
住所 電話番号
ホームページ

(あれば)

1 社会福祉法人　富士見市社会福祉協議会 ボランティアセンター
埼玉県富士見市大字鶴馬１９３２
番地７　市民福祉活動センター「ぱ
れっと」内

０４９－２５４－０７４７
www.fujimi-
shakyo.or.jp/

場所(名称) 住所 電話番号
ホームページ

(あれば)
備考 担当課または機関

1 一部のボランティア(コスモス街道づくり) 富士見市地域文化振興課 富士見市大字鶴馬1800-1 049-251-2711

https://www.city.fujimi.
saitama.jp/miru_tanoshi
mu/festival/bunka/cos
moskaidou.html

「コスモス街道づくり」に関するボ
ランティアのみご紹介します。

地域文化振興課

2 一部のボランティア(防犯パトロール) 富士見市安心安全課 富士見市大字鶴馬1800-1 049-251-2711
防犯パトロール関係
地域で活動されている自主防犯
活動団体をご紹介します。

安心安全課

3 一部のボランティア(青少年健全育成) 富士見市子育て支援課 富士見市大字鶴馬1800-1 049-251-2711

https://www.city.fujimi.
saitama.jp/kosodate_kyo
iku/kosodate_oen/koum
okubetsu/2017-1208-
1638-97/2011-0901-
1520-127.html

青少年を対象とし、健全育成に
関わるボランティア団体のみ紹
介可能です。

子育て支援課

4 ふじみパワーアップ体操のボランティア（リーダー） 富士見市健康増進センター 富士見市大字鶴馬３３５１－２049-252-3771

ふじみパワーアップ体操クラブは
健康増進センターで養成したボ
ランティア（リーダー）が体操クラ
ブを運営しています。

健康増進センター

5 一部のボランティア(介護施設等ボランティア) 富士見市健康増進センター 富士見市大字鶴馬３３５１－２049-252-3771
介護保険施設等で行うボランティ
アです。

健康増進センター

6 一部のボランティア(学校応援団) 富士見市教育委員会学校教育課 富士見市鶴馬１８７３－１ 049-251-2711

学校応援団
市内小・中・特別支援学校で随
時募集しています。
各学校へ直接お問合せくださ
い。

各学校

7 一部のボランティア(水子貝塚資料館の市民学芸員) 富士見市水子貝塚資料館 富士見市水子2003-1 049-251-9686

市民学芸員
資料館展示の案内・解説、また
資料館各種事業に協働して活動
しています。任期は3年、継続の
意思があれば延長できます。次
回募集は2020年度になります。

水子貝塚資料館

8 一部のボランティア(難波田城資料館の市民学芸員) 富士見市難波田城資料館 富士見市下南畑568-1 049-253-4664

市民学芸員
資料館展示の案内・解説、また
資料館各種事業に協働して活動
しています。任期は3年、継続の
意思があれば延長できます。次
回募集は2020年度になります。

難波田城資料館

9 生涯学習、市(町)民大学 富士見市教育委員会生涯学習課 富士見市大字鶴馬1873-1
049-251-2711
（内線632）

http://www.city.fujimi.s
aitama.jp/miru_tanoshim
u/syougaigaku/shogai_g
akushu/index.html

生涯学習
市ＨＰの生涯学習課ページをご
確認ください。

生涯学習課

発信している情報の分野
※常時発信しているとは限らない

地域活動に関するお問い合わせ窓口
※相談の内容によっては他機関(部署)を紹介する場合がある

備考

地域活動に関する情報発信について(富士見市)
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10 サークル・趣味 市内各公民館、交流センター他
http://www.city.fujimi.s
aitama.jp/madoguchi_shi
setsu/14circle.html

市ＨＰの「公の施設利用団体・
サークル一覧」にサークル情報
があります。

各関係施設

11 生涯学習、市(町)民大学（富士見市民大学） 富士見市鶴瀬公民館 富士見市羽沢3-23-10 049-251-1140

http://www.city.fujimi.s
aitama.jp/madoguchi_shi
setsu/02shisetsu/koum
inkan/tsuruse/2010-
1025-1600-70/2014-

NPO法人富士見市民大学 鶴瀬公民館

12 地域サロン
富士見市鶴瀬公民館・他市内3公
民館

富士見市羽沢3-23-10 049-251-1140
公民館サロン活動
電話にて問い合わせください。

鶴瀬公民館

13 生涯学習、市(町)民大学 富士見市鶴瀬西交流センター 富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791
水曜学級（高齢者学級。60歳以
上の鶴瀬西地域に在住の方に
限る。）

鶴瀬西交流センター

14 生涯学習、市(町)民大学 富士見市鶴瀬西交流センター 富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791
子どもひろば（おもに夏休み等の
長期休みの期間に、主に小学生
を対象として実施する教室）

鶴瀬西交流センター

15 地域サロン 富士見市鶴瀬西交流センター 富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791
高齢者ひろば（地域の高齢者が
集まり、静物などをスケッチしな
がら談話するサロン）

鶴瀬西交流センター

16 地域サロン 富士見市鶴瀬西交流センター 富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791
西っ子（子どもを遊ばせながら育
児の悩みを気軽に相談できる）
は未就学児とその保護者対象

鶴瀬西交流センター

17 一部のボランティア(パソコン相談)
富士見市鶴瀬西交流センター

富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791
パソコン相談室（パソコン初心者
がわからないことを質問できる無
料の教室を定期開催）

鶴瀬西交流センター

一部のボランティア(パソコン相談)
鶴瀬公民館・水谷公民館・水谷東
公民館・針ヶ谷コミュニティセン
ター

富士見市羽沢3-23-10 049-251-1140

公民館PCサポートクラブ
パソコン相談室（パソコン初心者
がわからないことを質問できる無
料の教室を定期開催）

鶴瀬公民館

18 一部のボランティア(イベント企画) 富士見市鶴瀬西交流センター 富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791

イベント企画運営
リラックスタイム（コンサートシ
リーズ「リラックスタイム」を年４回
実施しており、企画運営はボラン
ティアが行う。）

鶴瀬西交流センター

19 一部のボランティア(紙芝居ボランティア) 富士見市鶴瀬西交流センター 富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791
紙芝居ボランティア（市内の保育
園、イベントなどで紙芝居を上演
するボランティアの連絡会）

鶴瀬西交流センター

20 唄とおはなしのサロン 富士見市鶴瀬西交流センター 富士見市大字鶴馬３５７５－１ 049-251-2791
唄とおはなしのサロン（高齢者の
認知症予防などに利用される
「回想法」を活用したサロン）

鶴瀬西交流センター

21 ボランティア全般・地域サロン 市民福祉活動センター「ぱれっと」
埼玉県富士見市大字鶴馬１
９３２番地７

049-254-0747
www.fujimi-
shakyo.or.jp/

富士見市社会福祉協議会

22 一部のボランティア(花壇の花植え) 富士見市まちづくり推進課 富士見市大字鶴馬1800-1 049-251-2711

花壇への花植え作業
開催時期　６月、１１月
募集は随時なので直接の問い合
わせになります。

まちづくり推進課

23 一部のボランティア(あじさい管理など) 富士見市まちづくり推進課 富士見市大字鶴馬1800-1 049-251-2711

あじさい管理と花植え作業
１１月（あじさい管理は通年、花
植えは１回）
募集は随時なので直接の問い合
わせになります。

まちづくり推進課
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