

コミュニティキャンパス浦和 Ｈ16.3. 9
区民が学習したいテーマを企画して、楽しく学び、学んだ成果を公
民館や地域で実践し、地域（コミュニティ）を活性化していくこと。

もとにでサロン H16.6.22
本太・東仲町地区並びに、周辺に居住する人の福祉の増進を図る
とともに、誰もが安心して暮らせる、そして愛着のもてるまちづくりを
推進する。

ひだまり交流会 H16.8.23
大東公民館利用地区内の一人暮らしの高齢者を対象に、世代間
の交流を図り、児童･生徒のやさしい心の育成の場の提供ととも
に、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目的とする。

浦和区学童クラブ H16.11.2
浦和区内の学童保育の活性化を目指すとともに、子育てしやすい
浦和区をつくることを目的とする。

さいたま市観光ボランティア・
浦和ガイド会

H17.3.25
観光ボランティア団体として、市内施設のガイド活動や見学会の開
催を通し、魅力あるまちづくりに貢献することを目的とする。

紙こばこ H17.12.27
紙芝居の実演等を通して、子供達の心の健全な発育を願うととも
に、大人達に対しても感動を共有してもらうことにより、健全な地域
コミュニティの活性化を図る。

岸町小学校地区サタデーサ
ポートを推進する会

H18.6.13
岸町小学校地区における子どもの居場所を提供することにより、青
少年の健全育成を図る。特に土曜日の子どもの生活を考えなが
ら、三世代交流活動を推進する。

上木崎・大原グリーンコミュニ
ティ

H18.8.31
与野駅周辺の環境美化を推進することにより、駅利用者（身障者を
含む）の安全を確保し、世代を超えて花を育てることにより情操教
育の向上をはかる。

影絵グループ『花』 H18.9.16

「影絵」鑑賞という日常体験しない時間の中で、子どもたちやお年
寄りに影絵の楽しさを感じ取っていただき、暮らしに潤いを与えると
ともに、影絵の公演を通し地域住民との交流と会員相互の親睦を
図る。

うらわ建築塾 H19.6.28
変貌する浦和のまちに点在する歴史的建造物、景観を改めて見
直し、その価値を見出し、広く区民に「浦和のまちの良さ」に気づい
てもらい、郷土愛を育み、魅力あるまちづくりを推進する。

さいたまＫＩＤＳ浦和 H19.6.29

舞台芸術を通して、青少年の育成と地域の芸術文化の振興を図
る。具体的には、区民参加型の交流ミュージカルを開催し、青少年
の育成に必要な三世代の協力・交流を育み、広く区民に芸術文化
に触れる機会を創出する。

さいたまＡＲＴＳ２１ H19.9.28
区民とアーティストとの相互交流のための場づくりをするとともに、
音楽や芸術を通して、心豊かな人間味あるまちづくりを考える機会
を創出する。
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

住み慣れた地域で自分らしく安心で豊かに暮らし続けるた
めの仲間づくりの「場」と｢機会」の提供

ふるさと上谷沼地域創造塾 H21.5.7 地域の自然の保全と伝統文化、歴史を生かした街づくり。

H20.6.13
親の支援はもとより子どもへの応援を熱く活動していくこと
を目的とする。

別所の歴史を探る会 H22.4.1
近年、変化の激しい南区と別所の現状と過去、石器時代
以来の厚い歴史を一書に纏めて地区社会の共有にした
い。

コミュニティ・フロント南浦和 H20.9.4

南区コミュニティ会議一覧　（２６団体）

会議の目的（活動内容）団体名 認定日

ヒアシンスハウスの会 H15.7.18
別所沼公園を文化交流・発信の場ととらえ、ヒアシンスハウ
ス建設及び活用を促進する

むさしうらわ街づくり協議会 H15.7.18
地域社会の振興などを目的とする団体の支援、ネットワー
クづくりをするとともに、自らも活動を行う

六辻フォーラム H15.7.18 地域生活環境の整備、住民相互のコミュニティの醸成

花と緑を愛する会 H15.7.18
地域の美化、住み良い地域づくりに寄与するとともに、自
治会などの団体との連帯感を醸成することを目的とする

武蔵野の生活を考える会 H15.7.18
地域美化などの地域環境の向上に寄与する活動、地域的
な課題の解決に向けた活動やその他、地域の連帯感の醸
成に寄与する活動など

さいたま市リサイクル女性会議
[南]

H15.7.18 環境活動を通してのまちづくり

谷田ネットワーク H15.7.18
まちづくり活動、地域コミュニティ醸成、世代間コミュニティ
醸成活動

ネット２９８ H15.7.18 まちづくり活動、地域コミュニティ醸成活動、福祉活動

南浦和文化通り花いっぱい運
動実行委員会

H15.7.18 南浦和駅西口広場等でのフラワーロード作戦の実施

南区振興事業運営会議 H15.7.18
地域住民のコミュニケーションの推進、地域小学校総合学
習への協力、地域発展のための事業企画・運営

南区四星会 H15.8.29 少子高齢化社会にあって、地域住民の福祉の向上

コミュニティ・ジェネシス H15.11.4
地域の課題の発見・解決、または地域連帯感醸成のため
の情報交換や交流、協働・支援

特定非営利活動法人　食生活
カウンセラーの会

H15.11.4 地域住民への健康維持のための啓発・支援

南区福祉ネット H16.6.30
高齢・障害者への福祉厚生活動の援助及び増進に寄与
する

みなみパソコン倶楽部 H16.6.30
パソコン講習を通じ区住民との交流と親睦を図るとともに福
祉活動に寄与する

かもかもクラブ H16.7.30
藤右衛門川の水質や周辺環境を改善し、周辺住民が豊か
な自然に親しめるようにする

南区地域スポーツクラブ H16.12.9 スポーツを通して健康で明るい生活の実現に寄与する

笹目川の環境を守る会 H18.3.16 笹目川の清掃美化活動や環境調査の実施

フォトネットみなみ H18.5.9
南区内の写真愛好者の親睦を図るとともに、その時々の南
区の人･街･自然･行事等を記録する。

谷田防犯パトロールステーショ
ン

H18.6.16
地域の安心・安全のための防犯や交通事故を無くすため
の拠点活動

スカイフラワーパーク整備委員
会

H19.12.13
スカイフラワーパーク（周辺住民によって整備される広場）
(南区辻８－７）の整備及び管理運営

ボランティアグループ一歩会 H20.4.4
コミュニケーションの輪を広げ、心豊かで住みよいまちづく
りに寄与する。

NPO法人キッズプロジェクト
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8
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
「馬場小室山遺跡に学ぶ市民
フォーラム」実行委員会

H17.7.25
文化都市として持続可能な新生さいたま市のあるべき姿を
目指す場から学術ボランティア活動を行う。

手話ダンスサークル　　　　　手
をつなごう会

H17.4.27
手話ダンスを通し、障害のある人、ない人、関係なく互いに
助け合い思いやりの心をはぐくみ、共に生きる心の育成を
図ることを目的とする。

みぬま緑ふれあいの会 H17.2.28
見沼田んぼのクリーン運動を推進するためその区域の用
地を有効活用し、もって区民・市民が憩い、安らぎの場とし
て楽しめる緑地空間を創造することを目的とする。

緑区の歴史を通じて、自らを高めるとともにコミュニティ活
動の隆盛を図り、地域の文化的向上に資することを目的と
している。

緑区明るい選挙推進協議会 H17.2.16
明るい選挙の実現に向けた各種啓発活動および事業の実
施

さいたま市緑区歴史の会 H16.10.13

緑区コミュニティ会議一覧　（２３団体）

会議の目的（活動内容）

特定非営利活動法人
都市づくりＮＰＯさいたま

H15.6.4
１.まちづくりの推進を図る活動  ２.環境の保全を図る活動
３.社会教育の推進を図る活動など

団体名 認定日

NPO法人
見沼ホタル保存会

H15.6.4
見沼の緑を守り、見沼にホタルを飛ばそうとすることを目的
としている。

子ども文化推進連絡会 H15.6.4
緑区内で活動する本を中心にした子ども文化を日常活動
とする１０数団体で構成し、情報交換その他により活動内
容を深める。

障害者ボランティア
すみれの会

H15.6.4

お年寄や障害のある方のお宅への家事援助（掃除、洗
濯、買物、その他簡単な介助）。孤独に過ごす方への相談
や話し相手。幼い障害児を持つ母親への相談。地域社会
へのボランティアの啓蒙。

望蘭会 H15.6.4

幼児～高齢者までを対象に公民館等を利用して指導する
レクリエーションを通して健康づくり、仲間づくりを進める。
新しい道具を使用してのスポーツの普及、指導に努める。
自分たちの町を見直そうということで野外活動の普及、指
導をする。市外、県内のボランティア施設に指導。

折り紙の会 H15.6.4
子供達に日本の伝統の折り紙を伝える。宇宙科学館での
ワークショップ開催。Ｖ協、社協等のイベントに参加し公民
館や小学生等にも教えている。

育友会 H15.6.4 子供達にゲーム、折り紙、バルン作り等を教えている。

緑・文化クラブ H15.6.4
浦和東部地域の文化振興と地域住民による文化活動を推
進し、併せて会員相互の親睦、市民福祉への貢献に寄与
する。

見沼市民フォーラム H15.6.4

見沼市民フォーラム憲章
私達は見沼田んぼと自然、都市住民との係り方などを探求
し、自然と人間の共生都市を目指す
・年６回第１日曜　見沼清掃活動・ホタル飼育、鑑賞会、幼
虫の放流・自然を楽しむ年１回いも煮会等

補友会 H15.6.4
青少年の非行行為を少しでも少なく、健全な成長を遂げら
れるよう声を掛けたり、見守りながら非行防止活動をしてい
る。

さいたま市リサイクル女性会議
「緑」

H15.6.4
環境活動を通しての街づくりを図る。（ごみ減量化促進に
むけて啓発活動など自主活動および行政と市民のパイプ
役としての責任を果たす。）

見沼田んぼ保全市民連絡会 H15.6.4

１９８８年に見沼保全を考える市民グループによって結成。
見沼田んぼの自然生態系を残し再生するために研究集
会、シンポジューム、各種調査、現地見学会に取り組んで
いる。

見沼１００年構想の会緑区支
部

H15.6.18
見沼の豊かな緑に礎をおいた２１世紀型自然環境都市「さ
いたま」の創造を組み立てていく。

三室公民館歩こう会 H16.5.18
愉快に歩くことをもって会員の健康増進並びに親睦を図る
ことを目的としている。また、見沼田んぼ美化活動に参加。

さいたま浦和地区保護司会緑
支部

H16.7.28
犯罪や非行を防止し、罪を犯した人や非行をした少年の
更生を支え、人々が支えあって生きていく明るい地域づくり
を目的としている。
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21

22

23 H21.3.31フラワーピース
苗木を緑区内の各家庭のベランダや庭で育てていただき、
平和で美しい緑区のまちづくりに寄与する。

みむろ文庫 H18.1.13
本の貸出、読み聞かせ。小学校で、朝の読み聞かせを１１
月と４月に行っている。

見沼かんぞうの花を咲かせる
会（芝原地区）

H17.7.25
見沼代用水西縁の芝原地区を中心に活動し、見沼に残る
豊かな自然を守る活動を行う。
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 南平野ボランティア会 H18.3.23
南平野地区の親水公園付近の住民有志による地域の環
境美化活動と、地域コミュニティづくりの推進に努める。

岩槻特産品研究グループ H18.2.2
岩槻区の歴史と文化を活かし、手ごろで話題性のある商品
を研究開発し、区のイメージアップと地域経済の振興と活
性化を促すことを目的とする。

岩槻地区郵政事業協力会 H18.1.5
郵政事業推進のほか、ゴミゼロ運動、健康増進施策、防犯
施策など地域活動への参画を行う。

和土住宅中央用水をきれいに
する会

H17.12.6
環境保護を基調とし、市内の河川及び水に関する浄化活
動を通し、潤いのある水辺を目指す。

岩槻観光ボランティア・ガイド
会

H17.11.14 観光案内人として、案内することを目的する。

プチフォーラム　いわつき H17.11.2
男女や年齢を問わず、様々な生き方や考え方を理解し、
人とのかかわりを大切にする。２１世紀を担う子どもたちに
向けた取り組みや人との話し合いができるようになる。

岩槻ホタルの会 H17.10.14
環境の保護を基調とし、岩槻に「ホタルの里」を造ることを
通して、昔ながらの自然を未来に残し魅力ある郷土造りを
目指すことを目的とする。

特定非営利活動法人　愛風
（あいあい）

H17.10.14

高齢者や障害者、その他の援助を必要とする人に対して、
人間として差別のない生きる権利を保障して行く上で、
困った時に地域住民が連帯し助け合い、地域社会を豊か
で住みよくするための、民間非営利活動を行い、地域福祉
の増進と、まちづくりの推進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人　地域伝
統文化推進機構

H17.10.6
日本国民又世界に対し、日本地域文化の向上と伝統文化
の伝承と推進を行い、次世代の育成に寄与することを目的
とする。

岩槻観光委員会 H17.9.20
岩槻の観光事業の振興と健全な発展をはかり、併せて地
域の経済の振興に寄与し、郷土文化の向上に貢献するこ
とを目的とする。

介護保険サポーターズクラブ
いわつき

H17.9.7
介護保険制度の普及に寄与することを第一の目的とし、さ
らに介護保険を支える事業者やその従事者の資質を高め
て、より充実した制度を実現することを目的とする。

ウイズ・ユー岩槻 H17.6.30

幅広く女性問題に取り組む生涯学習の場とし、あらゆる立
場を超えて共通認識に立ち人間性を高め合い、地域社会
において女性の地位向上・男女共同社会の確立に役立つ
活動を行う。

コミュニケーションネットワーク
いわつき

H17.5.27
地域住民のネットワーク化を促進し、地域活性化と区民の
意識の向上をはかる。

岩槻市民協議会 H17.5.27
市民生活及び市政全般について協議し、明るい豊かな町
づくりに貢献することを目的とする。

朗読奉仕　岩槻けやきの会 H17.5.27
視覚障害者及びその他の要望者のためにテープ図書作
成を中心として対面朗読などの朗読奉仕をする。

岩槻地方史研究会 H17.5.27
岩槻区並びに各地の地方史を調査研究、発表し、会員相
互の親睦を図ると共に、教養を高め一層研究的態度を養
い、社会文化の向上に寄与することを目的とする。

さいたま市岩槻くらしの会 H17.5.27

経済社会の激しい変化に即応する健全な生活の確立を目
指し、消費生活の改善を図るとともに、生産者、販売者及
び消費者相互間の意思の疎通を図り、地域社会の円滑な
発展に資することを目的とする。

特定非営利活動法人　元荒川
をきれいにする会

H17.5.27
元荒川周辺に対し、清掃活動を行い、元荒川の浄化と地
域住民の環境に対する意識改革に寄与する事を目的とす
る。

いわつき国際交流会　日本語
プラザ

H17.5.27
外国籍の人達が地域社会の中で自立し、安心して暮らし
ていけるよう日本語学習を支援するとともに、交流を通して
相互理解を深めることを目的とする。

会議の目的（活動内容）

財団法人　埼玉県生態系保
護協会　岩槻支部

H17.5.27

広く社会に自然保護思想を普及するとともに、自然保護に
関する調査研究を行うことにより、良好な自然生態系の保
全を図り、もって人間性豊かな社会の構築に寄与すること
を目的とする。

団体名 認定日

岩槻区コミュニティ会議　（２５団体）
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21

22

23

24

25 岩槻ときめき文化の会 H21.5.15
心豊かなまちづくりに貢献することを目的として、歴史探訪
や講演会を行う。

岩槻まちづくり市民協議会 H19.7.4
区内、各分野で活躍している団体・区民の知恵と経験を結
集し「にぎわいと魅力あるまちづくり」に提案及び推進活動
をすることを本会の目的とする。

さいたま市リサイクル女性会議
岩槻グループ

H18.8.2
分別収集によるごみ出しやリサイクルについて、地域での
啓発やモニター的な役割を担い、ごみ減量・資源の有効
利用の推進をはかることを目的とする。

岩槻区食生活改善推進協議
会

H18.6.27
食生活を通して一人ひとりの健康問題（生活習慣病等）の
予防の取り組みによる健康作りの普及啓発活動を行う。

（社）倫理研究所　家庭倫理の
会いわつき

H20.2.22
生涯学習セミナー、子育てセミナー、文化講演会、小学校
あいさつ運動、清掃活動、短歌会、子供短歌コンクール
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