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417corporation
【好感度の持てるメークアップセミナー、交流会】

10月20日に資生堂ジャパン様と協同で好感度の持

てるメークアップセミナー、交流会を開催しました。

障がいをもっている人もそうでない人も、正しいメー

クアップをするこ

とで、積極的に人

と関われる様に、

また、音楽をきっ

かけに癒しのひと

時を演出して、73

名の方がご来場く

ださいました。

さいたま市岩槻美術家協会
【第３回岩槻区民展覧会】

初めてのオープニングパーティーに 30 名の参加。

活発な意見交換や新たな出会いがあり、有意義な交

流の場となりました。区展も定着しつつあり、岩槻

の文化振興・

町の活性化

に貢献でき

ているもの

と嬉しく思

います。

NPO法人   岩槻まちづくり市民協議会
【市民が考える “岩槻の近未来” まちづくりフォーラム】

2020 年のオリ・パラの年に向け郷土岩槻のにぎ

わいを考える機会となりました。基調講演で①さい

たま市の中での岩槻の存在、②大事にする岩槻の財

産の話。それに続

き、４名のパネ

ラーと 75 名の参

加者がテーマにつ

いて活発に意見交

換しました。

岩槻築城研究会
【講演会事業】

前回に引き続き講演会を開催し、岩槻城主太田道灌

18 代子孫太田資暁様を迎え「岩槻城と太田氏」の

テーマでご講演をいただ

きました。当日 120 名

を超える人の参加で用意

したホールが満席状態で

した。今後の企画にご期

待ください。

岩槻黒奴保存会
【岩槻伝統啓発事業】

岩槻黒奴のうちわを作成し、「岩槻まつり」や「城

下町岩槻鷹狩り行列」など私たちが参加するイベン

トで配布

し、岩槻

黒奴のＰ

Ｒ活動を

行いまし

た。

NPO法人   親子ふれあい教育研究所
【『ミンダナオ子ども図書館』との民間親善交流】

６月３日にミンダナオ島の若者達との民間親善交流

会を、木力館（４５名）、慈恩寺果樹園（１４０名）

の２会場で行いました。若者たちの素敵な歌や踊り

が披露され、また、

多くの市民ボラン

ティアの協力で、

当日は、子どもか

ら高齢者まで多く

の市民が楽しみま

した。

※【】内は事業名活用した事業を紹介します
平成 30 年度岩槻区市民活動ネットワークまちづくり推進事業補助金を

このみんなのはぴネット第16号は50,000部作成し、１部当たりの印刷経費は6.2円（概算）です。

発行年月／平成３１年３月 発　行／さいたま市岩槻区コミュニティ課　電話：048－790－0122　FAX：048－790－0261
E-mail：iwatsukiku-community@city.saitama.lg.jp

岩槻区では、岩槻区の魅力あるまちづくりのために市
民活動ネットワーク登録団体が行う区の特性を生か
した事業やコミュニティ活動の活性化につながる事業
などに対し補助を行っています。
【申請方法】4月1日～２６日に申請書類を揃え、
コミュニティ課へご提出ください。
詳しくは、岩槻区役所コミュニティ課へ

岩槻区市民活動ネットワーク
まちづくり推進事業補助制度とは

山吹の里づくりの会
【岩槻区南部に山吹を増やそう】

今年は柏崎小学校にも子どもたちと一緒に山吹の花

を植えました。また、西原中学校の子どもたちが岩

槻城址公園の補植

を手伝ってくれま

した。美園東公園

と共に「山吹は岩

槻区の花」が再認

識されれば幸いで

す。

山吹の里多世代交流支援クラブ
【多世代交流と孫育て】

山吹の里多世代交流支援クラブは、０才～小・中学

生と保護者の方が交流する子育て支援の広場です。

行事は工作やリズムを通して知り、いろいろな方と

遊ぶことから、こと

ばや関わり方に気づ

き自ら学んでいるこ

とを、保護者も学び

としています。

NPO法人   地域伝統文化推進機構
【講演会事業】

教育、学術を大切にした伝承事業による次世代の育

成と伝統文化に包まれたまちづくりに資することを

目的とする活動団体です。論語の素晴らしさを知っ

ていただく為に孔

子の話を人間学研

究家樫野紀元先生

にご講演をいただ

きました。

NPO法人  ためぞうクラブ
【節句まつり七夕文化、子ども遊びの伝承】

輪投げやシャボン玉、空き缶竹馬、ゴム鉄砲などの

子ども遊びや、短冊に願い事を書いて笹竹に飾りま

した。さらに、大学生の参加もあり遊びを通して市

民にも自由に

参加してもら

い多世代の交

流を図る事が

できました。

生活サポートひなまち
【老いても自立した生活が送れる情報と健康づくり】
講師を招いて、日常生活情報・脳トレ・ストレッチ

体操等、知識と実践を取りいれた健康づくり講座を

行いました。心と

体の元気が得られ

ると笑いの絶えな

い会場となりまし

た。

※【】内は事業名活用した事業を紹介します
平成 30 年度岩槻区市民活動ネットワークまちづくり推進事業補助金を

新しい仲間が加わりました!

旧埼玉県史編纂の流れを引き継ぎ、郷土史を学習

する人々の集まりで、会報『埼玉史談』の発行（年

３回）や毎月の見学会・講演会等を実施しています。

埼玉県郷土文化会

牛乳パック工作

廃油石けん、不要になった洋服や

着物からバッグや小物を作り、岩槻

やまぶきまつりで披露しています。

また小学校のチャレンジスクールで

牛乳パック工作を指導しています。

リサイクルいわつき

     市民活動ネットワークは、岩槻
区を拠点に、協働のまちづくりを
目指して様々な市民活動を行って
いる団体を登録し、支援する制度
です。登録すると、次の支援が受
けられます。
・区役所多目的室の利用
・団体活動の PR
・市民活動に関する情報提供
・団体運営の相談
・意見交換会や研修会の参加案内
・まちづくり推進事業補助制度
　登録などについては、岩槻区コ
ミュニティ課にご相談ください。

行政（岩槻区）

登録団体 登録団体

登録団体

魅力あるまちづくり

岩槻区民

交流・連携

協働 支援

協働のまちづくりに参加しませんか
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10月

【重陽の節句 展示会場めぐり】

 《日》中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所

 《￥》有料　 《団》岩槻観光ボランティアガイド会

11月

【書道展】
 《日》中旬～12月上旬　
 《所》   岩槻駅東口コミュニティセンター　
 《\》無料（出展料は有料）　 《団》岩槻書道人連盟

【城下町岩槻鷹狩り行列】
 《日》上旬　《所》  岩槻駅東口周辺
 《￥》無料　《団》岩槻黒奴保存会

12月

【生活習慣病予防の料理教室】
 《日》上旬　《所》岩槻本町公民館　 《￥》有料　
 《団》さいたま市食生活改善推進員協議会岩槻支部

【おとうさんのヤキイモタイム】
 《日》上旬　《所》慈恩寺果樹園
 《￥》大人有料　子ども無料
 《団》コミュニケーションネットワーク岩槻

【市民と考えるまちづくりフォーラム】

 《日》25 日　《所》岩槻区役所３階多目的室

 《￥》無料　  《団》NPO法人岩槻まちづくり市民協議会   

１月

２月

【人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり 無料ガイド】

 《日》中旬～３月中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所

 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【元荒川緑地清掃活動】

 《日》９日　《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》無料　《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【元荒川緑地 竹刈り】

 《日》16日（雨天の際は23日）

 《所》岩槻文化公園玄関前集合　《￥》無料

 《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

３月

【群馬県内の雛めぐり】

 《日》１日　《所》りそな銀行岩槻支店前集合

 《￥》有料　《団》岩槻地方史研究会

４月

【岩槻城址公園さくら祭り 無料ガイド】

 《日》初旬　《所》岩槻城址公園内

 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

５月

【チョウジソウを見よう】

 《日》５日　《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》有料　《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【川通地区史跡めぐり】

 《日》12 日　《所》岩槻駅２階改札口集合

 《￥》有料　　《団》岩槻地方史研究会

６月

【慈恩寺地区史跡めぐり】

 《日》２日　《所》岩槻駅２階改札口集合

 《￥》有料　《団》岩槻地方史研究会

【朝顔市 無料ガイド】
 《日》第１日曜日　《所》岩槻駅改札前集合
 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【ホタル観賞会】
 《日》13 日～ 14 日 　《所》岩槻城址公園
 《￥》無料　　　　　　《団》岩槻ホタルの会

【ホタル観賞会】
 《日》15 日　 《所》玄奘塔
 《￥》無料　　《団》岩槻ホタルの会

【ひまわり畑で遊ぼう！夏】
 《日》15 日　 《所》慈恩寺果樹園
 《￥》大人有料　子ども無料
 《団》コミュニケーションネットワーク岩槻

【生活習慣病予防の料理教室】
 《日》上旬　《所》岩槻本町公民館　 《￥》有料　
 《団》さいたま市食生活改善推進員協議会岩槻支部 

７月

８月

【岩槻まつり マップ配布と説明】
 《日》中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所
 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【岩槻まつり（黒奴行列）】
 《日》中旬　 《所》岩槻まつり会場
 《￥》無料　 《団》岩槻黒奴保存会

９月

【散策の森 清掃活動】

 《日》22 日《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》無料　 《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【岩槻安穏朝市】

 《日》毎月第３日曜日《所》浄源寺

 《￥》無料　 《団》岩槻は朝市から始まる。の会 

【介護者サロンひなまち】

 《日》毎月第１金曜日《所》岩槻区役所３階多目的室

 《￥》有料　 《団》生活サポートひなまち 

年間
イベント

凡例

《日》…日時　《所》…場所　《\》…参加費　《団》…団体名

※各事業は変更になる可能性があります。詳しくは岩槻

　区コミュニティ課までお問い合わせください。

参加してみませんか
興味のある催しに市民参加カレンダー 2019

埼玉県生態系保護協会岩槻支部

区内に生育する希少な植物等を守ってい

る自然保護団体です。主に岩槻文化公園・

元荒川緑地で活動しています。自然を将

来の人々に引き継ぎましょう。

自然・環境

岩槻観光委員会

本会は観光事業を通して産業振興を図
ることを目的としています。さいたま
市観光国際協会や各団体と連携して「朝
顔市」や「旧通り名 看板の設置」や区
内で実施される各種イベントの実行委
員会等に参画しています。

歴史・文化

南平野ボランティア会

南平野公園周辺住宅地のゴミ拾い、公園

内にラベンダー・その他の花木育成等の

活動を通して地域の方々と交流を図るグ

ループです（常時会員募集）。

《問》：藤森　TEL758-1567

自然・環境

岩槻ときめき文化の会

心豊かなまちづくりに貢献することを目
的に講演会や展覧会などの文化活動を
行っています。平成30年度はメンバー対
象に「終活」講演会を3回シリーズで実
施しました。「岩槻今昔写真展」開催にも
協力団体として連携いたしました。

歴史・文化

岩槻書道人連盟

昭和 35 年に「岩槻市書道人連盟」と
して発足。毎年暮れに開催している書
道展は 58 回を数え、今は小・中学生
の作品も並びます。流派や書風を超え
た半世紀に及ぶ歴史ある書道展、ぜひ
ご覧ください。出品も大歓迎です。

歴史・文化

岩槻市民協議会

行政等と協働した市民主体のまちづくりを

目指し、岩槻の伝承と未来を築く心豊かな

事業の一つとして和船祭り、東岩槻駅のプ

ランター整備、懇談会等を実施しています。

《問》小林：TEL798-5050

まちづくり

岩槻区市民活動ネットワーク登録団体

さいたま市岩槻区保健愛育会
食生活改善推進員協議会岩槻支部
（社）倫理研究所家庭倫理の会いわつき
布楽工房
さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会
山吹の里多世代交流支援クラブ
さいたま市岩槻区倫理法人会
岩槻書道人連盟
岩槻地方史研究会
NPO法人地域伝統文化推進機構
岩槻観光委員会
岩槻ときめき文化の会
岩槻観光ボランティアガイド会
岩槻の歴史を学ぶ会
岩槻黒奴保存会
さいたま市岩槻美術家協会
NPO法人岩槻・人形文化サポーターズ
武州鉄道顕彰会
岩槻築城研究会

やまぶき道灌太鼓
岩槻音楽文化連盟
コミュニケーションネットワークいわつき
NPO法人親子ふれあい教育研究所
いわつき童謡を歌う会

NPO元荒川をきれいにする会
岩槻ホタルの会
和土住宅中央用水をきれいにする会
南平野ボランティア会
山吹の里づくりの会
半農生活サポートセンター
トラスト７
グリーンバード開智小学校チーム

NPO法人岩槻まちづくり市民協議会
思いやりベンチ事業推進委員会
NPO法人ためぞうクラブ
いわつき国際交流会日本語プラザ
岩槻は朝市からはじまる。の会
いわつき水曜日本語教室
岩槻市民協議会
人形のまちを創る会
岩槻ものしり隊
朗読ボランティア岩槻けやきの会
NPO法人愛風（あいあい）
NPO法人ほっとポット
４１７corporation（シイナコーポレイション）
生活サポート　ひなまち

自
然
・
環
境

社
会
教
育

歴
史
・
文
化

ま
ち
づ
く
り
・
国
際
交
流

福
祉 音

楽
・
子
育
て

防
犯
等

ギャンブル依存症を無くす会

埼玉県生態系保護協会岩槻支部 

岩槻あそび隊つきぐるみ
西町青年会

埼玉県郷土文化会

リサイクルいわつき

（平成３１年１月２４日現在　５２団体）

朗読ボランティア岩槻けやきの会

岩槻区唯一の音訳グループです。視覚障害のある
方やその他の要望者のために CD 化した図書の作
製や図書館での対面朗読を行っています。

福祉

布楽工房

サロンのようなサークルですが、気が付けば干支
がひと回りしてました。一針一針作り上げた作品
には愛情がいっぱい詰まっていて、感激し、また次
へと意欲がわいてきます。さあ、今年も楽しもう！！

社会教育

さいたま市岩槻区倫理法人会

「企業は人なり」と言うが、まさに経営者の人間性
が問われる競争社会の目まぐるしい、時代を切り
開く知恵、行動を身につけるための学びの場。　

《問》田畑：TEL 080-3091-0403

社会教育

NPO 法人  ほっとポット

生活困窮・貧困から住居を失った方 ( ホームレス

状態の方 ) へ福祉制度の相談・支援活動を行って

います。

福祉
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 《\》無料（出展料は有料）　 《団》岩槻書道人連盟

【城下町岩槻鷹狩り行列】
 《日》上旬　《所》  岩槻駅東口周辺
 《￥》無料　《団》岩槻黒奴保存会

12月

【生活習慣病予防の料理教室】
 《日》上旬　《所》岩槻本町公民館　 《￥》有料　
 《団》さいたま市食生活改善推進員協議会岩槻支部

【おとうさんのヤキイモタイム】
 《日》上旬　《所》慈恩寺果樹園
 《￥》大人有料　子ども無料
 《団》コミュニケーションネットワーク岩槻

【市民と考えるまちづくりフォーラム】

 《日》25 日　《所》岩槻区役所３階多目的室

 《￥》無料　  《団》NPO法人岩槻まちづくり市民協議会   

１月

２月

【人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり 無料ガイド】

 《日》中旬～３月中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所

 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【元荒川緑地清掃活動】

 《日》９日　《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》無料　《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【元荒川緑地 竹刈り】

 《日》16日（雨天の際は23日）

 《所》岩槻文化公園玄関前集合　《￥》無料

 《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

３月

【群馬県内の雛めぐり】

 《日》１日　《所》りそな銀行岩槻支店前集合

 《￥》有料　《団》岩槻地方史研究会

４月

【岩槻城址公園さくら祭り 無料ガイド】

 《日》初旬　《所》岩槻城址公園内

 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

５月

【チョウジソウを見よう】

 《日》５日　《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》有料　《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【川通地区史跡めぐり】

 《日》12 日　《所》岩槻駅２階改札口集合

 《￥》有料　　《団》岩槻地方史研究会

６月

【慈恩寺地区史跡めぐり】

 《日》２日　《所》岩槻駅２階改札口集合

 《￥》有料　《団》岩槻地方史研究会

【朝顔市 無料ガイド】
 《日》第１日曜日　《所》岩槻駅改札前集合
 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【ホタル観賞会】
 《日》13 日～ 14 日 　《所》岩槻城址公園
 《￥》無料　　　　　　《団》岩槻ホタルの会

【ホタル観賞会】
 《日》15 日　 《所》玄奘塔
 《￥》無料　　《団》岩槻ホタルの会

【ひまわり畑で遊ぼう！夏】
 《日》15 日　 《所》慈恩寺果樹園
 《￥》大人有料　子ども無料
 《団》コミュニケーションネットワーク岩槻

【生活習慣病予防の料理教室】
 《日》上旬　《所》岩槻本町公民館　 《￥》有料　
 《団》さいたま市食生活改善推進員協議会岩槻支部 

７月

８月

【岩槻まつり マップ配布と説明】
 《日》中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所
 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【岩槻まつり（黒奴行列）】
 《日》中旬　 《所》岩槻まつり会場
 《￥》無料　 《団》岩槻黒奴保存会

９月

【散策の森 清掃活動】

 《日》22 日《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》無料　 《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【岩槻安穏朝市】

 《日》毎月第３日曜日《所》浄源寺

 《￥》無料　 《団》岩槻は朝市から始まる。の会 

【介護者サロンひなまち】

 《日》毎月第１金曜日《所》岩槻区役所３階多目的室

 《￥》有料　 《団》生活サポートひなまち 

年間
イベント

凡例

《日》…日時　《所》…場所　《\》…参加費　《団》…団体名

※各事業は変更になる可能性があります。詳しくは岩槻

　区コミュニティ課までお問い合わせください。

参加してみませんか
興味のある催しに市民参加カレンダー 2019

埼玉県生態系保護協会岩槻支部

区内に生育する希少な植物等を守ってい

る自然保護団体です。主に岩槻文化公園・

元荒川緑地で活動しています。自然を将

来の人々に引き継ぎましょう。

自然・環境

岩槻観光委員会

本会は観光事業を通して産業振興を図
ることを目的としています。さいたま
市観光国際協会や各団体と連携して「朝
顔市」や「旧通り名 看板の設置」や区
内で実施される各種イベントの実行委
員会等に参画しています。

歴史・文化

南平野ボランティア会

南平野公園周辺住宅地のゴミ拾い、公園

内にラベンダー・その他の花木育成等の

活動を通して地域の方々と交流を図るグ

ループです（常時会員募集）。

《問》：藤森　TEL758-1567

自然・環境

岩槻ときめき文化の会

心豊かなまちづくりに貢献することを目
的に講演会や展覧会などの文化活動を
行っています。平成30年度はメンバー対
象に「終活」講演会を3回シリーズで実
施しました。「岩槻今昔写真展」開催にも
協力団体として連携いたしました。

歴史・文化

岩槻書道人連盟

昭和 35 年に「岩槻市書道人連盟」と
して発足。毎年暮れに開催している書
道展は 58 回を数え、今は小・中学生
の作品も並びます。流派や書風を超え
た半世紀に及ぶ歴史ある書道展、ぜひ
ご覧ください。出品も大歓迎です。

歴史・文化

岩槻市民協議会

行政等と協働した市民主体のまちづくりを

目指し、岩槻の伝承と未来を築く心豊かな

事業の一つとして和船祭り、東岩槻駅のプ

ランター整備、懇談会等を実施しています。

《問》小林：TEL798-5050

まちづくり

岩槻区市民活動ネットワーク登録団体

さいたま市岩槻区保健愛育会
食生活改善推進員協議会岩槻支部
（社）倫理研究所家庭倫理の会いわつき
布楽工房
さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会
山吹の里多世代交流支援クラブ
さいたま市岩槻区倫理法人会
岩槻書道人連盟
岩槻地方史研究会
NPO法人地域伝統文化推進機構
岩槻観光委員会
岩槻ときめき文化の会
岩槻観光ボランティアガイド会
岩槻の歴史を学ぶ会
岩槻黒奴保存会
さいたま市岩槻美術家協会
NPO法人岩槻・人形文化サポーターズ
武州鉄道顕彰会
岩槻築城研究会

やまぶき道灌太鼓
岩槻音楽文化連盟
コミュニケーションネットワークいわつき
NPO法人親子ふれあい教育研究所
いわつき童謡を歌う会

NPO元荒川をきれいにする会
岩槻ホタルの会
和土住宅中央用水をきれいにする会
南平野ボランティア会
山吹の里づくりの会
半農生活サポートセンター
トラスト７
グリーンバード開智小学校チーム

NPO法人岩槻まちづくり市民協議会
思いやりベンチ事業推進委員会
NPO法人ためぞうクラブ
いわつき国際交流会日本語プラザ
岩槻は朝市からはじまる。の会
いわつき水曜日本語教室
岩槻市民協議会
人形のまちを創る会
岩槻ものしり隊
朗読ボランティア岩槻けやきの会
NPO法人愛風（あいあい）
NPO法人ほっとポット
４１７corporation（シイナコーポレイション）
生活サポート　ひなまち

自
然
・
環
境

社
会
教
育

歴
史
・
文
化

ま
ち
づ
く
り
・
国
際
交
流

福
祉 音

楽
・
子
育
て

防
犯
等

ギャンブル依存症を無くす会

埼玉県生態系保護協会岩槻支部 

岩槻あそび隊つきぐるみ
西町青年会

埼玉県郷土文化会

リサイクルいわつき

（平成３１年１月２４日現在　５２団体）

朗読ボランティア岩槻けやきの会

岩槻区唯一の音訳グループです。視覚障害のある
方やその他の要望者のために CD 化した図書の作
製や図書館での対面朗読を行っています。

福祉

布楽工房

サロンのようなサークルですが、気が付けば干支
がひと回りしてました。一針一針作り上げた作品
には愛情がいっぱい詰まっていて、感激し、また次
へと意欲がわいてきます。さあ、今年も楽しもう！！

社会教育

さいたま市岩槻区倫理法人会

「企業は人なり」と言うが、まさに経営者の人間性
が問われる競争社会の目まぐるしい、時代を切り
開く知恵、行動を身につけるための学びの場。　

《問》田畑：TEL 080-3091-0403

社会教育

NPO 法人  ほっとポット

生活困窮・貧困から住居を失った方 ( ホームレス

状態の方 ) へ福祉制度の相談・支援活動を行って

います。

福祉
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10月

【重陽の節句 展示会場めぐり】

 《日》中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所

 《￥》有料　 《団》岩槻観光ボランティアガイド会

11月

【書道展】
 《日》中旬～12月上旬　
 《所》   岩槻駅東口コミュニティセンター　
 《\》無料（出展料は有料）　 《団》岩槻書道人連盟

【城下町岩槻鷹狩り行列】
 《日》上旬　《所》  岩槻駅東口周辺
 《￥》無料　《団》岩槻黒奴保存会

12月

【生活習慣病予防の料理教室】
 《日》上旬　《所》岩槻本町公民館　 《￥》有料　
 《団》さいたま市食生活改善推進員協議会岩槻支部

【おとうさんのヤキイモタイム】
 《日》上旬　《所》慈恩寺果樹園
 《￥》大人有料　子ども無料
 《団》コミュニケーションネットワーク岩槻

【市民と考えるまちづくりフォーラム】

 《日》25 日　《所》岩槻区役所３階多目的室

 《￥》無料　  《団》NPO法人岩槻まちづくり市民協議会   

１月

２月

【人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり 無料ガイド】

 《日》中旬～３月中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所

 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【元荒川緑地清掃活動】

 《日》９日　《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》無料　《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【元荒川緑地 竹刈り】

 《日》16日（雨天の際は23日）

 《所》岩槻文化公園玄関前集合　《￥》無料

 《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

３月

【群馬県内の雛めぐり】

 《日》１日　《所》りそな銀行岩槻支店前集合

 《￥》有料　《団》岩槻地方史研究会

４月

【岩槻城址公園さくら祭り 無料ガイド】

 《日》初旬　《所》岩槻城址公園内

 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

５月

【チョウジソウを見よう】

 《日》５日　《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》有料　《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【川通地区史跡めぐり】

 《日》12 日　《所》岩槻駅２階改札口集合

 《￥》有料　　《団》岩槻地方史研究会

６月

【慈恩寺地区史跡めぐり】

 《日》２日　《所》岩槻駅２階改札口集合

 《￥》有料　《団》岩槻地方史研究会

【朝顔市 無料ガイド】
 《日》第１日曜日　《所》岩槻駅改札前集合
 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【ホタル観賞会】
 《日》13 日～ 14 日 　《所》岩槻城址公園
 《￥》無料　　　　　　《団》岩槻ホタルの会

【ホタル観賞会】
 《日》15 日　 《所》玄奘塔
 《￥》無料　　《団》岩槻ホタルの会

【ひまわり畑で遊ぼう！夏】
 《日》15 日　 《所》慈恩寺果樹園
 《￥》大人有料　子ども無料
 《団》コミュニケーションネットワーク岩槻

【生活習慣病予防の料理教室】
 《日》上旬　《所》岩槻本町公民館　 《￥》有料　
 《団》さいたま市食生活改善推進員協議会岩槻支部 

７月

８月

【岩槻まつり マップ配布と説明】
 《日》中旬　《所》岩槻駅東口前臨時観光案内所
 《￥》無料　《団》岩槻観光ボランティアガイド会

【岩槻まつり（黒奴行列）】
 《日》中旬　 《所》岩槻まつり会場
 《￥》無料　 《団》岩槻黒奴保存会

９月

【散策の森 清掃活動】

 《日》22 日《所》岩槻文化公園玄関前集合

 《￥》無料　 《団》埼玉県生態系保護協会岩槻支部

【岩槻安穏朝市】

 《日》毎月第３日曜日《所》浄源寺

 《￥》無料　 《団》岩槻は朝市から始まる。の会 

【介護者サロンひなまち】

 《日》毎月第１金曜日《所》岩槻区役所３階多目的室

 《￥》有料　 《団》生活サポートひなまち 

年間
イベント

凡例

《日》…日時　《所》…場所　《\》…参加費　《団》…団体名

※各事業は変更になる可能性があります。詳しくは岩槻

　区コミュニティ課までお問い合わせください。

参加してみませんか
興味のある催しに市民参加カレンダー 2019

埼玉県生態系保護協会岩槻支部

区内に生育する希少な植物等を守ってい

る自然保護団体です。主に岩槻文化公園・

元荒川緑地で活動しています。自然を将

来の人々に引き継ぎましょう。

自然・環境

岩槻観光委員会

本会は観光事業を通して産業振興を図
ることを目的としています。さいたま
市観光国際協会や各団体と連携して「朝
顔市」や「旧通り名 看板の設置」や区
内で実施される各種イベントの実行委
員会等に参画しています。

歴史・文化

南平野ボランティア会

南平野公園周辺住宅地のゴミ拾い、公園

内にラベンダー・その他の花木育成等の

活動を通して地域の方々と交流を図るグ

ループです（常時会員募集）。

《問》：藤森　TEL758-1567

自然・環境

岩槻ときめき文化の会

心豊かなまちづくりに貢献することを目
的に講演会や展覧会などの文化活動を
行っています。平成30年度はメンバー対
象に「終活」講演会を3回シリーズで実
施しました。「岩槻今昔写真展」開催にも
協力団体として連携いたしました。

歴史・文化

岩槻書道人連盟

昭和 35 年に「岩槻市書道人連盟」と
して発足。毎年暮れに開催している書
道展は 58 回を数え、今は小・中学生
の作品も並びます。流派や書風を超え
た半世紀に及ぶ歴史ある書道展、ぜひ
ご覧ください。出品も大歓迎です。

歴史・文化

岩槻市民協議会

行政等と協働した市民主体のまちづくりを

目指し、岩槻の伝承と未来を築く心豊かな

事業の一つとして和船祭り、東岩槻駅のプ

ランター整備、懇談会等を実施しています。

《問》小林：TEL798-5050
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417corporation
【好感度の持てるメークアップセミナー、交流会】

10月20日に資生堂ジャパン様と協同で好感度の持

てるメークアップセミナー、交流会を開催しました。

障がいをもっている人もそうでない人も、正しいメー

クアップをするこ

とで、積極的に人

と関われる様に、

また、音楽をきっ

かけに癒しのひと

時を演出して、73

名の方がご来場く

ださいました。

さいたま市岩槻美術家協会
【第３回岩槻区民展覧会】

初めてのオープニングパーティーに 30 名の参加。

活発な意見交換や新たな出会いがあり、有意義な交

流の場となりました。区展も定着しつつあり、岩槻

の文化振興・

町の活性化

に貢献でき

ているもの

と嬉しく思

います。

NPO法人   岩槻まちづくり市民協議会
【市民が考える “岩槻の近未来” まちづくりフォーラム】

2020 年のオリ・パラの年に向け郷土岩槻のにぎ

わいを考える機会となりました。基調講演で①さい

たま市の中での岩槻の存在、②大事にする岩槻の財

産の話。それに続

き、４名のパネ

ラーと 75 名の参

加者がテーマにつ

いて活発に意見交

換しました。

岩槻築城研究会
【講演会事業】

前回に引き続き講演会を開催し、岩槻城主太田道灌

18 代子孫太田資暁様を迎え「岩槻城と太田氏」の

テーマでご講演をいただ

きました。当日 120 名

を超える人の参加で用意

したホールが満席状態で

した。今後の企画にご期

待ください。

岩槻黒奴保存会
【岩槻伝統啓発事業】

岩槻黒奴のうちわを作成し、「岩槻まつり」や「城

下町岩槻鷹狩り行列」など私たちが参加するイベン

トで配布

し、岩槻

黒奴のＰ

Ｒ活動を

行いまし

た。

NPO法人   親子ふれあい教育研究所
【『ミンダナオ子ども図書館』との民間親善交流】

６月３日にミンダナオ島の若者達との民間親善交流

会を、木力館（４５名）、慈恩寺果樹園（１４０名）

の２会場で行いました。若者たちの素敵な歌や踊り

が披露され、また、

多くの市民ボラン

ティアの協力で、

当日は、子どもか

ら高齢者まで多く

の市民が楽しみま

した。

※【】内は事業名活用した事業を紹介します
平成 30 年度岩槻区市民活動ネットワークまちづくり推進事業補助金を

このみんなのはぴネット第16号は50,000部作成し、１部当たりの印刷経費は6.2円（概算）です。

発行年月／平成３１年３月 発　行／さいたま市岩槻区コミュニティ課　電話：048－790－0122　FAX：048－790－0261
E-mail：iwatsukiku-community@city.saitama.lg.jp

岩槻区では、岩槻区の魅力あるまちづくりのために市
民活動ネットワーク登録団体が行う区の特性を生か
した事業やコミュニティ活動の活性化につながる事業
などに対し補助を行っています。
【申請方法】4月1日～２６日に申請書類を揃え、
コミュニティ課へご提出ください。
詳しくは、岩槻区役所コミュニティ課へ

岩槻区市民活動ネットワーク
まちづくり推進事業補助制度とは

山吹の里づくりの会
【岩槻区南部に山吹を増やそう】

今年は柏崎小学校にも子どもたちと一緒に山吹の花

を植えました。また、西原中学校の子どもたちが岩

槻城址公園の補植

を手伝ってくれま

した。美園東公園

と共に「山吹は岩

槻区の花」が再認

識されれば幸いで

す。

山吹の里多世代交流支援クラブ
【多世代交流と孫育て】

山吹の里多世代交流支援クラブは、０才～小・中学

生と保護者の方が交流する子育て支援の広場です。

行事は工作やリズムを通して知り、いろいろな方と

遊ぶことから、こと

ばや関わり方に気づ

き自ら学んでいるこ

とを、保護者も学び

としています。

NPO法人   地域伝統文化推進機構
【講演会事業】

教育、学術を大切にした伝承事業による次世代の育

成と伝統文化に包まれたまちづくりに資することを

目的とする活動団体です。論語の素晴らしさを知っ

ていただく為に孔

子の話を人間学研

究家樫野紀元先生

にご講演をいただ

きました。

NPO法人  ためぞうクラブ
【節句まつり七夕文化、子ども遊びの伝承】

輪投げやシャボン玉、空き缶竹馬、ゴム鉄砲などの

子ども遊びや、短冊に願い事を書いて笹竹に飾りま

した。さらに、大学生の参加もあり遊びを通して市

民にも自由に

参加してもら

い多世代の交

流を図る事が

できました。

生活サポートひなまち
【老いても自立した生活が送れる情報と健康づくり】
講師を招いて、日常生活情報・脳トレ・ストレッチ

体操等、知識と実践を取りいれた健康づくり講座を

行いました。心と

体の元気が得られ

ると笑いの絶えな

い会場となりまし

た。

※【】内は事業名活用した事業を紹介します
平成 30 年度岩槻区市民活動ネットワークまちづくり推進事業補助金を

新しい仲間が加わりました!

旧埼玉県史編纂の流れを引き継ぎ、郷土史を学習

する人々の集まりで、会報『埼玉史談』の発行（年

３回）や毎月の見学会・講演会等を実施しています。

埼玉県郷土文化会

牛乳パック工作

廃油石けん、不要になった洋服や

着物からバッグや小物を作り、岩槻

やまぶきまつりで披露しています。

また小学校のチャレンジスクールで

牛乳パック工作を指導しています。

リサイクルいわつき

     市民活動ネットワークは、岩槻
区を拠点に、協働のまちづくりを
目指して様々な市民活動を行って
いる団体を登録し、支援する制度
です。登録すると、次の支援が受
けられます。
・区役所多目的室の利用
・団体活動の PR
・市民活動に関する情報提供
・団体運営の相談
・意見交換会や研修会の参加案内
・まちづくり推進事業補助制度
　登録などについては、岩槻区コ
ミュニティ課にご相談ください。

行政（岩槻区）

登録団体 登録団体

登録団体

魅力あるまちづくり

岩槻区民

交流・連携

協働 支援

協働のまちづくりに参加しませんか

2019年3月 岩槻区市民活動ネットワークだより 　第 16 号
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