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大分類 小分類 該当団体数 頁 
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⑦絵画 1 ４ 

⑨華道 1 ４ 

⑩手芸 1 ５ 
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⑬その他 12 ５ 

Ｂまちづくり ①町内会 9 ７ 

②祭事 3 ８ 

③老人会  3 ８ 

④地域活動  15 ８ 

Ｃ社会教育 ①語学 4 10 

②パソコン 1 11 

③歴史 5 10 

④その他 10 11 

Ｄこどもの健全育成 25 12 

Ｅ福祉 16 15 

Ｆ環境 2 17 

Ｇスポーツ ①ダンス 3 18 

③体操 4 18 

④その他 5 19 

Ｈ人権  3 19 

Ｚ法人 ＊ＡからＩで掲載されている団体のうち、

法人格を有しているもの（再掲） 
11 21 

 ※該当団体数が０の分類は掲載を省略している。 

Ａ芸術・文化・趣味-④人形劇、⑤文学・朗読、⑥俳句・和歌、⑧書道、⑪囲碁 

Ｇスポーツ-②ヨガ、Ｉ国際交流 

  
注 

●団体名は、原則として各団体からの申請に基づく。「特定非営利活動法人」「ＮＰＯ

法人」も各団体からの登録申請に従っている。 

●分類ごとに 50 音順で並べてあるが、法人種名（一般社団法人、特定非営利活動法

人等）は団体名に含めていない。例：ＮＰＯ法人ミュージカルかぞ➡「え」でなく「み」 

●団体名の★印は、法人格を有している団体。 
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Ａ芸術・文化・趣味-①音楽 23団体

Illuminant 

（イルミナント） 
No.129 

活夫婦で活動してる音楽ユニット。地元でのボランティア

を中心にした活動を目指す。 

日平日以外 場加須市とその周辺 費０円 

℡0280-62-3947甲元 

歌声礼羽 
No.191 

活斉唱・合唱練習を通し会員相互の親睦をはかる。 

日第１・２・３水曜日 

場加須市 費月 1,000 円 

℡0480-62-7597 河野  

加須 

アンサンブルリーベ 
No.60 

活加須地域文化祭において弦楽合奏演奏会開

催。弦楽器の生演奏によりクラシック音楽か

らポピュラー音楽を楽しんでいただく。 

日月 1回（主に第４土曜日） 場加須市内  

費年 6,000円 ℡0480-65-9560野本 

かぞ合唱連盟 
No.178 

活合唱音楽の普及発展～郷土の文化向上、加盟団体の育

成、相互の連絡並びに親睦を図る。  

日かぞ合唱祭(２月)・市民音楽祭(12月)市民平和祭(５月) 

場公民館、文化・学習センター等 費年 200円  

℡0480-61-2315腰塚 メ t-koshi@mud.biglobe.ne.jp 

加須市歌謡連合会 
No.145 

活主にカラオケの活動  

日週 1回(第１金・第３土)他に総会.役員会、常任理事会 

場市民プラザかぞ等 費年 3,600円 

℡0480-61-2478高橋 

加須・下総皖一記念 

ジュニアオーケストラ 
No.78 

活オーケストラを通じて青少年児童の豊かな

感性を養い健全性を図り、「加須」「下總皖一」

の名を広める。日火曜日 18:00～21:00  

場拠点：キャッスル騎西、加須げんきプラザ 

費月 3,500円 メ Kazo.jp.och@gmail.com 

ＫＡＺＯフルート 

アンサンブル 
No.132 

活地域の皆様にフルートの音色を聞き、音楽を共に楽しめ

る会を目指して練習中。 

日月２回(日曜日)。加須地域文化祭・騎西音楽祭等参加    

場三俣公民館 費月 2,500 円 

℡090-4028-4310 村田 

くらくら館で唄おう会 
No.74 

活懐かしのメロディーをみんなで唄って、ストレス解消

し、加須市民が元気になる。 

日第２金曜日 午後 場市民プラザかぞほか  

費月 200円。「唄おう会」行事参加費 100円 

℡0480-31-7311くらくら館 

くらくらばんど 
No.96 

活ボランティアで市内のイベント等で演歌、ポップス、映

画やアニメの曲等をバンドで演奏する。 

日不定期 場加須市各地域の文化・学習センター等で練習 

費０円 

℡090-4723-2769瀧川 
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コール ＷＡ（愛の泉） 
No.28 

活愛泉幼児園の園児や愛泉ハイムの高齢者に向けたコン 

サート活動や、ふれあいホームでのクリスマス会や、巣立

ちの会などに出演。自主公演、出張公演等 

日火曜日 10:00～12:00 場愛の泉 ふれあいホーム  

費年 1,000円 ℡0480-62-2990愛の泉 

コーロ・フィオーレ 
No.182 

活コーラスの活動  

日金曜日 

場北川辺公民館 

費月 3,000円  

℡  

ＳＡＴＯＭＩ  

ミュージカルアトリエ 
No.116 

活下總皖一の故郷加須市で童謡唱歌の継承・普及を目指

す。童謡・唱歌を楽しく学び歌う講座や童謡コンサート、

ジャズコンサート等を開催。(不定期)  

日   場   費  ℡080-5533-1011鈴木 

メ vivosatomiviva@tbz.t-com.ne.jp 

善憧会 
No.2 

活民謡や歌謡曲を尺八・三味線・太鼓・唄で生演奏。また、

どじょうすくい踊りを実演。市内外の福祉施設等の訪問活

動を月２～３回実施。 日練習は月４回（月曜日 14:00～ 

16:30） 場拠点：代表者自宅（元町）市民プラザかぞ  

費年 6,000円 ℡0480-61-2066堀口 

ダイヤモンズ 
No.53 

活市内外のライブ・コンサート、エレキバンド演奏活動。

昭和の名曲を演奏。市民に音楽を通して、人との出会い・

親しみ・語らい・唄う楽しさを伝える。  

日週１回 場加須市内  

費年 10,000円 ℡0480-62-5610小礒 

楽しくシャンソン♪ 
No.84 

活シャンソン・カンツォーネのクラス。（ボイ

トレ有り）初～中級までの曲にチャレンジ。 

日月曜日 13:00～、土曜日 10:00～  

場市民プラザかぞ 費月 2,500円  

℡0480-65-1314田中  

童謡のふる里おおとね 

ハンドベルリンガーズ 
No.14 

活ハンドベル演奏。夏休みハンドベル体験講座の開催、地

区文化祭、おおとね器楽部コンサート等での演奏、高齢者

施設・慰問演奏等 

日土曜日13:00～16:00 場原道コミュニティセンター 

費月 1,500円 ℡0480-72-7533大杉  

ファミリーコンサート 

実行委員会 
No.136 

活地域の音楽家の紹介や子どもから大人・老人に至るまで

ファミリーで楽しめるコンサートを開催。 

日会員の都合の良い日 

場パストラルかぞ中心 費未定 

℡080-1144-0390杉田 

北埼歌謡連合会 
No.157 

活歌謡曲（カラオケ、舞踊含む）。ボランティア、歌を通

して交流。 

日加盟各団体毎 場加須市内。一部近隣市町  

費年 2,000円 

℡0480-61-2478高橋 
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★ＮＰＯ法人 

ミュージカルかぞ 
No.59 

活舞台芸術文化を通し、市民の心の交流、情操教育、地域

の文化意識の向上、若者のコミュニケーション能力の向上

等を図る。日日曜日10:00～13:00 場キャッスルきさい 

費入会金 2,000円 月会費 5,000円（家族割引あり）公演

負担金月額 2,500円 ℡070-2623-6101相澤  

安来節保存会 

関東加須支部 
No.88 

活安来節や山陰民謡等（唄、踊、鼓、三味線、銭太鼓、な

べぶた踊り）を楽しみながら伝承.普及していく。  

日第２、第４木曜日 13:30～16:30等   

場市民プラザかぞ等 費年 24,000円  

℡048-755-3457安来 

リバーシティ 

マンドリーノ 
No.115 

活マンドリン・ギターの演奏 定期演奏会（１～２年ご

と）、各音楽関係のイベント参加、施設などでの演奏依頼

に応える。  

日月２回（第２･４日曜日）  場加須市北川辺地域 みのり 

費年 3,000円  ℡090-5581-9712梅澤 

レイ・マハロ 
（ハワイアンバンド） 

No.164 

活ウクレレ他、スチールギター、エレキギター、ベースを

演奏し、フラダンスを披露。加須市や近隣のイベント・老

人ホーム等にも出演。 

日月曜日 19:00～ 場礼羽公民館、不動岡公民館 

費 2,000円 ℡090-7280-7271太田 

六弦の会 

加須ｷﾞﾀｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ所属 
No.187 

活クラシックギターのアンサンブル。文化祭への参加等。 

日第１・３水曜日 

場市民プラザかぞ 

費月 1,000円  

℡0480-62-4945會田 

 

Ａ芸術・文化・趣味-②演芸 ７団体 

一片会 

（いっぺんかい） 
No.45 

活能・観世流。謡曲・仕舞 実技の稽古、他の市内のサーク

ルに稽古。地域の催し物の手伝い等 

日定例活動日なし 

場加須市内各所 費０円 

℡0480-65-2831片平 

大利根マジッククラブ 
No.19 

活マジックの持つ楽しい夢と、健全な娯楽性で地域の人々

とのふれあいの場を作る。子供会・老人会等の依頼に応じ

マジックを披露し、マジック参加の機会の拡大と地域の活

性化を図る。日練習：第１・２土曜日夜 場アスタホール  

費年 15,000円 ℡0480-72-2018石和田 

加須民謡・民舞連合会 
No.163 

活加須市民体育祭や市内各地域の体育祭で民踊を発表。市

民文化祭や市内各種イベントで民謡を発表。市内外の養護

施設の訪問活動。 

日定例勉強会有り 場パストラルかぞ・市民プラザかぞ  

費年 1,000円 ℡0480-61-2066堀口 
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加須落語愛好会 
No.75 

活落語を愛する者が集い、落語を通して地域の文化的発展

に寄与。「うどん寄席」「こどもうどん寄席」「関東どまん中

寄席」実施 日月２回（月曜日 or金曜日）13:30～15:30  

場拠点：水深公民館。加須市内外各所を訪問  

費年 6,000円 ℡080-6757-0473生沼(おいぬま) 

騎西マジック 

バルーンクラブ 
No.169 

活児童施設（保育園・学童クラブ）や地域・商工会等組織・

神社等のイベントでマジックバルーンを披露。催しをより

楽しくする。 

日出張公演年 10回超 場市内各所 費０円 

℡0480-73-0309福島  

劇団ＫＡＺＯ  
No.91 

活「ハートフルお届け♪」を理念に、市民に演劇鑑賞の機

会を提供。加須地域文化祭等劇場公演の外、公

民館・児童館等への出張公演も行う。 

日定例稽古 水曜日 19:00～ 場加須公民館  

費月 5,000円 ℡0480-65-6379戸谷 

落楽会 
No.118 

活落語のおもしろさを より多くの人に知ってもらいたい 

日月２回 

場加須市内 及び羽生・行田・春日部 

費０円 ℡080-4207-3098 桂川 

 

Ａ芸術・文化・趣味-③写真・映像 １団体 

南
なん

写真クラブ 
No.73 

活加須公民館において月１回勉強会並びに写真の互選会を

開催。毎年２回の撮影会等を通じて写真の向上と親睦を計

る。 

日第２土曜日 13:30～15:30 場加須公民館  

費年 5,000円 ℡0480-65-7169山口 

 

Ａ芸術・文化・趣味-⑦絵画 １団体 

玉子の白身で 

絵を描く会 
No.133 

活 玉子の白身を使い、みんなで楽しく絵（食絵）を描く。

大人数で描いてギネスに挑戦し、その活動を通じて加須を

元気・有名にすることを目指す。 

日不定期 場くらくら館ほか加須市全域  

費０円(材料費別途) ℡0480-62-0346斉藤 

 

Ａ芸術・文化・趣味-⑨華道 １団体 

さくらの会 
No.79 

活日本の伝統文化である“生け花”をボランティアで子供

達に伝える。親子一緒に参加してもらうことで、家庭内コ

ミュニケーションの一端となることを目指す。 

日第２土曜日・午後 場加須市公民館  

費０円（材料費 800円） ℡0480-62-1884中村 
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Ａ芸術・文化・趣味-⑩手芸 1団体 

夢空間 
No.142 

活香り絵。ＴＣカラーセラピー。耳つぼセラピー。筋膜リ

リースハンドエステ。開運占い。カラーセラピーヴィジョ

ンスパイラル。  

日不定 場加須市 

℡080-1454-7147奈良 

 

Ａ芸術・文化・趣味-⑫自然 ３団体 

おおごえ甍の会 
No.18 

活ラベンダー・ブルーベリー栽培、自然との共生を実践。

花を愛でる事業で地域住民とのコミュニケーションを図

り、まちの活性化につなげる  

日定例会月１回。加須市平和祭等イベント時に活動  

場大越ラベンダー畑 費０円 ℡0480-68-6233 黒田 

埼玉県生態系保護協会 

加須支部 
No.114 

活子供たちに蝶やトンボが普通に見られる自然と共存す

る美しいまちを手渡す活動 

日第２土曜日  

場拠点はお花が池 費０円  

℡090-4095-3493青木 

庭守の会 
No.50 

活加須市内個人家庭の庭と、庭を愛する人々の協力と、

Open Gardenのお手伝い。 

日不定期 場加須市内 費０円 

℡0480-62-7810斉藤 

 

Ａ芸術・文化・趣味-⑬その他 12団体 

 

加須カスリーン・ 

グライダークラブ 
No.90 

活社会人を対象としたモーターグライダーなど、自分の操

縦で空を飛ぶ活動   

日日・水曜日予定 場読売加須滑空場・大利根飛行場  

費年 12万円（飛行回数による）  

℡0480-48-6656（事務局）メ kamisimoosa@docomo.ne.jp 

加須クラシックカー 

クラブ 
No.23 

活例年５月３日、利根川河川敷クラシックカー多数展示。

クラシックカーを動ける状態で保存・活用。 

日   場加須市内 費年 3,000円 

℡0480-61-0131内田 

★特定非営利活動法人 

彩の国ラジコン愛好会 
No.125 

活無人航空機（＝ラジコン飛行機・ヘリ・ドローン等）の

飛行操縦練習及び技量の向上維持。今後、各種イベントへ

の協力、災害時の情報収集協力などに取り組みたい。 

日休日及び土曜日 場利根川河川敷（中渡地区付近）  

費年 30,000円 ℡090-8682-3409長谷川 

自遊人仲間会 
No.26 

活定年退職等で自由な時間が増えた者が集い、話し合い活

動やその他自分たちのやりたいこと、自分の特技を活かし

てできる社会貢献等を考え実行。  

日第１・３金曜日午前 場市民プラザかぞ  

費０円 ℡0480-31-7311 くらくら館 
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食生活改善推進員 

協議会 加須支部 
No.43 

活伝達活動(公民館で調理実習等)･自主活動(学校へ出前

講座等)･市委託事業(ニューヘルシークッキング事業)等 

日地域によって異なる。第１火曜日：定例リーダー研修会、

第２火曜日：支部役員会 場保健センター・公民館  

費年 800円 ℡0480-62-1311保健センター 

新日本婦人の会 
No.138 

活社会的活動(平和の活動、地域をよくする活動など) 

 会員の親睦を図る(サークル活動など) 

日月１回会議(サークルによって活動日が異なる) 

場市内全域 費月 900 円  

℡0480-65-0791野木 

スカイキッズ・ 

インターナショナル 
No.70 

活紙・模型飛行機づくり、理科実験、飛行場等

見学会、グライダー体験飛行等  

日月１回、土曜日or日曜日 

場読売大利根滑空場他 費各回1,000円程度  

℡090-6030-6701籔越 メ junyabukosi@gmail.com 

ハッピーアロマ 

＆パステルアート♪ 
No.92 

活アロマテラピーやパステル和アートをとおして、やすら

ぎの時間を提供。アロマハンドマッサージのボランティア

活動。 

日随時 場市内 費０円  

℡090-1046-2079吉沢 メ yasuragi49@gmail.com 

ポルシェ 911 を 

楽しむ会 
No.51 

活ポルシェ 911 のオーナーによるオーナーのためのクラ

ブ。 

日記載なし 場ワールドワイド  

費必要経費をその都度  

℡090-8848-9237大鹿  

みのり会 
(北川辺で文化･芸術を楽しむ会) 

No.46 

活コンサート･映画会･落語会などの企画。 

日記載なし  

場北川辺地域  

費年 1,000円  

℡0280-62-1180新井  

lino lino  

アロマサークル 
No.119 

活アロマでのクラフト会、ランチ会、石鹸作り会等開催。

有志で介護カフェ（カフェよつば）も開催  

日月１～２回 場市民プラザかぞ・花崎コミュ

ニティセンター他 費１回 500～1,500円程度  

℡080-5016-7452細川 

ＳＰＩＥＬＯＧ 
No.158 

活ボードゲームの普及･創作活動･教育利用。ボードゲーム

を用いたレクリエーション。 

日第２日曜日  

場市民プラザかぞ 費月 500円  

℡080-4915-0807村岡  
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Ｂまちづくり-①町内会 ９団体 

加須市本町町内会 
No.1 

活町内住民の総合的生活の利便性の向上、福祉の向上  

日活動は通年。総会（４月）・役員会（随時）  

場本町地区拠点、加須市内 費 

℡0480-62-5067野本 

加須市「三俣第一区自治

会」 
No.147 

活自治会活動全般。納涼祭・防災訓練など地元「盛年会」

による「バーベキュー大会」や「ボウリング大会」など 

日通年。総会・役員会など各種会合あり  

場三俣第一区地域内  

費年 4,000円 ℡0480-61-1337金井 

久下一丁目町内会 
No.183 

活町内の親睦、絆の強化、市との連絡 等 

日不定期 場久下一丁目地域  

費月 300円  

℡0480-65-6087高澤 

久下五丁目町内会 
No.154 

活地区住民の繁栄及び親睦を図るとともに、市の行政に対

する協力及び住民福祉の増進に寄与する。 

日不定期  

場久下東会館が拠点。久下五丁目町内  

℡0480-53-4105中嶋 

久下四丁目町内会 
No.152 

活同町内住民の繁栄・親睦を図り、市行政に協力、地域福

祉の増進に寄与を目的に、必要な情報収集及び広報活動を

行う。 

日役員会月１回。その他行事の時 場久下四丁目町内 

費なし ℡0480-66-2364西村 

高畑町内会 
No.143 

活町内会として市への協力及び町内連合会としての防犯

防災活動記録 etc.  

日第２日曜日  

場町内会館等拠点に高畑町内（久下及び久下六丁目）  

費月 200円 ℡0480-66-3338關(せき) 

本町寿会 
No.99 

活社会奉仕、会員の親睦（会の川草取り、カラオケ、グラ

ンドゴルフ、民謡、旅行等）  

日不定期 場市内 費 年 1,500円 

℡0480-61-0446長谷川 

三俣第四区自治会 
No.180 

活空き缶拾い、危険物ごみの管理、子供神輿の巡業、地区

体育祭の参加、こいのぼりマラソンの応援、防災パトロー

ル等 

日  場多門寺集会所 費年 5,000円  

℡090-3085-1425並木  

元町町内会 
No.3 

活町内会の安全・安心と絆を深めるために、各種行事の企

画と運営を継続する。活動範囲は元町町内から、加須地域

全般を目指す。 

日不定期 場元町～本町～加須地域他 費 

℡0480-61-2539小坂 
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Ｂまちづくり-②祭事 ３団体 

夏祭り委員会 
No.98 

活加須市本町 どんとこいまつり 運営  

日未  場本町地域内  費０円 

℡0480-62-7156新川 

 

武州加須囃子保存会 
No.155 

活夏祭り、市のイベントの参加 囃子の保存、子供たちの

育成 

日    場加須市内全域、小中学校 費年 3,600 円 

℡0480-61-3201五月女 

不動岡浪漫研究会 
No.29 

活不動岡地域のまち興し事業  

日   場不動岡地域拠点  費年 6,000円 

℡0480-61-0703関口 

 

Ｂまちづくり-③老人会 ４団体 

芋
いも

茎
ぐき

サロン 

No.134 

活体操（加須転倒無視体操等）・脳トレ（漢字・計算プリン

ト等）・レクリエ―ション等、皆で集まって一つのことをや

り遂げ、生きる喜びと感動を体感する。  

日第２・４木曜日  場本村集会所 

対高齢者  費０円  ℡0480-73-0591小山 

水深福寿会 
No.177 

活水深地区（９地区）老人会取りまとめ団体として各老人

クラブ会員のコミュニケーションを図る。 

日年中 場水深公民館、小学校、市民運動公園他  

費各クラブ規定による 

℡0480-65-4408小泉  メ kazkoiz@ybb.ne.jp 

元町白寿会 
No.123 

活元町を中心に健康と親睦を目標に活動。 

①懇親会 ②いきがい学級受講 ③町内清掃活動等  

日月 1回  場元町会館  費年 2,000円  

℡0480-61-2066堀口 

 

Ｂまちづくり-④地域活動 15団体 

浮野の里 葦の会 
No.63 

活環境の保全活動、あやめ祭の開催。 

日あやめ祭（６月第２週にて） 

第１土曜日 8:30～ボランティア活動 

場加須市内、浮野の里 費０円  

メ tsuboi.takasi@peace.plala.ov.jp 坪井 

加須クリエイト 

＆エンタテイメント 
No.137 

活加須市のあらゆる面での活性化に寄与できる企画、イベ

ントを実施する。駅前通「会の川橋げた」鯉のレリーフへの

染色、加須駅前の時計台への「うどん＆鯉」のモニュメント

の設置等  日月 1回  場くらくら館  費月 1,000 円  

℡080-6757-0473生沼 
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★一般社団法人 

加須青年会議所 
No.17 

活青年層(20-40歳)で構成。明るい豊かなまちづくりを目指

し、研修事業・青少年育成事業・ジャンボ鯉の

ぼり掲揚等実施。日第１･３水曜日 定例会、月

１～２回事業実施  場北小浜に事務所  

費月9,000円  ℡0480-62-6129（事務所） 

かぞ地域女性会連合会 
No.47 

活学校いきいきステーション事業・学校応援団参加、安全・

安心パトロール実施、家族・地域の絆推進、高齢者自立支援

の実施、ゴミ減量化の取り組み等  日不定期。隔月会議  

場加須･不動岡･三俣･礼羽･水深･樋遣川地区  

費年 300円  ℡090-3002-1467長浜 

かぞふれあい 

ネットワーク 
No.166 

活市民活動団体同士のチラシ・機関紙などの情報交換、友

好的な協力関係をつくる。 

日定例会等無  

場拠点は市民プラザかぞ。活動範囲は市内全域  

費０円  ℡090-4723-2769 瀧川 

北川辺 Dream 

プロジェクト 
No.16 

活 24時間ソフトボール、イルミネーション大作戦、稲穂戦

隊スイハンジャーなど、北川辺から新しい波を発信  

日随時  場北川辺地域  費無し  

℡090-2550-1408細谷 

弘済会埼玉友の会 

北埼玉支部 
No.107 

活地域に根ざした伝統的な行事への参加と地域に貢献でき

る分野の開拓、会員の親睦・交流等  

日随時  場加須市を中心に旧北埼玉地域 

費必要経費をその都度集める  

℡0480-68-5343杉澤  メ sugisawatsms＠nifty.com 

しずくの会 
No.54 

活バザーの手伝い（愛の泉・光の子どもの家・あけぼの園）、

施設行事の手伝い。  

日第４火曜日、第２・４土曜日、６月第２土曜日、９月第

１土曜日、11月 23日 費 年 1,000円  

℡0480-62-2668石井 

２９０公動塾 
No.21 

活加須市役所職員有志が、自主的なまちづくり活動をしよ

うと結成。各種ボランティア活動・地域づくりのための学

習会・各種地域活動を実施。 

日不定期  場加須市全域  費年 1,000円※現在集金は中止 

℡0480-62-1111加須市市民協働推進課内・伊藤 

樋遣川ひまわり会 
No.13 

活樋遣川地区の特性を生かし、地域住民の創意と工夫によ

る魅力ある、住みよいまちづくり推進。ひまわり事業・そば

事業・地区カレンダー事業・カラシナ事業等  

日第３土曜日  場樋遣川地区 費０円 

℡0480-68-5553小林 

プラスチックスマート 

かぞ 
No.188 

活プラスチックゴミの削減と処理方法などを市民目線で考

える  

日月１回定例会  場市民プラザかぞ  費０円  

℡0480-62-2668石井  メ tokisati@olive.ocn.ne.jp 
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まちづくり 

ネットワーク・かぞ 
No.8 

活市内地域づくり団体で組織。まちづくり活性化モデル事

業支援、学習会開催、通信発行、くらくら館

運営等  日定例会:第４月曜日19:00～21:00  

場市内全域  費団体年5,000円･個人年1,000円 

℡0480-68-5343杉沢 

三国地域パトロール隊 
No.24 

活動休止中 

未来のたね 
No.49 

活持続可能な社会をテーマに上映会や講演会

開催、地域の活動団体のネットワークづくり、

ミニコミ誌発行、子ども達がのびのび遊べる

場所づくり  日定例会月１回  場加須市内  

費０円  ℡0480-73-2013 岡田 

礼羽まちづくり 

「いなほの会」 
No.42 

活志多見砂丘・松山保全活動、地場産野菜直販、地域イベ

ント開催（桜まつり、納涼こども祭り）、他地区活動支援等

を通じ、会と地域、地域の住民同士の絆も深める。 

日定例会：第１木曜日 場拠点：礼羽公民館 費年 1,000円  

℡0480-61-0569山田 
 

Ｃ社会教育-①語学 ４団体 

加須市手話通訳問題研究会 

 虹の会 
No.181 

活手話学習会、手話普及活動、聴覚障害者協会との交流、

福祉活動  

日月・水・木曜日  

場市民プラザかぞ 費月 3,000円  ℡090-8517-7209西 

メ nishi44608173@kpe.biglobe.ne.jp 

加須にほんごの会 
No.83 

活加須市内及び近隣在住・在勤外国人の日本語指導をボラ

ンティアでおこなっている。 

日第１・２・３・４日曜日 10:00～11:30  

場市民プラザ５階 青年ｾﾝﾀｰ談話室、青年･女性ｾﾝﾀｰ活動室  

費生徒月 100円。メンバー０円 ℡090-5300-9645 高野 

sama-sama くらぶ 
No.113 

活加須市・近隣市在住の外国人の情報交換・文化交流の場。

日本での生活に必要な言葉や生活システムの相談窓口。日

本語能力試験の受験準備勉強会の開催。 

日土日祝  場市民プラザかぞ  

費不定  メ hakohakohako2@gmail.com 武智 

やさしい英会話サークル 
No.172 

活英会話の勉強 

日第２・４金曜日 場市民プラザかぞ 費月 500 円 

メ nobilys@tbz.t-com.ne.jp 
 

Ｃ社会教育-②パソコン １団体 

ＩＴチャレンジの会 
No.30 

活定期的なパソコン講習会・市町村、公民館等から依頼さ

れた講座運営・サークル活動へ講師派遣  

日月～土曜日  場拠点：県立加須げんきプラザ 

℡0480-37-7007(留守番対応)  

メ itcharenge@yahoo.co.jp 
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Ｃ社会教育-③歴史 ５団体 

加須郷土史研究会 
No.85 

活郷土歴史の研究活動（会報発行・講演会・見学会の実施）。

郷土の歴史を学び、現在どうあるべきか、さらには未来に

伝承することは何かを考える活動を行う。 

日定例会年 12回  場市民プラザかぞ  

費年 2,000円  ℡0480-62-4749大塚 

加須古文書同好会 
No.109 

活古文書の学習（解読・解説及び現地学習） 

日定例会第１・３土曜日、総会４月 

場市民プラザかぞ 

費年 3,000円 

℡0480-65-2338友本 

加須まちづくり研究会 
No.89 

活郷土の文化的偉人(齋藤与里・谷山豊等)の業績･思想･人

生を知り,何故郷土加須がこれらの偉人を輩出できた理由

を研究･発表。加須・利根地域の活性化策を研究、提言発表。

日定例会第４金曜日 14:00～  場加須市内  費年 1,000円  

℡090-3682-7935宮﨑 

北川辺「田中正造翁」 

を学ぶ会 
No.122 

活田中正造翁の思想と行動を学ぶ！ 

日不定期 場不定 費年 1,000円 

℡0280-62-1461 柿沼 

古代史研究会 
No.146 

活古代の学習（日本全域の史跡、古墳等を中心に学習）  

日第２・４月曜日 場   費６カ月 3,000円 

℡0480-65-3746関 

 

Ｃ社会教育-④その他 10団体 

医療市民マイスター 

協会 加須支部 
No.66 

活地域と病院、患者と医療者を繋ぐかけ橋的な存在の「医

療市民マイスター」の育成  

日火・金曜日10:00～15:00、勉強会月２回  

場加須市内（活動拠点：済生会栗橋病院）  

費０円  ℡090-3497-4084中田 

★特定非営利活動法人 

かぞ市民ネット 
No.10 

活男女共同参画の視点を持ってまちづくりや

様々な活動に取り組む。まちづくり意見交換

会「しゃべんべやぁ」、先進地視察・研修等。

日第４水曜日午前  場加須市内  費年2,000円 

℡0480-65-5052那須 

加須市くらしの会 
No.11 

活消費者市民力を高めるため、学び、行動する

ことをモットーに活動。各種講座や見学会、消

費生活フェア開催など 13プロジェクト実施。

日第３金曜日  場市民プラザかぞ他 

費年 1,000円  ℡0480-68-5343杉沢 
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加須成年後見 

支援センター 
No.112 

活判断能力が不十分な方が安心して暮らすための支援制

度「成年後見制度」の普及、利用支援、後見

人養成や相談活動等 日第３水曜日に相談会

や定例会  場市民プラザかぞ等   

費年 1,000円 ℡080-6635-2196石井 

ゴーサインファミリー 
No.97 

活楽しい会議を開催するスキルを活用して、地域・企業・

学校などで、参加者の気持ち・心を大切にし

た「楽しい話し合いの場」の運営・進行をす

る。日不定期 場加須市大桑・茨城県五霞町等  

費年 1,000円  ℡080-5404-6407関根 

幸せのクローバー会 
No.148 

活四つ葉のクローバーを活用したセミナー＆

ワークショップ開催、人のつながりや生きが

いづくりを発信。  

日不定期 場拠点は加須市。近隣市町村で活

動 ℡090-1994-6394 鈴木 

だじゃれ活用倶楽部 

ＫＡＺＯ（略称 DUCK） 
No.179 

活「だじゃれ」を活用して加須市を元気にす 

る。「だじゃれ道場」「だじゃれで脳トレ」 

開催、Ｄ１だじゃれグランプリ開催等目指す。 

日不定期  場 市民プラザかぞ等  

費年 1,000円+臨時徴収 メ hanasaki_nasuno@yahoo.co.jp 

農ある暮らしの会 
No.174 

活季節に応じたワークショップ(リサイクル米袋でバッグ

作り等)、お話し会、エキササイズ等を通して、自然のリ

ズムに合わせた暮らし方のコツを提案、発信。 

日土曜日中心  場活動拠点は油井ヶ島 費 

℡090-6012-0992湯本  メ nouaruku@gmail.com 

野ばらの会 
No.12 

活県外研修（日帰りバス研修）、絵画教室、デマンドバス

体験と渡良瀬遊水地研修、市長を囲む談話会、昼食懇談会

（新年会）  

日未記入  場加須市内  費年 3,000円 

℡0480-68-6761野中 

レクリエ―ションインストラクター 

クラブＫＡＺＯ（Rick） 
   No.101 

活レクリエーション支援に関する学習の機会

を加須市内で提供する。直接支援も行う。 

日講習会年４回、例会月１回土曜日午後 

場市民プラザかぞ  費１回 500円 

℡090-3546-9130奈須野 メ hanasaki_nasuno@yahoo.co.jp 

 

Ｄこどもの健全育成 25団体 

エコクラブ・かぞ 
No.64 

活日本環境協会と連携で環境学習、ホタルやすずむしの好

きな環境を守る活動、夏休みこども霞が関見学ディ参加、さ

つまいもつくり体験、埼玉県環境科学国際センター自然観

察協力（あさがおの観察等） 

日随時  場樋遣川公民館  費０円  ℡0480-68-5343杉澤 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 
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大桑地区愛育班 
No.69 

活地域住民が健康で明るい生活ができる様見守り活動 

日活動随時。定例会年 7回  

場大桑地区  

費０円 

℡0480-65-3202小西 

大越地区愛育班 
No.62 

活子どもを交えてクリスマス会、三世代交流会、遊びの広

場等 

日定例会：第１日曜日夕方から  

場活動拠点：加須市保健センター  費年 500円  

℡0480－68－6203中澤 

加須北子育て応援隊 
No.184 

活ひとり親家庭等に無料で食品等の提供（フードパント 

リー）やこども食堂事業実施、情報提供・相談等 

日奇数月第３金曜日・土曜日  役員会月１回  

場拠点：光のこどもの家・ひばりの里交流の家、北川辺・ 

大利根地域  費０円  ℡090-6119-8366関根 

加須 子育て応援 

フードパントリー 
No.189 

活ひとり親家庭への生活支援、フードパントリー、食料、生

活用品の無償提供、子どもに寄り添った支援をしています。 

日奇数月１開催（年６回） 

場加須市内  費年会費 1,000円 

℡080-5022-2542梅澤  メ Kodomo.ouenntai@gmail.com 

加須市交通安全母の会 

 加須支部 
No.41 

活「交通安全は家庭から」をモットーに、母と子の交通安全

教室・交通安全啓発活動・関係機関（市・警察等）と共に街

頭・広報活動等。  日年間行事予定による。会議年３回、

総会 1回等年間約 20回  場加須市内  費０円  

℡0480-62-1111（内線 272）加須市 交通防犯課 

加須市母子愛育連合会 

 加須支部 
No.36 

活近隣住民への「声かけ」「見守り」を通し、母子から高齢

者までの健康づくりのお手伝い。遊びの広場、三世代交流

会、愛育班だより発行等  日地域別または随時。班長会議

は月 1回 場主に加須地域。拠点は市民プラザかぞ、公民館

等  費年 500円  ℡0480-61-3483新井 

加須市母子愛育連合会 

騎西支部 
No.76 

活未就学児対象に七夕さま、クリスマスの集い、月 1 回の

あいあいサロンを開催。随時高齢者の声かけ活動。 

愛育だより、年２回発行。 

日活動は随時。定例会は第４月曜日  場プラザきさい キ

ャッスルきさい  費年 500円 ℡0480-73-2176 渡邉 

加須市母子愛育連合会 

 北川辺支部 
No.105 

活愛育班活動（健康づくりを目標にした住民自身による活

動）を行う。地域住民がより健康になるため、乳児検診時の

協力活動、ハイハイよちよちコンテストの開催等を実施  

日活動月１回程度、定例会年４回  場北川辺地域  

費年 500円  ℡0280-62-3322保健センター 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 
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加須地区愛育班 
No.57 

活子育て支援（遊びの広場）年２回、愛育だより発行（年２

回）訪問カード、地域の健康づくりなど 

日定例会年６～７回 

場拠点：加須コミュニティセンター  費年 500 円 

℡0480-62-1877坂庭 

加須ライオンズクラブ 
No.126 

活交換留学生受入＆派遣、ＢＳ・ＧＳ・スポ少

等へ支援、各種災害時の募金・支援活動、献血

の推進・啓蒙活動 等 日活動通年、定例会第１･

第３水曜日  場加須市全域～市外 

費年 80,000×２  ℡0480-47-0071榎本 

元和母子愛育会 
No.39 

活赤ちゃん～高齢者まで地域に根差した健康

づくり。三世代交流、声かけ訪問、子育て支援

等実施。日活動第２水曜日、定例会第２木曜日  

場おおとね総合福祉会館他 費０円  

℡0480-72-3597大塚  

子育て支援団体 

 チームペガサス 
No.100 

活行事を通して笑顔で育児ができるように、親も子も沢山

の仲間が出来るように、季節に合わせて色々な行事の運営

等  日要問合せ 場大利根地域 費０円 

℡090-3696-2856丸山 メ pegasus.yuki@ezweb.ne.jp 

子育てママ 

はじめの一歩 
No.61 

活「ママのしゃべり場」開催。子育てや仕事、

家族の悩み等、一人で抱えず、しゃべり合い、

協力し合う。日水曜日 10:30～12:30  

場拠点：市民プラザかぞ 費０円  

メ kosodatemama.hajimenoippo.info@gmail.com 高塚 

こども食堂応援隊 
No.159 

活こども食堂等 こどもの居場所支援、子育て応援フードパ

ントリー 

日不定期 場加須市内 費年会費 1,000円 

℡090-1994-6394鈴木  

サニープレイス 
No.117 

活絵本の富聞かせやペタペタアートの普及活

動、キッズアンガーマネジメント（児童版怒り

の心理コントロール講座）開催等  

日随時  場加須市内  費  

℡0480-88-3006松本  メ sunnyplacebaby@gmail.com  

★一般社団法人 

すくすく広場 
No.127 

活こども食堂運営等、あそび・学習・子育て支援 

日月１回日曜日 あそびば+食堂、週１回木曜日 

学習+食堂  場不動岡公民館･三俣公民館･市民

プラザかぞ  費年 3,000 円  

℡090-2411-8598戸恒  メ tozune@outlook.jp  

飛ぶものを作ろう会 

かぞ 
No.171 

活簡単な科学的工作（特に紙飛行機等）の指導  

日平日、土日祝  

場市内全域。学校、公民館、学童保育室、科学館、その他  

費０円  

℡090-8517-7009小森 メ hkomori@jf6.so-net.ne.jp 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 
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★ＮＰＯ法人 

つどいの会 
No.161 

活子どもたちの人格、マナー、自律心等の健全育成支援の

ために社会教育やまちづくりの推進、地域安全活動、団体間

の連絡・助言等を行う。日木曜日ほか  場プラザきさい拠

点で騎西地域  費年 2,000 円  

℡080-5028-6469猪股  メ micki0215@gmail.com 

原道母子愛育会 
No.38 

活赤ちゃん～高齢者まで地域に根差した健康

づくりを目的としたヘルスボランティア。 

日定例会第３金曜日  

場原道コミュニティセンター、泰道地区等  

費無  ℡0480-72-7881 植竹 

東母子愛育会 
No.68 

活住民が健康で、近所の方と声を掛け合って生

活できるよう、声かけ、見守りを（赤ちゃんか

らお母さん方、高齢に至るまで）続けて、住み

やすい地域作りを推進。日活動随時・定例会月

1回  場大利根東地区  費０円  ℡ 

樋遣川地区愛育班 
No.65 

活クリスマス会（子育て支援）三世代交流、研修会、声かけ

訪問、愛育班だよりの発行、利根いこいの里ボランティア

（月 1回） 

日必要に応じて。定例会年８回  場樋遣川公民館、樋遣川

小学校  費年 500円  ℡0480-68-4016坂本  

不動岡地区愛育班 
No.77 

活愛育だより作成・配布、子育てサークルの手伝い、声かけ

訪問、遊びの広場(８月)、三世代交流(12 月第１金曜日）、

昔の遊び（12月第２金曜日）、幼稚園協力事業、小学校応援

団、見守り等  

場不動岡地区内  費年 500円  ℡0480-61-2638 吉田 

三俣地区愛育班 
No.55 

活愛育班活動。子育て支援(母とこの遊びの広場)、愛育だ

より発行（２回）、三世代交流、声掛け・見守り 

日定例会２か月に１回 

場加須市内  費年 500 円 

℡0480-62-6800鈴木  

礼羽地区愛育班 
No.56 

活愛育班活動。三世代交流（クリスマス会）、遊びの広場０

才～３才児対象（七夕まつり、お月見会、おひなまつり） 

日定例会（第２金曜日）と準備会（イベント）は随時  

場礼羽地区（拠点：礼羽公民館）  費年 500円 

℡0480-62-1776松本 

 

Ｅ福祉 17団体 

★特定非営利活動法人 

地域活動支援センター

こすもす 
No.9 

活心の病を持つ方々の自立を促進し、作業（洗濯・内職・

環境美化活動等）の場を提供。地域との良好な関係、社会

貢献を目指す。  日 月～金の活動のほか、総会（年１回）、

運営委員会（年６回）  場加須市岡古井 

費０円  ℡0480-62-0073  メ kosumosu@vivid.ocn.ne.jp 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 
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介護を考える会 

「ほっかほか」 
No.71 

活介護の精神的な負担や不安の解消のため、定期的に集ま

り、おしゃべり・小物制作・相談等  

日原則第３水曜日 13:30～15:30  

場北川辺文化・学習センターみのり等  費０円  

℡090-6119-8366関根 メ yuki.sekine@ezweb.ne.jp 

かぞケアラー 

サポートの会 
No.103 

活介護者のためのカフェ「＠えがお De 介護者サロン」や

研修会の開催  日カフェ開催 第２・４水曜日 13:30～

15:30  場市民プラザかぞ等  

費年 1,500円（一般のカフェ参加者は１回 100 円）  

℡0480-62-2668石井  メ tokisati@olive.ocn.ne.jp 

加須市生活と健康を 

守る会 
No.150 

活生活と健康を守るとりくみ  

日毎月上旬日曜日 場加須市内 費月 300円 

℡0480-62-2351松本 

かぞフラワー会 

活生理用品の寄付を集め、必要とする人に届ける。 

日毎月 11・22日  場花崎コミュニティセンター 

費０円 

℡080-3524-7001宮﨑 メ taka.yokko0807@gmail.com 

こまち会 
No.32 

活女性だけの高齢者の会。折り紙・人形作りなど好きなこ

とをする。自分たちが作った雑巾やコマを他団体の活動用

に贈ることもある。 

日第１・３火曜日 場秋葉会館 対概ね 65歳以上 

費年約 1,000円 ℡0480-62-6847熊谷 

さえずりの会 

（失語症の会） 
No.27 

活ことばのリハビリ（トランプ、しりとり等）やクリスマ

ス会・食事会・障がい者スポーツ大会参加など  

日第１or第３金曜日 9:30～11:30 場市民プラザかぞ  

対脳卒中・交通事故の後遺症等で話すことに困っている方  

費年 600円 ℡0480-62-6847熊谷 

全日本年金者組合埼玉

県本部 加須支部 
No.151 

活無料年金相談(６回/年）誕生会(３回/年)ほか、組合員

の親睦をはかるとともに、社会保障の拡充など年金生活者

の生活改善をめざす。  日不定期  場加須･騎西地域  

費月 250～900円(年金受給額により異なる)  

℡0480-65-0591富田  

特定非営利活動法人 

たすけあいワーカーズ 

きらきら館 
No.124 

活地域の活性化、顔がみえる関係づくり等を

目指す。地域サロン・生活サポート等。 

日日曜日以外毎日。定例会月２回  

場拠点：花崎北三丁目の「はぁ～とくらぶ」 

費年 3,000円  ℡070-2796-6448 愛智 

中央一丁目 

ブロンズ会議 
No.162 

活シルバー世代を支える 地域の取組み。社協と連携して

情報を交換。高齢者に優しい街づくりを目指す 

日第３水曜日  場中央一丁目集会所  費０円  

℡090-4723-2769瀧川 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 
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ニコニコカフェ 

まみぃさんと一緒 
No.165 

活介護者・家族のくつろぎの場所を提供し、家ではなかな

かできないお話や体験（物作り等）を楽しんでもらう。 

日第４木曜日  場市民プラザかぞ 

費参加費 200円 

℡080-5022-2542梅澤  メ nikonikomamiey@gmail.com 

脳トレサロン 
No.170 

活脳の活性化を図る。ナンプレ、健康体操、数式の計算、

漢字の書き取り 他  

日第１・３金曜日 

場市民プラザかぞ 費月 1,000円  

℡090-1462-9761田口 

ハッピーバード 
No.175 

活サロン（みんなのお茶の間 他）、野菜販売（生産者直

売）  

日第２・４火曜日 

場元町会館 他  費１回参加毎 200円 

℡090-1462-9761田口  

★特定非営利活動法人 

ひばりの里ネットワーク 
No.22 

活「いのちと尊厳」の大切さを伝える。障害があっても認

知症になっても普通に暮らせる地域づくりに

取り組む。日常時  場久下字高畑 1625-1 

費年 3,000円  ℡0480-67-0069 近藤 

メ hibari2202@yahoo.co.jp  

不動ヶ丘病院 

デイケアセンター 
No.95 

活地域に暮らす精神障がい者対象のリハビリ施設。病気に

ついての勉強、スポーツ、レク等、多数のプロ 

グラムを実施  日祝祭日を除く月～土曜日 

費０円  場加須市岡古井 

℡0480-62-3005  メ ransei@s6.dion.ne.jp 

みんなのちから 

いいね倶楽部 
No.149 

活普段、他者との交流が少ない人でも安心して参加でき、

交流やクラフトなど簡単な物づくりができるカフェ活動

を行う。認知症カフェの機能を併せ持つ。 

日第３月曜日「つくろうカフェ」開催  場市民プラザかぞ  

費参加費 200円  ℡090-1466-8463 戸ヶ崎  

臨床美術 彩球  

     加須支部 
No.94 

活創作活動を通じて脳の働きを活性化させる/認知症ケア 

高齢者施設での創作活動、乳児･学童への創作活動、被災

者支援等。アートで能を生き生き活性化！充実した毎日ス

トレスフリーな生活をめざす。 日記載なし  

場市内全域  費記載なし  ℡0480-61-5025赤坂  

 

Ｆ環境 ２団体 

加須市自然環境を 

考える会 
 No.130 

活自然を大切にする啓発活動、CO²削減の推進、グリーン

カーテンの推進、リサイクルの推進など 

日土日・不定期  場拠点中央－丁目自然環境加須本部 

費年 200円  ℡090-4723-2769瀧川 

メ takigawakazuoichdai@docomo.ne.jp 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 
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地球温暖化防止 

活動の会 
 No.190 

活リサイクルで未来の子ども達への贈りもの！ 

日要問合せ  場加須市内 費０円 

℡080-1013-3996渡辺 

 

Ｇスポーツ-①ダンス ３団体 

オリオリ フラ 
No.173 

活健康的で楽しいフラ。ボランティア活動、お祭り、文化

祭などに参加。日月・水・木・金曜日（週２～４回） 

場市民プラザかぞ、川口コミュニティセンター、水深公民館 

費活動日等により異なる  ℡090-2651-1782宇賀田  

メ norinori.uga.1205@docomo.ne.jp 

Ｈｕｌａ Ｌｕａｎａ

（フラ ルアナ） 
No.44 

活フラダンス。地域に根差した活動を目的とする。各種イ

ベント・ボランティアなど  

日月・水・金曜日 

場不動岡コミュニティセンター他  費年 30,000 円 

℡0480-65-5535 高野  メ uminohi.215-642@ezweb.ne.jp 

三俣民踊クラブ 
No.135 

活民踊講習会を定期的に開催。地区体育祭、市民体育祭で

民踊の披露。公民館に花いっぱい運動として年２回草花を

植栽 

日第４火曜日  場拠点：市民体育館剣道室  費  

℡0480-62-1785梅澤 

 

Ｇスポーツ-③体操 ４団体 

★一般社団法人 

笑顔咲く咲く協会 
No.186 

活ふれあいサロン、学童保育室での運動支援ボランティア

リーダーの養成、生活習慣体操（笑顔咲く体操）

の普及活動等 日平日  

場各地区のふれあいサロン、学童保育室  

費０円  ℡090-2648-7156 吉羽  

筋トレさくら会 
No.80 

活体脂肪低減を目指し、ストレッチ、自転車（バイク）運

動、エアロビ体操等を行う。また、挨拶運動、子供の育成に

も携わる。日火曜日 13:30～16:00 

場加須小学校多目的室  費年 500円 

℡0480-61-1491小山  

筋トレなでしこ会 
No.58 

活 ストレッチ・エアロバイク・エアロビ体操等で筋力アッ

プ・健康増進・体脂肪低減を目指す。入会は保健センターを

通して。 

日火曜日 9:00～11:00  場加須小学校多目的室  

費年 1,000円  ℡0480-61-2985山中 

３Ｂ体操かぞ 
No.167 

活主に椅子に座って行う体操。音楽に合わせて身体を動か

したり歌ったり、手遊び等も取り入れ、参加者間のコミュニ

ケーションを図る。  

日第２・４土曜日 場市民プラザかぞ  

費月 500円 ℡090-1763-9212 居附 

 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 

- 19 - 

Ｇスポーツ-④その他 ５団体 

市民サークル 
No.144 

活高齢者の健康管理増進とダンス普及、及び仲間づくり 

日土・日曜日  場不動岡公民館・大桑公民館  

費１回 300円  

℡090-1802-7801小結 

メ keiji12002@yahoo.ne.jp 

スポーツダーツ 

チームアドビアード 

及び ESL 
No.185 

活「生涯スポーツ」として年齢・性別に関係なく誰でも手軽

にプレーし、技術のほか心身の総合的なコントロール、集中

力、計算力、心のバランス感覚を養う。 

日金曜日 場旧加須地域  費月 750円 

℡090-1503-7854 山口 

★特定非営利活動法人 

フットボールクラブ加須 

（ＦＣかぞ） 
No.121 

活サッカーを中心とした総合型地域スポーツ

クラブ（欧州型の日本版ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）を加須市

につくる。加須市からＪリーグ参入を目指す。

日毎週  場加須市内  費月 500円～ 

℡0480-62-1101  メ info@fckazo.jp  

三俣地区スポーツ協会 
No.153 

活三俣地区における体育・スポーツ・レクレーション振興、

生涯スポーツ普及・推進、地区市民の健康・体力増進、 

もって市民生活の向上を図る。日主に土・日曜日  

場三俣小学校施設、市民体育館・グラウンド  

費０円（参加発生の場合有）  ℡0480-62-3801 清水 

元町キング 
No.141 

活ソフトボール大会の参加を通し、地域の人との交流を深

める。町会行事等に協力する。 

日不定期 

場拠点：元町会館 費年 5,000円 

℡0480-62-0554宮本 
 

Ｈ人権 ３団体 

加須市 

男女共同参画推進部 
No.139 

活男女共同参画推進のため、多方面から取り組み、理解を

深め、意識の向上に努める。 

日  場  費 

℡090-3104-9190五十畑 

加須地区 

更生保護女性会 
No.160 

活社会貢献活動や就労支援など保護観察処遇への協力、更

生保護施設入寮者の社会復帰を支援する活動 

日不定期   

場加須地域 費年 500 円 

℡0480-65-2309小川 

男女共同参画 

研修プロジェクト 
No.156 

活加須市男女共同参画市民企画委員会の会長、部長で委員

の研修を企画するチーム  

日第３水曜日 

場加須市役所他  費０円 

℡090-4723-2769瀧川 

 

 



活 活動内容等 日 活動日時 場 活動場所 費 費用（会費等） ℡ 電話番号 メ メールアドレス 

★ 法人格を有している団体 

- 20 - 

Ｚ法人 11団体 （ＡからＩで掲載されている団体のうち、団体名に★印付き＝法人格を有しているもの） 

分類 頁 法人種 団体名 登録番号 

Ａ芸術・文化・趣味-①音楽 3 特定非営利活動法人 ミュージカルかぞ 59  

Ａ芸術・文化・趣味-⑬その他 5 特定非営利活動法人 彩の国ラジコン愛好会 125  

Ｂまちづくり-④地域活動 9 一般社団法人 加須青年会議所 17  

Ｃ社会教育-④その他 11 特定非営利活動法人 かぞ市民ネット 10  

Ｄこどもの健全育成 14 一般社団法人 すくすく広場 127  

Ｄこどもの健全育成 15 特定非営利活動法人 つどいの会 161  

Ｅ福祉 15 特定非営利活動法人 地域活動支援センターこすもす 9  

Ｅ福祉 16 特定非営利活動法人 たすけあいワーカーズ きらきら館 124  

Ｅ福祉 17 特定非営利活動法人 ひばりの里ネットワーク 22  

Ｇスポーツ-③体操 18 一般社団法人 笑顔咲く咲く協会 186  

Ｇスポーツ-④その他 19 特定非営利活動法人 フットボールクラブ加須(ＦＣかぞ) 121  

 

 

 

 

 

 

 

 

加須市市民活動ステーション くらくら館 

〒347-0055 埼玉県加須市中央２丁目４-17 

 市民プラザかぞ ５階 

電話/FAX 0480-31-7311 

E - m a i l：kurakurakan@pony.ocn.ne.jp 

開館時間 午前 10時～午後５時 

毎週火曜日休館 

くらくら館 市民プラザかぞ 



     

久

礼羽公民館等 

42・56・164・191 

油井ケ島 174 

芋茎 134 

元町会館 141・175 

元町地区 3・123 

樋遣川地区 13 

樋遣川公民館  64・65 

 

キャッスルきさい 

59・78 

読売加須･大利根滑空場 

70・90 

原道コミセン 14・38 

はぁ～とクラブ 124 

パストラルかぞ 

96・136・163・178 

北川辺公民館 182 

保健センター 

43 
浮野の里 63 

愛の泉 28・54 

市民プラザかぞ（くらくら館） 

2・11・26・27・36・61・74・83 

84・85・88・101・103・109・112 

113・119・137・145・149・158 

165・166・167・170・172・173 

179・181・187・188 

市民体育館 

135 

げんきプラザ 

30 

加須公民館･加須コミセン 

57・91 

秋葉会館 32 

大利根総合 

福祉会館 39 

 

大桑地区 69 

アスタホール 19 

久下 22・143 

152・154・183 

中央一丁目 130・162 

プラザきさい 

76・161 

三俣小 153 三俣公民館 132 

三俣地区 55・147・180 

みのり 46・71・115 

不動岡公民館・コミセン  

44・127・144 

不動岡地区 29・77 

 

大越地区 18・62 

加須小 58・80 

北小浜 

17 

本町地区 

1・98・99 

水深公民館 

75・177 

お花が池 114 

済生会病院 66 

大利根地域 100 

利根川河川敷中渡地区付近  125 

岡古井 9・95 

大利根東地区 68 

加須市内 8・10・21・23・41・42・45・49・50 
51・53・60・79・89・92・94・117・121・133・138 
150・155・159・169・171・186・189・190 

加須市とその周辺 
97・107・118・126・129・148・157 加須地域 47・156・160・185 

加須・騎西地域 151 

北川辺地域 16・24・105・122 

 

北川辺・大利根地域 184 

 

未記入・その他 116・146・139 

※数字は、くらくら館登録番号 



索引 

 
50音 団体名 頁 
あ ＩＴチャレンジの会 10 
い 一片会 3 

芋茎サロン 8 
医療市民マイスター協会加須支部 11 
Illuminant（イルミナント） 1 

う 浮世の里 葦の会 8 
歌声礼羽 1 

え 
 

（一社）笑顔咲く咲く協会 18 
エコクラブ・かぞ 12 

お おおごえ甍の会 5 
大桑地区愛育班 13 
大越地区愛育班 13 
大利根マジッククラブ 3 
オリオリ フラ 18 

か 介護を考える会「ほっかほか」 16 
加須アンサンブルリーベ 1 
加須カスリーングライダークラブ 5 
かぞ合唱連盟 1 
加須北子育て応援隊 13 
加須郷土史研究会 11 
加須クラシックカークラブ 5 
加須クリエイト＆エンタテイメント 8 
かぞケアラーサポートの会 16 
加須 子育て応援フードパントリー 13 
加須古文書同好会 11 
加須市歌謡連合会 1 
加須市くらしの会 11 
加須市交通安全母の会加須支部 13 
加須市自然環境を考える会 17 
加須市手話通訳問題研究会 虹の会 10 
加須市生活と健康を守る会 16 
加須市男女共同参画推進部 19 
加須市母子愛育連合会加須支部 13 
加須市母子愛育連合会騎西支部 13 
加須市母子愛育連合会北川辺支部 13 
加須市本町町内会 7 
加須市「三俣第一区自治会」 7 
（特非）かぞ市民ネット 11 
加須・下總皖一記念ジュニアオーケストラ 1 
（一社）加須青年会議所 9 
加須成年後見支援センター 12 
かぞ地域女性会連合会 9 
加須地区愛育班 14 
加須地区更生保護女性会 19 
加須にほんごの会 10 
かぞフラワー会 16 
KAZO･フルートアンサンブル 1 
かぞふれあいネットワーク 9 
加須まちづくり研究会 11 
加須民謡・民舞連合会 3 
加須ライオンズクラブ 14 
加須落語愛好会 4 

き 騎西マジックバルーンアート 4 

 

50音 団体名 頁 
き 北川辺「田中正造翁」を学ぶ会 11 

北川辺Ｄｒｅａｍプロジェクト 9 
北埼歌謡連合会 2 
筋トレ さくら会 18 
筋トレ なでしこ会 18 

く 久下一丁目町内会 7 
久下五丁目町内会 7 
久下四丁目町内会 7 
くらくら館で唄おう会 1 
くらくらばんど 1 

け 劇団ＫＡＺＯ 4 
元和母子愛育会 14 

こ 弘済会埼玉友の会北埼玉支部 9 
ゴーサインファミリー 12 
コールＷＡ 2 
コーロ・フィオーレ 2 
子育て支援団体 チームペガサス 14 
子育てママ はじめの一歩 14 
古代史研究会 11 
こども食堂応援隊 14 
こまち会 16 

さ 埼玉県生態系保護協会 加須支部 5 
(特非)彩の国ラジコン愛好会 5 
さえずりの会 16 
さくらの会 4 
ＳＡＴＯＭＩミュージカルアトリエ 2 
サニープレイス 14 
sama-samaクラブ 10 
３Ｂ体操 かぞ 18 

し 幸せのクローバー会 12 
しずくの会 9 
市民サークル 19 
自遊人仲間会 5 
食生活改善推進員協議会 加須支部 6 
新日本婦人の会 6 

す スカイキッズ・インターナショナル 6 
(一社)すくすく広場 14 
ＳＰＩＥＬＯＧ 6 
スポーツダーツ チームアドビアード及び ESL 19 

せ 善憧会 2 
全日本年金組合埼玉県本部 加須支部 16 

た 
 

ダイヤモンズ 2 
高畑町内会 7 
だじゃれ活用倶楽部 KAZO 12 
(特非)たすけあいワーカーズきらきら館 16 
楽しくシャンソン♪ 2 
玉子の白身で絵を描く会 4 
男女共同参画研修プロジェクト 19 

ち (特非)地域活動支援センターこすもす 15 
地球温暖化防止活動の会 18 
中央一丁目ブロンズ会議 16 

つ (特非)つどいの会 15 
と 童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ 2 

 

50音 団体名 頁 
と 飛ぶものを作ろう会かぞ 14 
な 夏祭り委員会 8 

南写真クラブ 4 
に 290公動塾 9 

ニコニコカフェ まみぃさんと一緒 17 
庭守の会 5 

の 農ある暮らしの会 12 
脳トレサロン 17 
野ばらの会 12 

は ハッピーアロマ＆パステルアート♪ 6 
ハッピーバード 17 
原道母子愛育会 15 

ひ 東母子愛育会 15 
(特非)ひばりの里ネットワーク 17 
樋遣川地区愛育班 15 
樋遣川ひまわり会 9 

ふ ファミリーコンサート実行委員会 2 
武州加須囃子保存会 8 
(特非)フットボールクラブ加須 19 
不動岡地区愛育班 15 
不動岡浪漫研究会 8 
不動ヶ丘病院デイケアセンター 17 
プラスチックスマートかぞ 9 
Hula Luana（フラルアナ） 18 

ほ ポルシェ 911 を楽しむ会 6 
本町寿会 7 

ま まちづくりネットワーク・かぞ 10 
み 三国地域パトロール隊 10 

水深福寿会 8 
三俣第四区 自治会 7 
三俣地区愛育班 15 
三俣地区スポーツ協会 19 
三俣民謡クラブ 18 
みのり会 6 
(特非)ミュージカルかぞ 3 
未来のたね 10 
みんなのちから いいね倶楽部(つくろうカフェ) 17 

も 元町キング 19 
元町町内会 7 
元町白寿会 8 

や やさしい英会話サークル 10 
安来節保存会関東加須支部 3 

ゆ 夢空間 5 
ら 礼羽地区愛育班 15 

礼羽まちづくり いなほの会 10 
落楽会 4 

り linolinoヨガ＆アロマサークル 6 
リバーシティ マンドリーノ 3 
臨床美術 彩玉 加須支部 17 

れ レイ・マハロ（ハワイアン系音楽バンド） 3 
レクリエーションインストラクタークラブＫＡＺＯ 12 

ろ 六弦の会／加須ギターアンサンブル 3 
 

凡例  (一社)：一般社団法人  (特非)：特定非営利活動法人 
※登録名が「NPO」でも、(特非)に統一した。 

※団体名に法人名は含めないで並べた。【例】(一社)すくすく広場➡「い」ではなくて「す」 


