
 ２月３日(土)文化センター小ホールで地域デビュー支援事業｢明日どう変わる？新たな生きがい！｣を開催

しました。当日は、仕事や子育てにひと区切りしたリタイア世代を中心に 100 人を超える参加を迎え、熱気

あふれる講演会となりました。また今回は、これまでに協働のまちづくり推進事業を行った市民活動団体の

皆さんに呼びかけ、第二部の活動発表や別室(公民館 501 号)でのパネル等展示に協力をいただきました。 

 

第一部は、シニアライフアドバイザーの松本すみ子

さんの講演。松本さんは、日本人の平均寿命が伸び、

定年後の自由時間は１０万時間を超えると話し、少子

高齢化が進む地域の支え手として、元気なシニアの活

躍が期待されていると強調しました。また、地域デビ

ュー心得 10 か条を披露。「自分がやりたいこと、出来

ることをしっかり見極めて、積極的に外に出て地域の

情報を集めることが大切」とアドバイスし、活動を長

く続けるヒントとして、有償ボランティアやコミュニ

ティビジネスについて紹介しました。 

第二部は、本年度協働のまちづくり推進事業で市と

協力して地域の課題に取り組んだ市民活動団体による

活動発表が行われました。市内で積極的に活動する先

輩方の発表に参加者は熱心に耳を傾けていました。 

                                          年４回発行（季刊） 

市民活動支援センターは、社会に貢献しようとする市民、市民活動団体を応援します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■定年後の10万時間をどう活用しますか？地域デビュー支援事業開催■ 

【活動団体発表の様子】 

パネル等展示参加団体 

ぐるサイクラブ、上尾に「まちの映画館」をつくる

会、原市みどりの再生ボランティアの会、一般社団

法人セーフティネット、ＮＰＯ法人ふれあいねっ

と、障がい児者芸術クラブ、アッピー竹とんぼクラ

ブ、ＮＰＯ法人彩の国さいたま総合型地域スポーツ

クラブ･フォルテ、High Five Mom 

発表団体 

柏座地区街づくり協議会、あげお未来フォーラム２１、

ＮＰＯ法人彩の子ネットワーク、ＮＰＯ法人助け合い

村、社会福祉法人あらぐさ福祉会（以上 5 団体） 

 

【シニアライフアドバイザー松本すみ子さんの講演】 

市民活動団体のパネル展示 

【工夫を凝らした団体パネル】 

【展示室のパネルや資料を見学する人たち】 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29 年度「協働のまちづくり推進事業」に採択された「社会福祉法人あらぐ

さ福祉会」が、空き店舗を活用した地域拠点「ベーカリーショップ こぱん☆あら

ぐさ」を 3 月 1 日に本格オープンしました。「こぱん☆あらぐさ」は、障がい者と

地域住民との交流、地域活性化を目指した取り組みで、上尾市都市計画課との協働

事業です。オープンに先駆けて富士見団地の野菜市にパンを出品したり、無料のパ

ン教室を開催したりして、地域との交流をはじめていたため、オープンを心待ちに

していた住民の方々がたくさん足を運んでいました。隣接するパン工房で作られた

おいしい焼き立てパンを買って、その場で食べられる喫茶室もあります。 

「ベーカリーショップ こぱん☆あらぐさ」が富士見団地内にオープン 

 

 

 

ベーカリーショップ 

こぱん☆あらぐさ 

●営業日● 

月曜日～金曜日 (祭日休) 

●営業時間● 

１０：００～１５：３０ 

●電話番号● 

０４８-７８８-２３４０ 

●所在地● 

上尾市富士見２-１５-１ 

 

地域交流の拠点づくり  平成 29年度 「協働のまちづくり推進事業」 

■オープン記念の無料パン教室■ 

2 月 1 日(木)のプレオープンに伴い、全５

回にわたって無料のパン教室が開かれまし

た。参加者は、教えてもらいながらパン生地

をこねたり叩いたり、中身のあんこを包んだ

りした後、パン工房の本格的な製パン機で焼

き上げたパンの香りにうっとりし、試食のパ

ンに舌鼓を打っていました。 

３月３日には、オープンセレモニーにあわせて

｢上尾富士見団地における団地活性化に関する協

定書｣締結式が行われ、上尾市長、埼玉県住宅供

給公社副理事長、富士見団地事務区長、あらぐさ

福祉会理事長の４者が協定書に署名をしました。 

その後、焼きたてパンの試食会が開かれ、参加

者に振る舞われました。皆、美味しそうに頬張り

ながら「この場所に賑わいが生まれ、働く障がい

者の励みにもなればいい」と語っていました。 

【オープンを心待ちにしていた地域の方々】 

■「こぱん☆あらぐさ」地図■ 

 

【具だくさんのピザパン作り】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●テーマ：上尾の戦中戦後を知ろう 

     体験談・紙芝居などを通して上尾各地区の戦中戦後の状況を紹介します 

     ～昭和 10 年から 30 年ごろの上尾の状況を体験談・紙芝居などを通して知り、次世代に伝えよう～ 

 日 時 会 場 講 座 名 講 師 団 体 

① 
5 月 19 日(土) 

14:00～16:00 
大石公民館 

大石・上平地区の戦中戦後の

状況を紹介 

・上尾の戦中・戦後を知り記録する会 

 

・紙芝居 やぎさん一座 

② 
6 月 2 日(土) 

14:00～16:00 
平方公民館 

平方・大谷地区の戦中戦後の

状況を紹介 

③ 
7 月 7 日(土) 

14:00～16:00 
原市公民館 

上尾・原市地区の戦中戦後の

状況を紹介 

 市 民 活 動 団 体 紹 介 

「上尾の戦中・戦後を知り記録する会」は、上尾

市（旧上尾町、平方町、原市村、大石村、上平村、

大谷村）の戦中戦後（昭和 10 年から昭和 30 年ご

ろ）の市民の暮らしや出来事、各種統計などを調査、

記録し市民に広く公開する活動を行っています。 

大石村で生まれ、現在も大石地区在住の河原塚勇

会長をはじめ、10 人の会員ほぼ全員が子供時代に

“戦中・戦後”を体験。幼少期を過ごした土地はさま

ざまですが、今なお鮮明に残る戦中戦後の記憶と、

わがまち上尾の変遷を記録に残し、市民の皆さんに

伝えたいと意気込んでいます。 

 昨年 8 月 15 日、冊子『わがまち 上尾を知ろう 

上尾の戦中・戦後のすがた』を発行しました。市立、

県立図書館に足を運び、膨大な市史や統計と向き合

って発行まで 2 年を費やした労作。回想記は、市民 

からの寄稿や市内小中学校の記念誌から転載した

もので、当時の暮らしや出来事がいきいきと綴られ 

ています。 

 

上尾の戦中･戦後を知り記録する会 

設  立  平成 27 年 10 月 1 日 

会  員  10 人 

代  表  河原塚 勇さん 

連 絡 先  048-771-0920  

E メール  isam.k.014@tbz.t-com.ne.jp 

激動の昭和史や太平洋戦争に関連した本・DVD

が数多く出版され昭和史ブームといわれる昨今、河

原塚さんは、「上尾の戦中・戦後の様子を図書館で

調べるには、大変な手間と時間がかかります。激動

の昭和時代の上尾市域のすがたをコンパクトな一

冊にまとめたらきっと市民の皆さんに喜んでいた

だけると思い発行しました。上尾を知る資料として

少しでもお役に立てれば」と語りました。冊子は好

評で初版で発行した 300 冊は、寄稿者や希望する

人に分け、ほぼ手元にない状況。今年度、増刷を予

定しています。 

今年５月から始まる「あげお市民塾」では、紙芝

居やぎさん一座とコラボで講師を担当。市内３地区

の公民館で上尾の戦中・戦後の状況を紹介する講座

を開催します。 

【ヘルスメイト育成講座の様子】 

【平成 29 年 8 月発行の冊子を手に】 

 

平成 30年度第１期のあげお市民塾は「上尾の戦中戦後を知ろう」 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報誌タイトル“むすびん”は、「結ぶ」と「お便り」を合わせており、

人、市民活動団体、市などを結びつけたいという思いを込めています。 

皆さまからのイベント、ボランティア情報をお待ちしています！ 

◎編集・発行 上尾市市民活動支援センター 

開館日：火～日 午前９時～午後９時(日曜は午後５時迄) 

休館日：毎週月曜、火～金の祝日、年末年始 

電  話：０４８（７７８）１８１０  ファクス：０４８（７７８）１８２０ 

Ｅメール：s53500@city.ageo.lg.jp 

ホームページ：http://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s53500/ 

   情報ファイル   

編 集 後 記 ◆今年の桜のお花見は例年になく早いものとなりました。さて、新年度がスタート

しました。誰かの役に立ちたいと思っているあなた、地域デビューのチャンスです。仲間との出会いや

交流が人生の充実につながります。市民活動支援センターにお気軽にご相談ください。 (芳)(枝)(明) 

■上尾駅からハイキング■ by JR東日本 

団体登録の更新は２年毎です。 

忘れずに手続きをお願いします。 

■『こんにちは赤ちゃん』交歓会■ 

イベント・ボランティア掲示板 

 

2019ラグビーワールドカップや東京2020オリン

ピックを控え、訪日外国人との国際交流を支える

ため埼玉県が｢多文化共生ボランティア登録シス

テム｣を運用しています。上尾市でこのシステムに

登録している方を対象に講習会を行います。 

同時に、新規で登録して下さる方を募集します。 

新規登録の方も講習会を受講できます。 

日時：7 月 21 日(土) 

13 時～16 時 

場所：市役所 7 階大会議室 

申込・問合せ：上尾市市民協働推進課 

電話：775-4597  ファクス：775-0007 

■多文化共生ボランティア講習会■ ■台湾家庭料理教室■ 

 

＊丸山公園の花しょうぶ園観賞と 

荒川沿いの榎本牧場へのウォーキング＊ 

•各社寺で「あげおアッピーガイドの会」による解説があ

ります •上尾丸山公園でスタンプラリーの抽選会を実

施します。 •上尾丸山公園で市指定無形民俗文化

財の「藤波の餅つき踊り」(振る舞い餅有り)や太鼓の

生演奏が楽しめます。 •コース途中には地元の方によ

る、お茶等のおもてなしがあります。(なくなり次第終了) 

日時：6月2日(土) 9時～16時30分(自由解散) 

スタート受付：上尾駅自由通路 ９時～11時 

申込：参加予約不要（どなたでも参加できます） 

歩行距離：全行程 15km(所要約 5時間 30分) 

※ガイドの応援を毎年「あげおアッピーガイドの会」

が行っています。 

 

台湾出身の先生を招いて、 

台湾家庭料理教室を開催します 

日時：6月 30日(土) 11時～14時 

場所：上尾公民館 調理室 

料金：会員 1,300円／一般 1,500円 

定員：20名(応募者多数の場合は抽選) 

申込：6月 15日迄にファクスまたはメールで 

上尾市国際交流協会 

ファクス：775-0007 

メール：office@aga-world.com 

新生児期に必要だけど、すぐに

使わなくなってしまう肌着や

ベビーグッズ。まだまだ綺麗だ

から､これから生まれてくる、 

そして生まれてまもない赤ちゃ 

んに使ってほしい。新生児から 70 ㎝までの 

お洋服を無料でお渡しします。 

日時：6月 9日(土)  13時～15時 

場所：市民活動支援センター 

参加無料、事前申込み歓迎♪ 

※お申込みの際は、お名前・ご連絡先を下記まで 

NPO法人彩の子ネットワーク 鈴木さん 

電話：770-5272  ファクス：770-5270 

メール off ice@sainoko.net 

 

mailto:s53500@city.ageo.lg.jp
http://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s53500/
http://www.sainoko.net/ookikunattane/ookikunattane_main.html

