
からだを動かす活動
Ｎｏ 団体名 主な活動内容 主な活動場所

1 第二峰寿会グラウンド・ゴルフ部 グラウンド・ゴルフ 与野公園
2 峰球会 グラウンド・ゴルフ 与野公園
3 本村喜楽会グランドゴルフ部 グラウンド・ゴルフ 与野中央公園、みんなの広場
4 大戸喜多仁会 グラウンド・ゴルフ 大戸公園
5 向原第2八千代会 グラウンド・ゴルフ 与野中央公園
6 大かやＧＧＣ グラウンド・ゴルフ 鈴谷東公園、大戸公園
7 さいたま市与野グラウンド・ゴルフ協会　円阿弥ＧＧクラブ グラウンド・ゴルフ 円阿弥コミュ広場、八王子公園
8 中里きらく会G・G グラウンド・ゴルフ 与野中央公園
9 中桜グラウンド・ゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ 与野公園他
10 鈴谷ＧＧを楽しむ会 グラウンド・ゴルフ みんなの広場
11 上町グラウンドゴルフ愛好会 グラウンド・ゴルフ 上町氷川神社
12 グルメ会 グラウンド・ゴルフ 浦和北公園
13 さくら草愛好会 グラウンド・ゴルフ 島根公園
14 上落合グランドゴルフ グラウンド・ゴルフ 上落合北公園
15 第一三好会 グラウンド・ゴルフ、カラオケ他 与野公園
16 第二三好会 グラウンド・ゴルフ、カラオケ他 与野公園
17 クローバーシティ与野自治会 グラウンド・ゴルフ、カラオケ他 クローバーシティ集会場・広場等
18 旭寿会 グラウンド・ゴルフ、合唱 向原あきこ公園
19 仲町寿会 グラウンド・ゴルフ、ウォーキング他 中央区内
20 鈴谷第四自治会 ラジオ体操 鈴谷天神社
21 与野ハウス三角公園ラジオ体操クラブ ラジオ体操 与野ハウス三角公園
22 稲荷町自治会 ラジオ体操 稲荷町会館、稲荷町児童公園
23 四つ葉会 ラジオ体操 上落合公園
24 与野高層自治会 ラジオ体操、カラオケ他 与野高層敷地内
25 トワエモア会 ラジオ体操、ウォーキング他 新都心けやきひろば他
26 桜丘自治会 ラジオ体操、清掃活動 桜丘ふれあい公園
27 矍鑠として百歳をめざす会 体操 栄和公民館
28 シェープアップと若返り体操会 体操 大戸公園
29 のんびり体操 体操 鈴谷公民館
30 体操同好会 体操、ウォーキング 上落合公民館
31 美松会 体操、ウォーキング 南与野東口公園他
32 ゆうゆう体操 ストレッチ体操、ダンス　 与野本町コミュニティセンター
33 気功と太極拳 体操（気功　太極拳） 常盤公民館、北浦和公園
34 鈴谷太極拳 体操、太極拳の練習他 鈴谷公民館
35 大戸気功クラブ 体操（気功） 大戸公民館
36 さわやか太極拳与野 太極拳 上落合公民館、下落合公民館
37 水曜会 卓球 与野体育館
38 けやき卓球クラブ 卓球 与野西北小学校体育館
39 ひまわり卓球 卓球 白鍬電建自治会館
40 卓心会 卓球 与野西北小学校、鈴谷公民館
41 ヤングマスターズ 卓球 大久保東公民館
42 彩玉クラブ 卓球 大久保東公民館
43 ふれあいピンポン広場 卓球 鈴谷公民館
44 カトレア・フォークダンスクラブ フォークダンス 与野本町コミュニティセンター
45 かすみ草フォークダンスクラブ フォークダンス 与野本町コミュニティセンター
46 アカシアフォークダンス フォークダンス 下落合公民館、与野本町コミュセン
47 与野ゲートボール連盟南地区むつみ会 ゲートボール 与野中央公園
48 与野ゲートボール連盟北地区 ゲートボール 上落合公園
49 八王子ゲートボールクラブ ゲートボール 八王子公園
50 ファミリーテニスクラブ テニス 天沼・堀崎・第二公園テニスコート
51 GⅠテニス テニス 市営・県営テニスコート（中央、八王子、荒川、秋ヶ瀬）

52 ねんりん大学OB会 ウォーキング
53 八王子公園を歩く会 ウォーキング、公園清掃 八王子公園
54 よさこい竜舞会 よさこい踊り
55 湯けむりの会 浴場やプールでの健康活動 湯けむり横丁、見沼ヘルシーランド
56 あゆみバドミントンクラブ バドミントン 与野体育館
57 スウェイ・Ⅱ 社交ダンス 大久保東公民館



文化・芸術・趣味活動
Ｎｏ 団体名 主な活動内容 主な活動場所

1 カラオケ愛好会 カラオケ いこい荘
2 こうねんカラオケ同好会 カラオケ いこい荘
3 童謡唱歌の会 童話唱歌 中里自治会館
4 コーラス・ベルエコー コーラス いこい荘、与野図書館
5 歌う会 歌の練習 いこい荘
6 なかよし歌謡会 歌のつどい いこい荘
7 歌謡　友の会 歌 鈴谷公民館
8 季の会 合唱 栄和公民館
9 秀麗会与野本町民舞教室・新舞踊教室 民謡（伝統芸能の伝達） 与野本町コミュニティセンター
10 こだま会 三味線　民謡　 いこい荘
11 鈴谷吟詠会 詩吟 鈴谷公民館、さいたま芸術劇場
12 大正琴　さくら草 大正琴 鈴谷公民館
13 与野民踊連盟 民踊 与野体育館、下落合・鈴谷公民館、
本町・下落合コミュニティセンター

14 大戸西自治会（おしゃべりサロン和） 高齢者サロン 自治連合会館
15 鈴谷地区社会福祉協議会 高齢者サロン
16 元気サロン 高齢者サロン・運動・会食 びゅうサイトタワーマンション、与野ハウス

17 上落合囲碁クラブ 囲碁 鈴谷・上落合公民館、上町自治会館
いこい荘

18 かやのき囲碁クラブ 囲碁 かやのき団地内集会所
19 陶の華 陶芸 鈴谷公民館
20 大戸陶芸クラブ 陶芸 大戸・鈴谷公民館
21 特定非営利活動法人介護予防普及会 介護予防普及活動 白鍬電建自治会館、上町自治会館、
本町公民館、いこいの家

22 南京玉すだれ友の会 南京玉すだれ 鈴谷公民館
23 彩食クラブよの 料理講習、ふれあい会食他
24 話し方同好会 早口ことば、スピーチ 上落合公民館
25 サロンえんがわ 体操・唄・折り紙 児童館（かがやきの里）
26 麻雀クラブ 麻雀 いこい荘
27 大宮おもちゃの病院 おもちゃの修理 大宮ふれあいセンター・大成・指扇・宮原、七里公民館、三橋児童館


