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「みよしカフェ～みんなで魅力あるまちをデザイン～」 
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まちづくり交流会 参加者一覧 

 

 団体名 参加者 ﾎｰﾑﾃｰﾌﾞﾙ 

1 三芳町区長会 伊藤 敏彦 A 

2 三芳町社会福祉協議会 関口 和宏 C 

3 三芳町体育協会 吉野 浩之 A 

4 三芳町川越いも振興会 伊東 藏衛 F 

5 三芳町 4H クラブ 小山 幸宏 B 

6 三芳町福祉施設連絡協議会 宮内 賢司 B 

7 三富落ち葉野菜研究グループ 島田 喜昭 D 

8 三芳地区更生保護女性会 向吉 孝子 E 

9 唐沢小学校 PTA 平野 美保 C 

10 竹間沢小学校 PTA 抜井 勝径 E 

11 竹間沢ほたる育成会 古寺 貞之 A 

12 竹の子エコクラブ 村上 久美子 F 

13 街のひろば 
松浦 康介 F 

梶 加寿子 A 

14 ふじみの国際交流センター（FICEC） 荒田 光男 D 

15 淑徳大学 
岩村 沢也 E 

伊藤 忠治 D 

16 淑徳大学学園祭実行委員会（C.F.C） 
内藤 俊介 B 

新保 江吏万 C 

17 まちづくりネット健康福祉グループ 柄澤 榮 F 

18 まちづくりネットみどり環境グループ 
原 芳彦 C 

田村 博一 D 

19 まちづくりネット都市安全グループ 
松尾 辰夫 B 

成田 耕造 A 

20 まちづくりネット産業観光グループ 谷口 律夫 E 

21 まちづくりネット教育文化グループ 上島 三介 B 

【順不同・敬称略】
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1 

団体名 三芳町区長会 

参加者名 伊藤 敏彦 

連絡先  

一言コメント 

三芳町区長会は、安全で安心して暮らせる住みよいまちづくりを

目指し、各行政連絡区の区長、副区長によって構成されている組

織です。 

区長会が調整役となって各行政連絡区の連携や友好を深め、町

や関係機関と協働しながら町行政の円滑な運営と行政能力の向

上を図る事を目的に活動しています。 

 

2 

団体名 
社会福祉法人  

三芳町社会福祉協議会 

参加者名 関口 和宏 

連絡先  

一言コメント 

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する社会福祉法人として、地

域住民からの生活相談に応じる他、共助のまちづくりを進めるた

め、小地域福祉活動（町内を 6地区に分け、それぞれの地域の福

祉課題の解決を図る取り組み）の推進・サロンの推進・ボランティ

アの育成・福祉教育など多様な取り組みを住民や関連機関と協

議しながら進めています。 

地域住民の福祉意識の向上を図りながら、地域福祉に対する住

民参加をサポートし、支え合う地域づくりを進める団体です。 
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3 

団体名 三芳町体育協会 

参加者名 吉野 浩之 

連絡先  

一言コメント 

体育協会は、体育・スポーツを普及させることによって、町民の体

位、体力の向上を図り、もって健康で明るい町の建設に寄与する

ことを目的とする。 

1月 新春ロードレース大会 

4月 ふるさとウォーキング大会 

10月 町民体育祭 

3月 入間東部地区駅伝競走大会（2市 1町合同） 

他 チャリティーボーリング大会 

みよしまつり模擬店参加  など 

  

4 

団体名 三芳町川越いも振興会 

参加者名 伊東 藏衛 

連絡先  

一言コメント 

三富新田の循環型農業の中で最も代表的作物「富の川越いも」

を、普及、振興のために、28 名の会員で新しい技術も取り入れな

がら活動しています。 
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5 

団体名 三芳町 4H クラブ 

参加者名 小山 幸宏 

連絡先  

一言コメント 

若手青年農業者 

朝市、町行事に参加等 

 

6 

団体名 三芳町福祉施設連絡協議会 

参加者名 宮内 賢司 

連絡先  

一言コメント 

三芳町内にある福祉施設 17 施設が加盟し、三芳町の福祉向上

のため「住民向け施設見学」「認知症サポーター養成講座」など開

催し活動しています。 
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7 

団体名 三富落ち葉野菜研究グループ 

参加者名 島田 喜昭 

連絡先  

一言コメント 

農業と三富新田の歴史、文化及び環境を継承・発展させることを

目的に活動しています。 

具体的には、体験落ち葉掃きの開催、夏のえだまめがり（今年は

なし）をしています。 

又、本年は、さんとめ雑木林観察隊にてヤマの生き物調査をして

います。 

 

8 

団体名 三芳地区更生保護女性会 

参加者名 向吉 孝子 

連絡先  

一言コメント 

三芳地区更女会は、法務省が主唱する「社会を明るくする運動」・

青少年の非行防止、罪を犯した人の社会復帰をするための支援

をしているボランティア団体です。毎月 7 月の当運動強化月間中

に「愛の募金活動」を行っています。 

皆様に更生保護の心をお伝えし、ご理解いただき、地域社会が心

地よくなりますよう願っています。よろしく、ご協力の程、お願い申

し上げます。 
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9 

団体名 唐沢小学校 PTA 

参加者名 平野 美保 

連絡先  

一言コメント 

○唐沢小 PTA としては、各地区委員さんによる定期的な下校時

のパトロールをはじめ、登校時のあいさつ運動、学校応援団の一

員として安全見守り等を実施しています。 

○町内の 8校の PTAで組織する連合 PTA連絡協議会に参加し、

他校のPTAと情報を共有しながらPTA活動に取り組んでいます。 

 

10 

団体名 竹間沢小学校 PTA 

参加者名 抜井 勝径 

連絡先  

一言コメント 

保護者と教職員が協力して、児童の幸福な成長をはかることを目

的として活動しています。 

主な活動内容は、 

○通学路安全点検・一斉パトロール ○緑化活動 

○広報誌発行 ○家庭教育学級 ○ベルマーク活動 

○バザー 等です。 

より質の高い教育環境を子どもたちに作るために地域の皆様が

たには、変わらぬ深いご理解とご協力をお願い致します。 
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11 

団体名 竹間沢ほたる育成会 

参加者名 古寺 貞之 

連絡先  

一言コメント 

こぶしの里の自然環境の保全とホタルが自生する為の育成活

動。 

 

12 

団体名 竹の子エコクラブ 

参加者名 村上 久美子 

連絡先  

一言コメント 

三芳町の豊かな地域フィールドを活動場所に自然体験を中心とす

る、子どもたちの環境活動クラブです。 

地域の自然が自慢に思えるのは、そこが楽しく気持ちのいいとこ

ろという体験をすることが大切だと思います。 
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13 

団体名 
NPO法人 

街のひろば 

参加者名 松浦 康介、梶 加寿子 

連絡先  

一言コメント 

私たちは、教育的・精神的・経済的援助を必要とする人々に、教

育や居場所を提供し、地域貢献することを目標として活動してい

ます。長年の経験を活かし、2013年 1月に設立しました。 

○埼玉県社会福祉事業部委託事業：子どもの健全育成支援専門

員事業（「子ども学習広場」の開催）。 

○三芳町教育委員会業務委託事業：日本語指導を必要とする児

童・生徒の日本語指導業務委託事業。 

○文京学院大学地域連携センター（BICS）と協働してスポーツ広

場・学習補修教室・夏休みキャンプの実施。 

○三芳町及び近隣の外国人家庭の学習環境調査の実施。（埼玉

県国際課委託事業） 

○その他、支援活動 

■現在一緒に活動していただける大学生ボランティアを募集して

います。 

■また、活動拠点に出来るようなスペース（物件又は建物の一

室）を探しております。情報がございましたらお知らせ願いたく思っ

ております。 
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14 

団体名 
埼玉県指定・認定 NPO法人 

ふじみの国際交流センター（FICEC ファイセック） 

参加者名 荒田 光男 

連絡先  

一言コメント 

地域に居住する外国人の自立支援、生活相談・日本語支援・多言

語情報発信（生活ガイド HP・多言語健康カレンダーの制作等） 

埼玉 NGOネット、6市 1町の NPO連絡会等他団体との交流 

 

‘新しい出会いを楽しみに’ ‘生涯現役’ 

 

15 

団体名 淑徳大学 

参加者名 岩村 沢也 教授、伊藤 忠治 教授 

連絡先  

一言コメント 
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16 

団体名 淑徳大学学園祭実行委員会（C.F.C） 

参加者名 内藤 俊介、新保 江吏万 

連絡先  

一言コメント 

毎年10月末に行っている学園祭の企画・運営をする団体です。実

行委員会のこれからの発展に向け、地域でのつながりをもちたい

と思い、参加させていただきます。 

 

17 

団体名 まちづくりネット健康福祉グループ 

参加者名 柄澤 榮 

連絡先  

一言コメント 
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18 

団体名 まちづくりネットみどり環境グループ 

参加者名 原 芳彦、田村 博一 

連絡先  

一言コメント 

協働のまちづくり みどり環境グループ 

グループメンバーは、6名 

1. グリーンサポート隊は、緑地公園隣接地、唐沢小学校隣接地

の約 6.7haの雑木林の整備、保全活動。約 80名のメンバー 

2. エコライフ推進委員会は、エコライフの推進、ごみの軽量化、

減量化推進、エコライフクッキング教室開催、リサイクルを目的と

したフリーマーケット開催。約 10名のメンバー 

○最大の課題は後継者の育成 

 

19 

団体名 まちづくりネット都市安全グループ 

参加者名 松尾 辰夫（みどり環境にも参加）、成田 耕造 

連絡先  

一言コメント 

都市安全グループは、現在、役場、各学校の PTA の皆さん等と 5

校の小学校校区内の「安全安心マップ」を作成し、2年に 1回の見

直し作業を進めています。今年は 2 回目の見直しを行って、夏休

み前には各学校に配布予定です。また、秋には 5 つある保育所・

認可保育園で、就学前児童を中心にした交通安全教室を警察、

役場と連携して開催しております。 
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20 

団体名 まちづくりネット産業観光グループ 

参加者名 谷口 律夫 

連絡先  

一言コメント 

消費者と生産者を結びつける。垣根を低くする。お互いに顔見知

りになる。左記をモットーに、毎週水曜日と毎月第 4 土曜日に「み

よしっ子野菜市」を、町内 4 ヶ所にて開催している。また、「三芳や

さい」のロゴマークが出来た事を機に、「三芳やさいのブランド化」

をサポートしていこうと考えている。 

 

21 

団体名 まちづくりネット教育文化グループ 

参加者名 上島 三介 

連絡先  

一言コメント 

 

 


