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平成２６年 10月

11 月開催 “岩槻地区と東岩槻地区の地域まつり”

　「岩槻地区ふれあいフェス

タ」が 11 月 3 日 ( 月・祝 )

に岩槻小学校で開催されま

す。「ふれあいの絆」をテー

マに、地域振興や住みよい

街に育てることを目的に自

治会や商店会による屋台や

ビンゴ大会、地元の児童や

生徒による音楽イベントな

ど多くの催しが行われます。

　また、同週末の 11 月 8 日 ( 土 ) には、「東岩槻フェスティバル」が東岩槻小

学校で開催されます。当日は「子どもたちに夢と希望を与え、地域の絆を深める」

ことを目的に、協力参加校の演奏やフリーマーケット、模擬店などの催しをは

じめ、子どもたちが高齢者

のことを理解するための福

祉体験コーナーなどが設け

られます。

　両まつりとも、地域の団体

や学校の交流により、まちを

元気にしようという取り組

みです。ぜひ、皆さんも足

をお運びください。
このみんなのはぴネット第９号は46,000部作成し、１部当たりの印刷経費は4.2円です。

環境にやさしい「植物油インキ」を使用しています。

　岩槻区に、ゆるキャラが存在していることをご存じで

しょうか？「もうかりやっこ」という名の実にこだわり

満載のキャラクターです。大好きな岩槻を盛り上げる為

に奮闘しています。「もうかりやっこ」が持つ力の一つに、

全ての方に幸せを運ぶ力があるそうです。「みんなのは

ぴネット」も、一緒に幸せのネットワークを広げて行き

たいと強く思いました。

＜市民活動ネットワーク　広報委員会＞　

みんなの活動 市民活動ネットワーク登録団体のみなさんによる、
岩槻の魅力あるまちづくりに向けた活動を紹介します！

介護者サロンひなまち

毎月第 1 金曜日、岩槻区役所 3 階多目的室で午後

1 時半から 3 時半までサロン開催中。

ＮＰＯ法人 親子ふれあい教育研究所

「いじめ虐待防止・笑顔あふれる絵本ライブ」（平
成２６年度埼玉県シラコバト基本補助事業）。６０
区市町村を 5 年がかりで巡回。

岩槻観光ボランティアガイド会

朝顔市「岩槻観光ツアー」でのお客様お迎え体制

OK。

ＮＰＯ法人 地域伝統文化推進機構

当会は日本文化を次世代に継承する為に作られた
団体です。（琴・論語・お茶）昨年の多世代に渡る
教室風景です。

食生活改善推進員協議会 岩槻支部

パパとチャレンジ！わくわくクッキングを開催。

パパと一緒に作る料理は楽しくておいしさ倍増！

いわつき国際交流会日本語プラザ

日本語で話したい！そんな思いで勉強している外

国人のお手伝いをしながら国際交流しています。

　岩槻区では毎月区内を散策する城下町岩槻歴史散策を開催していま

す。この事業を主催する城下町岩槻歴史散策実行委員会は、市民活動

ネットワーク登録団体を含めた、区内の複数の団体で構成されています。

　参加費は１人２ ,０００円です（コースにより、別途路線バス代がかか

ります。）時間は概ね１０：００～１５：００です。皆さまのご参加を

お待ちしております。

※詳細は毎月の市報をご覧ください。

問合せ：城下町岩槻歴史散策実行委員会事務局　　　　　　　

　　　　（岩槻区総務課観光経済室内）ＴＥＬ ０４８－７９０－０１１８

区からのお知らせ
平成２６年度
「城下町岩槻歴史散策」開催予定

行政の支援と協働

登録
団体

岩槻区民
登録
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登録
団体 
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区民会議は傍聴できます
　区民会議は原則として、すべての方に公開しています。開催日時
は区ホームページに掲載しています。また、議事録は区役所3階情報
公開コーナー、区ホームページでご覧いただけます。

検 索岩槻区区民会議

区民会議だより～みんなで育む魅力あるまち岩槻～

　平成２６年度の区民会議は、委員提案テーマ
について話し合っています。テーマは、次の方
向性としました。

　① 「魅力ある、住みやすいまち」
　② 「まちづくり、地域づくりの仕組み」

　現在は、「魅力ある、住みやすい」まちのあり
方を岩槻の歴史・文化、教育・福祉、産業など
あらゆる角度から探求しています。

　あわせて、どんな仕組みづくりが必要かを具
体的に掘り下げる作業に入っており、己のまち
の魅力を再確認しながら、実効性ある提言をま
とめたいと考えています。

　本会は、平成 25 年 4 月に発足し月 1 回定

例会を開催し、現在会員数 200 名を超える大

きな歌の輪に成長しました。童謡を歌う楽しさ

を味わい、童謡の文化を伝える目的のもとに活

動しています。楽しく歌う・美しい曲を深く味

わうなど特別なイベントも企画し、家族・近隣

みんなで集う場も提供しています。

　3 か月ごと定期的に発行する「会報」には開

催案内のほか、会員の声も掲載し、会員相互の

コミュニケーションも図り、また必要に応じ「臨

時会報」も発行しております。

いわつき童謡を歌う会 ◇活動実績
日　時：第 2 週の水曜日 10 時～ 12 時
会　場：岩槻本丸公民館、（東口コミセン 5F）
内　容：童謡を歌う、故郷と詩人の世界等
参加費：毎回 600 円（歌詞集・保険等）
問合せ：事務局（長谷川）ＴＥＬ048－756－4593

問合せ：佐藤　ＴＥＬ048－799－0231

市民活動ネットワークの新しい仲間を紹介します !!

　岩槻に文化の華を咲かせて心豊かなまちづく

りに貢献することを目的に平成 13 年 10 月に

設立しました。

　その後は、落語の「たらちね」に登場する「岩

槻ねぎ」を復活させて、埼玉県の B 級グルメ大

会で準優勝を獲得し、マスコミにも取り上げら

れるなど、岩槻の食文化を考えてもらう機会と

しました。

　また、「玄奘三蔵法師の里づくり実行委員会」

の立ち上げや、岩槻出身の遊馬正画伯の卒寿記

念絵画展を開催するなど岩槻の文化向上に貢献

するイベントを開催するとともに、「岩槻駅東

口を本丸口に、西口を道灌口に名称変更をして

岩槻ときめき文化の会

わたしたち、こんな活動をしています !!

はどうか」という提案や岩槻歴史探訪などの岩

槻の歴史文化を知るための活動を行っていま

す。

あなたも参加してみませんか？

※詳しい情報は事務局（さいたま市岩槻区コミュニティ課℡０４８－７９０－０１２２）までお問合せ下さい。

3

団体は、 自然 ・歴史 ・

文化活動など、 区のま

ちづくりに寄与します。

障がいについて、誰もがなりうる精神
疾患についてのセミナー、交流会

日　　時：
内　　容：

会　　場：
参 加 費：
問 合 せ：

毎月第１金曜日１３：３０～１５：３０
介護をしている方、していた方、関心のある
方、日ごろの思いや悩みを話してみません
か？ひとりで抱え込んだりしないで是非おで
かけください。
岩槻区役所３階 多目的室
100円（お茶菓子代）
介護者サロンひなまち（矢萩）
ＴＥＬ　０９０－１０４７－７８３８

日　　時：
内　　容：
出　　演：

問 合 せ：

10 月 18 日（土）13：45（開場 13：30）
岩槻駅東口コミュニティセンター 5F ミニホール

（講師）メンタルクリニック美波 精神保健福祉士 山倉 陽平氏
ウクレレバンド、オカリナアンサンブル
417corporation（山田）
ＴＥＬ　０９０－８３８２－８４６３

ボランティア日本語教室

内　　容 : 外国人の日本語学習のお手伝いをしています。

①月曜教室

　日　　時：毎週月曜日　１９：００～２１：００

　会　　場：岩槻区役所３階 多目的室

②親子クラブ

　日　　時：毎週木曜日　１０：３０～１２：００

　会　　場：岩槻児童センター

　　　　　　（子連れ OK、持ち寄りランチは自由参加）

※祝日は休み、イベント有。親子クラブのスタッフ募集！

　活動内容は http://www.geocities.jp/i_plaza05/

問 合 せ：いわつき国際交流会日本語プラザ（いわなか）

　　　　　ＴＥＬ　０９０－８１７６－０３７７

介護者サロンひなまち

日　　時：

内　　容：

集合場所：

会　　場：

対　　象：

問 合 せ：

10月19日（日）9：００～11：００

元荒川の清掃

岩槻文化公園元荒川河川敷

岩槻文化公園～大野島水管橋

小学生から成人（参加費無料、粗品進呈）

元荒川をきれいにする会（布施）

ＴＥＬ　０４８－７５６―０３４５

元荒川きれい大作戦2014

開講日時：

内　　容：

会　　場：

申込み・問合せ：

①10月15日（水）　②10月25日（土）

③11月16日（日）　④12月7日（日）

全４回　９：３０～１２：００

岩槻人形と人形博物館を彩る笛畝人形の魅力

≪本講座内容は第4回岩槻学検定試験に直結します≫

岩槻区役所3階多目的室ほか

NPO法人岩槻まちづくり市民協議会

担当　長谷川

TEL・FAX　０４８―７５６―４５９３

岩槻学検定試験準備講座人形文化編Ⅱ

日　　時：
内　　容：

会　　場：
問 合 せ：

毎月第４水曜日（祝日を除く）１８：００～１９：３０
ゲストを交えての自由な意見交換。第1回は
木工作家の「鈴木和彦」さんをお呼びします。
岩槻区役所３階 多目的室
NPO法人親子ふれあい教育研究所（藤野）
ＴＥＬ　０４８－７５６－４６５７
http://www.ofkk.or.jp

三世代交流・市民懇話会

日　　時：
内　　容：
会　　場：
問 合 せ：

10 月 19 日 ( 日 )１３：３０～１６：００ 
ロコモ体操を組み入れたストレッチ体操
本町第二自治会館（コミセンいわつきそば）
問 合 せ：NPO 法人ナルク岩槻（野呂）
ＴＥＬ　０４８－７５７－３５４０

体力づくりにチャレンジ

無料
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本町第二自治会館（コミセンいわつきそば）
問 合 せ：NPO 法人ナルク岩槻（野呂）
ＴＥＬ　０４８－７５７－３５４０

体力づくりにチャレンジ

無料

市民活動ネットワーク団体リスト　 （平成２６年９月１日現在　４７団体）

自
然
・
環
境

（財）埼玉県生態系保護協会岩槻支部

歴
史
・
文
化

岩槻地方史研究会

福
祉

朗読ボランティア岩槻けやきの会
NPO法人　元荒川をきれいにする会 NPO法人　地域伝統文化推進機構 NPO法人　ナルク岩槻
岩槻ホタルの会 岩槻観光委員会 NPO法人　愛風（あいあい）
和土住宅中央用水をきれいにする会 岩槻ときめき文化の会 モンカカ
南平野ボランティア会 岩槻観光ボランティアガイド会 NPO法人　ほっとポット
山吹の里づくりの会 岩槻の歴史を学ぶ会 ４１７corporation（シイナコーポレイション）
半農生活サポートセンター 岩槻黒奴保存会 介護者サロン　ひなまち
トラスト７

社
会
教
育

さいたま市岩槻区保健愛育会 音
楽
・
子
育
て
・
防
犯
等

やまぶき道灌太鼓会

ま
ち
づ
く
り
・
国
際
交
流

岩槻にぎやか文化の会 プチフォーラムいわつき 岩槻音楽文化連盟
NPO法人　岩槻まちづくり市民協議会 食生活改善推進員協議会岩槻支部 コミュニケーションネットワークいわつき
思いやりベンチ事業推進委員会 （社）倫理研究所家庭倫理の会いわつき 岩槻地区郵和会
NPO法人　ためぞうクラブ 布楽工房 NPO法人親子ふれあい教育研究所
いわつき国際交流会日本語プラザ さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会 いわつき童謡を歌う会
岩槻は朝市からはじまる。の会 NPO法人山吹の里多世代交流支援クラブ
いわつき水曜日本語教室 さいたま市岩槻区倫理法人会
岩槻市民協議会 岩槻書道人連盟
人形のまちを創る会
岩槻ものしり隊
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11 月開催 “岩槻地区と東岩槻地区の地域まつり”

　「岩槻地区ふれあいフェス

タ」が 11 月 3 日 ( 月・祝 )

に岩槻小学校で開催されま

す。「ふれあいの絆」をテー

マに、地域振興や住みよい

街に育てることを目的に自

治会や商店会による屋台や

ビンゴ大会、地元の児童や

生徒による音楽イベントな

ど多くの催しが行われます。

　また、同週末の 11 月 8 日 ( 土 ) には、「東岩槻フェスティバル」が東岩槻小

学校で開催されます。当日は「子どもたちに夢と希望を与え、地域の絆を深める」

ことを目的に、協力参加校の演奏やフリーマーケット、模擬店などの催しをは

じめ、子どもたちが高齢者

のことを理解するための福

祉体験コーナーなどが設け

られます。

　両まつりとも、地域の団体

や学校の交流により、まちを

元気にしようという取り組

みです。ぜひ、皆さんも足

をお運びください。
このみんなのはぴネット第９号は46,000部作成し、１部当たりの印刷経費は4.2円です。

環境にやさしい「植物油インキ」を使用しています。

　岩槻区に、ゆるキャラが存在していることをご存じで

しょうか？「もうかりやっこ」という名の実にこだわり

満載のキャラクターです。大好きな岩槻を盛り上げる為

に奮闘しています。「もうかりやっこ」が持つ力の一つに、

全ての方に幸せを運ぶ力があるそうです。「みんなのは

ぴネット」も、一緒に幸せのネットワークを広げて行き

たいと強く思いました。

＜市民活動ネットワーク　広報委員会＞　

みんなの活動 市民活動ネットワーク登録団体のみなさんによる、
岩槻の魅力あるまちづくりに向けた活動を紹介します！

介護者サロンひなまち

毎月第 1 金曜日、岩槻区役所 3 階多目的室で午後

1 時半から 3 時半までサロン開催中。

ＮＰＯ法人 親子ふれあい教育研究所

「いじめ虐待防止・笑顔あふれる絵本ライブ」（平
成２６年度埼玉県シラコバト基本補助事業）。６０
区市町村を 5 年がかりで巡回。

岩槻観光ボランティアガイド会

朝顔市「岩槻観光ツアー」でのお客様お迎え体制

OK。

ＮＰＯ法人 地域伝統文化推進機構

当会は日本文化を次世代に継承する為に作られた
団体です。（琴・論語・お茶）昨年の多世代に渡る
教室風景です。

食生活改善推進員協議会 岩槻支部

パパとチャレンジ！わくわくクッキングを開催。

パパと一緒に作る料理は楽しくておいしさ倍増！

いわつき国際交流会日本語プラザ

日本語で話したい！そんな思いで勉強している外

国人のお手伝いをしながら国際交流しています。

　岩槻区では毎月区内を散策する城下町岩槻歴史散策を開催していま

す。この事業を主催する城下町岩槻歴史散策実行委員会は、市民活動

ネットワーク登録団体を含めた、区内の複数の団体で構成されています。

　参加費は１人２ ,０００円です（コースにより、別途路線バス代がかか

ります。）時間は概ね１０：００～１５：００です。皆さまのご参加を

お待ちしております。

※詳細は毎月の市報をご覧ください。

問合せ：城下町岩槻歴史散策実行委員会事務局　　　　　　　

　　　　（岩槻区総務課観光経済室内）ＴＥＬ ０４８－７９０－０１１８

区からのお知らせ
平成２６年度
「城下町岩槻歴史散策」開催予定

行政の支援と協働

登録
団体

岩槻区民
登録
団体

登録
団体 
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