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みん
なの

　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。

　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。

●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

●意見交換会の参加案内 　●まちづくり推進事業補助制度

　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。詳しくは、岩槻区役所コミュ

ニティ課へお問い合わせください。

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
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

協働のまちづくりに  しませんか参 加

2022年３月第 19 号岩槻区市民活動ネットワークだより

「岩槻区市民活動ネットワーク」に

登録している団体

補助金の
額

対象と
なる団体

対象の事業経費の２分の１の額の範囲

で10万円まで（千円未満切り捨て）
※飲食代など対象外経費あり。

申請
方法

4 月 1日～ 22日に申請書類を揃え、

コミュニティ課へご提出ください。

●主な活動を教えてください。

　さいたま市のシニア大学を卒業した高齢者たち

が組織している協議会です。校友の皆さんがした

いこと、やりたいことを実現していますので、活

動は多岐にわたりま

す。ボウリング大会

や料理教室などの活

動を通して、新しい

友人や知人を得てい

ます。

●入会するにはどうすれば良いですか。

　まずはシニア大学・大学院へ入学してください。

シニア大学・大学院は、それぞれ 1年制の学校で、

60 歳以上の方であれば無料で入学でき、講義やク

ラブ活動などを通じて健康・仲間づくりを行って

います。大学修了後に、当会に入会となり活動し

ていただけます。

●最後に一言お願いします！

　程よいスタンスをとった大人のお付き合いをしつつ、

よく学びよく遊ぶをモットーに楽しいひと時を過ごし

ています。皆さんの入会を心よりお待ちしています。

〈問合せ〉森  

kjfnuybeige@gmai l .com

●主な活動を教えてください。

　岩槻区における観光案内人として、区内の観光

資源を一般の皆様に案内しています。定期的に独

自ガイドを企画し案内するほか、英語での案内も

行っています。

●入会するにはどうすれば良いですか。

　通常 4 ～ 8 月に募集を行い、9 月から座学およ

び実地研修を行います。昨今のコロナ禍では時期

設定が不確定となっているため、興味のある方は

問合せ先までご連絡ください。

●ガイド未経験者でも入会は可能ですか。

　ガイドの経験は問いません。未経験者大歓迎です。

●最後に一言お願いします！

　岩槻の奥深い歴史・文化を知り、皆様にその一

端を伝えて楽しんでいただくよう努めています。

街を歩き新しい発見や疑問が湧き、歩く事で健康

増進にもなりま

す。ぜひ一緒に

活動してみませ

んか。

自
然
・
環
境

埼玉県生態系保護協会岩槻支部

N PO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

リサイクルいわつき

ま
ち
づ
く
り
・
国
際
交
流

いわつき国際交流会日本語プラザ

岩槻市民協議会

N PO法人岩槻まちづくり市民協議会

いわつき水曜日本語教室

ためぞうクラブ

岩槻は朝市からはじまる。の会

人形のまちを創る会

岩槻ものしり隊

福
祉

朗読ボランティア岩槻けやきの会

特定非営利活動法人 愛風

特定非営利活動法人 ほっとポット

４１７corporat ion（シイナコーポレイション）

生活サポートひなまち

ギャンブル依存症を無くす会

岩槻蓮田地区更生保護女性会

社
会
教
育

食生活改善推進員協議会岩槻支部

一般社団法人倫理研究所 家庭倫理の会いわつき

山吹の里多世代交流支援クラブ

●岩槻区市民活動ネットワーク登録団体（令和４年２月１日現在　５６団体）

社
会
教
育

布楽工房

さいたま市保健愛育会岩槻区

さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会

さいたま市岩槻区倫理法人会

特定非営利活動法人 親子ふれあい教育研究所

歴
史
・
文
化

岩槻地方史研究会

岩槻観光委員会

特定非営利活動法人 地域伝統文化推進機構

岩槻観光ボランティア・ガイド会

岩槻ときめき文化の会

岩槻黒奴保存会

岩槻の歴史を学ぶ会

岩槻書道人連盟

さいたま市岩槻美術家協会

特定非営利活動法人 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

彩美会

古文書を通して歴史を学ぶ会

岩槻むかしばなし紙芝居の会

岩槻囲碁連盟

音
楽
・
子
育
て
・
防
犯
等

コミュニケーションネットワーク岩槻

やまぶき道灌太鼓会

岩槻音楽文化連盟

いわつき童謡を歌う会

岩槻あそび隊つきぐるみ

やまぶきっず

岩槻区区民防災を考える会

サッポロホールディングスでマーケティングや不動産都市開発

事業などに携わられた加藤容一氏をお招きして「まちづくり」を

テーマにご講演をいただきました。「まちづくりは地域で行うも

ので住民が主体的に取り組んでこそいいまちができる」と、ご自

身の経験を織り交ぜながらお話しされました。岩槻の将来像であ

る「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」に向けて、まち

づくりのヒントとなるものだったのではないでしょうか。

テーマ

講　師

開催日

「ひと」と「思い」がけん引する街づくり

加藤 容一 氏（公益財団法人  埼玉県芸術文化振興財団理事長）

令和 3年 12 月 15 日（水）

参加者数 16 団体 22 人 11月 26～28日の３日

間、「第60回書道展」を

開催しました。流派を超

え、小・中学、高校生含

め約100点の書と篆
てんこく

刻が

勢揃いし大盛況でした。

岩槻書道人連盟
【第 60回岩槻書道人連盟書道展】

417corporation【オンラインでハンドマッサージ、交流会（演奏会）】

運動不足の解消と体内の活性化につながるハンドマッサージの正しい方法と、琴とアコーディオン

の癒しの音楽を、Facebook や YouTubeで配信しました。約 200人の方が閲覧してくださり、コロ

ナ禍で気落ちしがちな心身のリフレッシュにつながりました。

当クラブは、おままごと、積み木、絵

本の読み聞かせ、工作やリズムなどの遊

びを、子どもたち、保護者、支援者で行っ

ています。たくさんのお友達との交流を

通して、子どもたちの「たのしい」「うれ

しい」「できた」などを大切にしています。

山吹の里多世代交流支援クラブ
【パパも一緒に広場であそぼう】

令和３年度岩槻区市民活動ネットワークまちづくり
推進事業補助金を活用した事業を紹介します　※【　】内は事業名

２つの団体にインタビューしました

岩槻観光ボランティア・ガイド会

歴史・文化

さいたま市シニアユニバーシティ
岩槻校校友会協議会

社会教育

〈問合せ〉黒田  

iwatsuki_gaido@yahoo.co.jp

令和 3 年度  市民活動ネットワーク登録団体  講 演 会

P I CKU
P
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　夏の風物詩である

ホタル。あのピカピ

カひかる光りは幻想

の世界です。自分が

手塩にかけて育てた

ホタルが光るのを見

るのはものすごい感

激です。私たちは、毎年7月の第３土・日曜日に「ホ

タル観賞会」を実施しています。次世代に夢を贈

る活動に一緒に参加してみませんか。

〈問合せ〉新井：090-1254-2718

　生活習慣病の予防に必要な知識や、調理方法な

どを広める活動をしているボランティア団体です。

主な活動として、区役所の保健センターで月１回

の食育教室を行っています。

　当会は、岩槻の街、

史跡巡り、各地の文

化財などを見学して、

歴史の学習を深めて

います。昨年度は緊

急事態宣言解除後、

区内の石造物調査を

しました。毎月 1 ～ 2 回の活動を行っており、

随時会員を募集しています。健康のため、ぜひ

ご一緒に歩きませんか。

〈問合せ〉永井：090-6022-1942 

　紙芝居で岩槻の歴

史や文化を多くの

方々に知っていただ

きたく活動をしてい

ます。作品は内田茂

氏のもので「時の

鐘」、「浄安寺のちご

桜」、「岩槻城物語」等全部で 16 作品あります。これ

まで介護施設や学校等で演じてきました。出前講座の

依頼や新会員も募集中です。

< 問合せ > 八木下：090-2914-4070

　生活困窮・貧困から住居を失った方等へ福祉制

度の相談・支援活動を行っています。生活困窮者

やひとり親家庭など、何らかの理由で十分な食事

を取ることができない状況の方々に食品（常温で

保存できるもの）を 2か月に 1回無料で提供する

活動を始めました。食品など提供していただける

市民の方を募集しています。

〈問合せ〉仲谷：793-5160

hotpot-csw-iwatuki@river.ocn.

ne.jp

　犯罪や非行が生まれ

ない社会を目指して福

祉活動をしています。

コロナ禍のため交流の

機会が少なくなりまし

たが、今年も「社会を

明るくする運動」での

募金活動を通して矯正施設への支援・協力や、小・中学校への

愛の図書寄贈などを行いました。また、青少年の健全育成・非

行防止推進のために地域密着の活動を続けています。

〈問合せ〉田口：798-7126

岩槻ホタルの会食生活改善推進員
協議会岩槻支部

岩槻地方史研究会 岩槻むかしばなし
紙芝居の会

特定非営利活動法人

ほっとポット

岩槻蓮田地区
更生保護女性会

自然・環境社会教育 歴史・文化

　私たちは郷土に伝承された伝

統芸能及び伝統工芸の保存保護

に努めると共に、次世代の育成

と伝統文化に包まれたまちづく

りに資することを活動目的とし

た団体です。写真は今年度、文

化庁委託事業箏
そうきょく

曲体験教室の発

表会の様子です。

〈問合せ〉

小宮：090-4397-7963　

dre0620@yahoo.co.jp

特定非営利活動法人 地域伝統文化推進機構歴史・文化

　「岩槻区の花　やまぶき」を約 10 年植え続け手入れし

てきた会です。今年もコロナ禍の中、会員一同暑い時期に

も努力しました。それに応えるかのように岩槻城址公園・

岩槻駅東口駅前などにやまぶきの黄色い花が咲き、「まぁ、

きれい！」と笑顔で写

真を撮る方が増えまし

た。毎春、黄色いやま

ぶきの花が咲き誇る事

を願っています。

〈問合せ〉

白川：758-8348

山吹の里づくりの会自然・環境

歴史・文化

福祉

福祉

　昭和３５年に発足しました。今年度は 11 月 26 ～

28 日の３日間、「第 60 回書道展」を開催しました。

今後も年一回の書展や特別展を開催する予定です。ぜ

ひご観覧下さい。ま

た、ご出品も大歓迎

です。伝統文化を守

るため、一層幅を広

げる努力をしてま

いります。

〈問合せ〉

渡邉：798-2872

岩槻書道人連盟歴史・文化

　岩槻囲碁連盟は、

老人福祉施設の訪問

指導をはじめ、小・

中学生や主に女性の

初心者を対象とした

囲碁教室の開催など

といった普及活動を

行っています。気軽に楽しく親しめる囲碁を始め

てみませんか。ぜひ皆様の入会を心から歓迎致し

ております。詳細は問合せ先へ。

〈問合せ〉井浦：tokusan@tg8.so-net.ne.jp

岩槻囲碁連盟歴史・文化

　毎月第２・第４土曜日の 16 時～ 18 時に夕ご

はんを提供しています。現在はコロナ予防のた

め、お弁当配布の形をとっ

ています。困っている人、

大変な人、まずは食べて

お腹を満たして、それか

ら考えましょう。私たち

も応援しています。

< 問合せ >

くもう：090-4377-7607

特定非営利活動法人

愛
あいあい

風
福祉

　私たちは、ＥＭ

菌を活用した用水

路の浄化活動と水

質チェックを実施

しています。ＥＭ

菌は乳酸菌や納豆

菌など人間に役立

つ菌類の総称です。11 月 24 日に岩槻区内全

小学校にＥＭ菌を配布し、プールの水の浄化

に役立ててもらっています。

〈問合せ〉新井：090-1254-2718

和土住宅中央用水を
きれいにする会

自然・環境

　江戸時代から現

代に至るまでの間

で現存する歴史的

文書を教材とし

て、講師の解説を

聞き、現代にも通

じる知識をわかり

やすく体得してい

きます。毎月第２土曜日の午前中に楽しく活動してい

ます。一緒に有意義な時間を過ごしてみませんか。

〈問合せ〉星野：757-9029 

古文書を通して
歴史を学ぶ会

歴史・文化

　私たちは、SDGs の「11, 住み続けられるまちづくりを

12, つくる責任つかう責任　14, 海の豊かさを守ろう　15,

陸の豊かさも守ろう」の

面などに貢献している自

然保護団体です。さいた

ま市シルバーポイント事

業「いきいきボランティ

ア」にも登録しています。

〈問合せ〉

遊
あすま

馬：798-8948

埼玉県生態系保護協会
岩槻支部

自然・環境

　令和 3年 10 月 15 日、岩槻城址公園の人形塚と

人形のまち詩碑が建てられて 50 年となり、記念

に人形塚前に様々

な人形を並べ、「人

の和」を表現しま

した。詩碑から作

曲した歌「人形の

まち」を歌い、人

形関係者と喜びを

分かち合うことが

できました。

人形のまちを創る会まちづくり・
交流文化

　家庭の愛和を実

践する人々の輪を

拡げて、地域社会

への貢献を目指し

ます。①おはよう

倫理塾（毎週日・

水曜日）②しきな

み短歌会（毎月第 3日曜日）③秋津書道会（毎月

第２・第４水曜日）等の活動を行っています。ご

参加をお待ちしております。

〈問合せ〉細川：080-7114-8594

一般社団法人倫理研究所

家庭倫理の会いわつき
社会教育

市民活動ネット
ワーク登録団体

を

紹介します
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hotpot-csw-iwatuki@river.ocn.

ne.jp

　犯罪や非行が生まれ

ない社会を目指して福

祉活動をしています。

コロナ禍のため交流の

機会が少なくなりまし

たが、今年も「社会を

明るくする運動」での

募金活動を通して矯正施設への支援・協力や、小・中学校への

愛の図書寄贈などを行いました。また、青少年の健全育成・非

行防止推進のために地域密着の活動を続けています。

〈問合せ〉田口：798-7126

岩槻ホタルの会食生活改善推進員
協議会岩槻支部

岩槻地方史研究会 岩槻むかしばなし
紙芝居の会

特定非営利活動法人

ほっとポット

岩槻蓮田地区
更生保護女性会

自然・環境社会教育 歴史・文化

　私たちは郷土に伝承された伝

統芸能及び伝統工芸の保存保護

に努めると共に、次世代の育成

と伝統文化に包まれたまちづく

りに資することを活動目的とし

た団体です。写真は今年度、文

化庁委託事業箏
そうきょく

曲体験教室の発

表会の様子です。

〈問合せ〉

小宮：090-4397-7963　

dre0620@yahoo.co.jp

特定非営利活動法人 地域伝統文化推進機構歴史・文化

　「岩槻区の花　やまぶき」を約 10 年植え続け手入れし

てきた会です。今年もコロナ禍の中、会員一同暑い時期に

も努力しました。それに応えるかのように岩槻城址公園・

岩槻駅東口駅前などにやまぶきの黄色い花が咲き、「まぁ、

きれい！」と笑顔で写

真を撮る方が増えまし

た。毎春、黄色いやま

ぶきの花が咲き誇る事

を願っています。

〈問合せ〉

白川：758-8348

山吹の里づくりの会自然・環境

歴史・文化

福祉

福祉

　昭和３５年に発足しました。今年度は 11 月 26 ～

28 日の３日間、「第 60 回書道展」を開催しました。

今後も年一回の書展や特別展を開催する予定です。ぜ

ひご観覧下さい。ま

た、ご出品も大歓迎

です。伝統文化を守

るため、一層幅を広

げる努力をしてま

いります。

〈問合せ〉

渡邉：798-2872

岩槻書道人連盟歴史・文化

　岩槻囲碁連盟は、

老人福祉施設の訪問

指導をはじめ、小・

中学生や主に女性の

初心者を対象とした

囲碁教室の開催など

といった普及活動を

行っています。気軽に楽しく親しめる囲碁を始め

てみませんか。ぜひ皆様の入会を心から歓迎致し

ております。詳細は問合せ先へ。

〈問合せ〉井浦：tokusan@tg8.so-net.ne.jp

岩槻囲碁連盟歴史・文化

　毎月第２・第４土曜日の 16 時～ 18 時に夕ご

はんを提供しています。現在はコロナ予防のた

め、お弁当配布の形をとっ

ています。困っている人、

大変な人、まずは食べて

お腹を満たして、それか

ら考えましょう。私たち

も応援しています。

< 問合せ >

くもう：090-4377-7607

特定非営利活動法人

愛
あいあい

風
福祉

　私たちは、ＥＭ

菌を活用した用水

路の浄化活動と水

質チェックを実施

しています。ＥＭ

菌は乳酸菌や納豆

菌など人間に役立

つ菌類の総称です。11 月 24 日に岩槻区内全

小学校にＥＭ菌を配布し、プールの水の浄化

に役立ててもらっています。

〈問合せ〉新井：090-1254-2718

和土住宅中央用水を
きれいにする会

自然・環境

　江戸時代から現

代に至るまでの間

で現存する歴史的

文書を教材とし

て、講師の解説を

聞き、現代にも通

じる知識をわかり

やすく体得してい

きます。毎月第２土曜日の午前中に楽しく活動してい

ます。一緒に有意義な時間を過ごしてみませんか。

〈問合せ〉星野：757-9029 

古文書を通して
歴史を学ぶ会

歴史・文化

　私たちは、SDGs の「11, 住み続けられるまちづくりを

12, つくる責任つかう責任　14, 海の豊かさを守ろう　15,

陸の豊かさも守ろう」の

面などに貢献している自

然保護団体です。さいた

ま市シルバーポイント事

業「いきいきボランティ

ア」にも登録しています。

〈問合せ〉

遊
あすま

馬：798-8948

埼玉県生態系保護協会
岩槻支部

自然・環境

　令和 3年 10 月 15 日、岩槻城址公園の人形塚と

人形のまち詩碑が建てられて 50 年となり、記念

に人形塚前に様々

な人形を並べ、「人

の和」を表現しま

した。詩碑から作

曲した歌「人形の

まち」を歌い、人

形関係者と喜びを

分かち合うことが

できました。

人形のまちを創る会まちづくり・
交流文化

　家庭の愛和を実

践する人々の輪を

拡げて、地域社会

への貢献を目指し

ます。①おはよう

倫理塾（毎週日・

水曜日）②しきな

み短歌会（毎月第 3日曜日）③秋津書道会（毎月

第２・第４水曜日）等の活動を行っています。ご

参加をお待ちしております。

〈問合せ〉細川：080-7114-8594

一般社団法人倫理研究所

家庭倫理の会いわつき
社会教育

市民活動ネット
ワーク登録団体

を

紹介します
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　夏の風物詩である

ホタル。あのピカピ

カひかる光りは幻想

の世界です。自分が

手塩にかけて育てた

ホタルが光るのを見

るのはものすごい感

激です。私たちは、毎年7月の第３土・日曜日に「ホ

タル観賞会」を実施しています。次世代に夢を贈

る活動に一緒に参加してみませんか。

〈問合せ〉新井：090-1254-2718

　生活習慣病の予防に必要な知識や、調理方法な

どを広める活動をしているボランティア団体です。

主な活動として、区役所の保健センターで月１回

の食育教室を行っています。

　当会は、岩槻の街、

史跡巡り、各地の文

化財などを見学して、

歴史の学習を深めて

います。昨年度は緊

急事態宣言解除後、

区内の石造物調査を

しました。毎月 1 ～ 2 回の活動を行っており、

随時会員を募集しています。健康のため、ぜひ

ご一緒に歩きませんか。

〈問合せ〉永井：090-6022-1942 

　紙芝居で岩槻の歴

史や文化を多くの

方々に知っていただ

きたく活動をしてい

ます。作品は内田茂

氏のもので「時の

鐘」、「浄安寺のちご

桜」、「岩槻城物語」等全部で 16 作品あります。これ

まで介護施設や学校等で演じてきました。出前講座の

依頼や新会員も募集中です。

< 問合せ > 八木下：090-2914-4070

　生活困窮・貧困から住居を失った方等へ福祉制

度の相談・支援活動を行っています。生活困窮者

やひとり親家庭など、何らかの理由で十分な食事

を取ることができない状況の方々に食品（常温で

保存できるもの）を 2か月に 1回無料で提供する

活動を始めました。食品など提供していただける

市民の方を募集しています。

〈問合せ〉仲谷：793-5160

hotpot-csw-iwatuki@river.ocn.

ne.jp

　犯罪や非行が生まれ

ない社会を目指して福

祉活動をしています。

コロナ禍のため交流の

機会が少なくなりまし

たが、今年も「社会を

明るくする運動」での

募金活動を通して矯正施設への支援・協力や、小・中学校への

愛の図書寄贈などを行いました。また、青少年の健全育成・非

行防止推進のために地域密着の活動を続けています。

〈問合せ〉田口：798-7126

岩槻ホタルの会食生活改善推進員
協議会岩槻支部

岩槻地方史研究会 岩槻むかしばなし
紙芝居の会

特定非営利活動法人

ほっとポット

岩槻蓮田地区
更生保護女性会

自然・環境社会教育 歴史・文化

　私たちは郷土に伝承された伝

統芸能及び伝統工芸の保存保護

に努めると共に、次世代の育成

と伝統文化に包まれたまちづく

りに資することを活動目的とし

た団体です。写真は今年度、文

化庁委託事業箏
そうきょく

曲体験教室の発

表会の様子です。

〈問合せ〉

小宮：090-4397-7963　

dre0620@yahoo.co.jp

特定非営利活動法人 地域伝統文化推進機構歴史・文化

　「岩槻区の花　やまぶき」を約 10 年植え続け手入れし

てきた会です。今年もコロナ禍の中、会員一同暑い時期に

も努力しました。それに応えるかのように岩槻城址公園・

岩槻駅東口駅前などにやまぶきの黄色い花が咲き、「まぁ、

きれい！」と笑顔で写

真を撮る方が増えまし

た。毎春、黄色いやま

ぶきの花が咲き誇る事

を願っています。

〈問合せ〉

白川：758-8348

山吹の里づくりの会自然・環境

歴史・文化

福祉

福祉

　昭和３５年に発足しました。今年度は 11 月 26 ～

28 日の３日間、「第 60 回書道展」を開催しました。

今後も年一回の書展や特別展を開催する予定です。ぜ

ひご観覧下さい。ま

た、ご出品も大歓迎

です。伝統文化を守

るため、一層幅を広

げる努力をしてま

いります。

〈問合せ〉

渡邉：798-2872

岩槻書道人連盟歴史・文化

　岩槻囲碁連盟は、

老人福祉施設の訪問

指導をはじめ、小・

中学生や主に女性の

初心者を対象とした

囲碁教室の開催など

といった普及活動を

行っています。気軽に楽しく親しめる囲碁を始め

てみませんか。ぜひ皆様の入会を心から歓迎致し

ております。詳細は問合せ先へ。

〈問合せ〉井浦：tokusan@tg8.so-net.ne.jp

岩槻囲碁連盟歴史・文化

　毎月第２・第４土曜日の 16 時～ 18 時に夕ご

はんを提供しています。現在はコロナ予防のた

め、お弁当配布の形をとっ

ています。困っている人、

大変な人、まずは食べて

お腹を満たして、それか

ら考えましょう。私たち

も応援しています。

< 問合せ >

くもう：090-4377-7607

特定非営利活動法人

愛
あいあい

風
福祉

　私たちは、ＥＭ

菌を活用した用水

路の浄化活動と水

質チェックを実施

しています。ＥＭ

菌は乳酸菌や納豆

菌など人間に役立

つ菌類の総称です。11 月 24 日に岩槻区内全

小学校にＥＭ菌を配布し、プールの水の浄化

に役立ててもらっています。

〈問合せ〉新井：090-1254-2718

和土住宅中央用水を
きれいにする会

自然・環境

　江戸時代から現

代に至るまでの間

で現存する歴史的

文書を教材とし

て、講師の解説を

聞き、現代にも通

じる知識をわかり

やすく体得してい

きます。毎月第２土曜日の午前中に楽しく活動してい

ます。一緒に有意義な時間を過ごしてみませんか。

〈問合せ〉星野：757-9029 

古文書を通して
歴史を学ぶ会

歴史・文化

　私たちは、SDGs の「11, 住み続けられるまちづくりを

12, つくる責任つかう責任　14, 海の豊かさを守ろう　15,

陸の豊かさも守ろう」の

面などに貢献している自

然保護団体です。さいた

ま市シルバーポイント事

業「いきいきボランティ

ア」にも登録しています。

〈問合せ〉

遊
あすま

馬：798-8948

埼玉県生態系保護協会
岩槻支部

自然・環境

　令和 3年 10 月 15 日、岩槻城址公園の人形塚と

人形のまち詩碑が建てられて 50 年となり、記念

に人形塚前に様々

な人形を並べ、「人

の和」を表現しま

した。詩碑から作

曲した歌「人形の

まち」を歌い、人

形関係者と喜びを

分かち合うことが

できました。

人形のまちを創る会まちづくり・
交流文化

　家庭の愛和を実

践する人々の輪を

拡げて、地域社会

への貢献を目指し

ます。①おはよう

倫理塾（毎週日・

水曜日）②しきな

み短歌会（毎月第 3日曜日）③秋津書道会（毎月

第２・第４水曜日）等の活動を行っています。ご

参加をお待ちしております。

〈問合せ〉細川：080-7114-8594

一般社団法人倫理研究所

家庭倫理の会いわつき
社会教育

市民活動ネット
ワーク登録団体

を

紹介します
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みん
なの

　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。

　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。

●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

●意見交換会の参加案内 　●まちづくり推進事業補助制度

　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。詳しくは、岩槻区役所コミュ

ニティ課へお問い合わせください。

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
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

協働のまちづくりに  しませんか参 加

2022年３月第 19 号岩槻区市民活動ネットワークだより

「岩槻区市民活動ネットワーク」に

登録している団体

補助金の
額

対象と
なる団体

対象の事業経費の２分の１の額の範囲

で10万円まで（千円未満切り捨て）
※飲食代など対象外経費あり。

申請
方法

4 月 1日～ 22日に申請書類を揃え、

コミュニティ課へご提出ください。

●主な活動を教えてください。

　さいたま市のシニア大学を卒業した高齢者たち

が組織している協議会です。校友の皆さんがした

いこと、やりたいことを実現していますので、活

動は多岐にわたりま

す。ボウリング大会

や料理教室などの活

動を通して、新しい

友人や知人を得てい

ます。

●入会するにはどうすれば良いですか。

　まずはシニア大学・大学院へ入学してください。

シニア大学・大学院は、それぞれ 1年制の学校で、

60 歳以上の方であれば無料で入学でき、講義やク

ラブ活動などを通じて健康・仲間づくりを行って

います。大学修了後に、当会に入会となり活動し

ていただけます。

●最後に一言お願いします！

　程よいスタンスをとった大人のお付き合いをしつつ、

よく学びよく遊ぶをモットーに楽しいひと時を過ごし

ています。皆さんの入会を心よりお待ちしています。

〈問合せ〉森  

kjfnuybeige@gmai l .com

●主な活動を教えてください。

　岩槻区における観光案内人として、区内の観光

資源を一般の皆様に案内しています。定期的に独

自ガイドを企画し案内するほか、英語での案内も

行っています。

●入会するにはどうすれば良いですか。

　通常 4 ～ 8 月に募集を行い、9 月から座学およ

び実地研修を行います。昨今のコロナ禍では時期

設定が不確定となっているため、興味のある方は

問合せ先までご連絡ください。

●ガイド未経験者でも入会は可能ですか。

　ガイドの経験は問いません。未経験者大歓迎です。

●最後に一言お願いします！

　岩槻の奥深い歴史・文化を知り、皆様にその一

端を伝えて楽しんでいただくよう努めています。

街を歩き新しい発見や疑問が湧き、歩く事で健康

増進にもなりま

す。ぜひ一緒に

活動してみませ

んか。

自
然
・
環
境

埼玉県生態系保護協会岩槻支部

N PO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

リサイクルいわつき

ま
ち
づ
く
り
・
国
際
交
流

いわつき国際交流会日本語プラザ

岩槻市民協議会

N PO法人岩槻まちづくり市民協議会

いわつき水曜日本語教室

ためぞうクラブ

岩槻は朝市からはじまる。の会

人形のまちを創る会

岩槻ものしり隊

福
祉

朗読ボランティア岩槻けやきの会

特定非営利活動法人 愛風

特定非営利活動法人 ほっとポット

４１７corporat ion（シイナコーポレイション）

生活サポートひなまち

ギャンブル依存症を無くす会

岩槻蓮田地区更生保護女性会

社
会
教
育

食生活改善推進員協議会岩槻支部

一般社団法人倫理研究所 家庭倫理の会いわつき

山吹の里多世代交流支援クラブ

●岩槻区市民活動ネットワーク登録団体（令和４年２月１日現在　５６団体）
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特定非営利活動法人 地域伝統文化推進機構

岩槻観光ボランティア・ガイド会

岩槻ときめき文化の会

岩槻黒奴保存会

岩槻の歴史を学ぶ会

岩槻書道人連盟

さいたま市岩槻美術家協会

特定非営利活動法人 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

彩美会

古文書を通して歴史を学ぶ会

岩槻むかしばなし紙芝居の会

岩槻囲碁連盟

音
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犯
等

コミュニケーションネットワーク岩槻

やまぶき道灌太鼓会

岩槻音楽文化連盟

いわつき童謡を歌う会

岩槻あそび隊つきぐるみ

やまぶきっず

岩槻区区民防災を考える会

サッポロホールディングスでマーケティングや不動産都市開発

事業などに携わられた加藤容一氏をお招きして「まちづくり」を

テーマにご講演をいただきました。「まちづくりは地域で行うも

ので住民が主体的に取り組んでこそいいまちができる」と、ご自

身の経験を織り交ぜながらお話しされました。岩槻の将来像であ

る「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」に向けて、まち

づくりのヒントとなるものだったのではないでしょうか。

テーマ

講　師

開催日

「ひと」と「思い」がけん引する街づくり

加藤 容一 氏（公益財団法人  埼玉県芸術文化振興財団理事長）

令和 3年 12 月 15 日（水）

参加者数 16 団体 22 人 11月 26～28日の３日

間、「第60回書道展」を

開催しました。流派を超

え、小・中学、高校生含

め約100点の書と篆
てんこく

刻が

勢揃いし大盛況でした。

岩槻書道人連盟
【第 60回岩槻書道人連盟書道展】

417corporation【オンラインでハンドマッサージ、交流会（演奏会）】

運動不足の解消と体内の活性化につながるハンドマッサージの正しい方法と、琴とアコーディオン

の癒しの音楽を、Facebook や YouTubeで配信しました。約 200人の方が閲覧してくださり、コロ

ナ禍で気落ちしがちな心身のリフレッシュにつながりました。

当クラブは、おままごと、積み木、絵

本の読み聞かせ、工作やリズムなどの遊

びを、子どもたち、保護者、支援者で行っ

ています。たくさんのお友達との交流を

通して、子どもたちの「たのしい」「うれ

しい」「できた」などを大切にしています。

山吹の里多世代交流支援クラブ
【パパも一緒に広場であそぼう】

令和３年度岩槻区市民活動ネットワークまちづくり
推進事業補助金を活用した事業を紹介します　※【　】内は事業名

２つの団体にインタビューしました

岩槻観光ボランティア・ガイド会

歴史・文化

さいたま市シニアユニバーシティ
岩槻校校友会協議会

社会教育

〈問合せ〉黒田  

iwatsuki_gaido@yahoo.co.jp
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みん
なの

　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。

　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。

●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

●意見交換会の参加案内 　●まちづくり推進事業補助制度

　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。詳しくは、岩槻区役所コミュ

ニティ課へお問い合わせください。

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
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
岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク岩槻区市民活動ネットワーク

協働のまちづくり 加

2022年３月第 19 号岩槻区市民活動ネットワークだより

「岩槻区市民活動ネットワーク」に

登録している団体

補助金の
額

対象と
なる団体

対象の事業経費の２分の１の額の範囲

で10万円まで（千円未満切り捨て）
※飲食代など対象外経費あり。

申請
方法

4 月 1日～ 22日に申請書類を揃え、

コミュニティ課へご提出ください。

●主な活動を教えてください。

　さいたま市のシニア大学を卒業した高齢者たち
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いこと、やりたいことを実現していますので、活

動は多岐にわたりま

す。ボウリング大会

や料理教室などの活

動を通して、新しい

友人や知人を得てい

ます。

●入会するにはどうすれば良いですか。
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ていただけます。

●最後に一言お願いします！
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よく学びよく遊ぶをモットーに楽しいひと時を過ごし

ています。皆さんの入会を心よりお待ちしています。
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