
 

 

・興味があったから 

・知人がいたから 

・何かを学びながら友人を作りたかった 

・退職後に生きがいをもちたかった 

・地域の人と交流をもつため 

・趣味を生かしたり、経験を地域に還元したい 

・東日本大震災がきっかけ     

 

・会員の高齢化が進んでいる・・66.3％ 

・新しいメンバーが増えない・・52％ 

・若い人の参加が少ない・・52％ 

・役員のなり手がいない・・25.5％ 

・活動資金が不足している・・24.5％ 

・活動を提供する場・機会が少ない・・16.3％ 

・活動をＰＲする手段が少ない・・15.3％ 

 

                                          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 
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上尾市市民活動支援センターでは、第 3 次上尾市市民活動推進計画（2019 年度～2023 年度）に市

民活動団体の現状と要望を反映させることを目的として、アンケート調査を実施しました。 

昨年度末現在のセンター登録団体 196 団体中、継続的に活動している 138 団体を対象に、99 団体

から回答を得ました。本号では、その一部を抜粋して紹介します。 

 

■市民活動支援センター登録団体アンケート結果■ 
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事業名：「生まれてくる赤ちゃんに“スタイ”を贈ろうキャンペーン事業」 

団体名：ＮＰＯ法人 彩の子ネットワーク  担当課：子ども支援課 

 昨年度採択された「大きくなったね！×大きくなってね！プロジェクト」をさらにステップアップして、

新生児専門の洋服交歓会「こんにちは赤ちゃんの会」や、赤ちゃんから年配世代まで、参加して楽しめる

子育てイベント｢おおきくなったね！×おおきくなってね！｣フェスティバル 2018 などを開催します。 

環境や経済状況によって格差や孤立が生まれる現状を、洋服等を媒介に、人と人がつながる機会を新た

につくり出し、世代や性別を超えてみんなで子育てに関わっていく地域づくりを目指す事業です。 

 

 

 ■平成 30年度「協働のまちづくり推進事業」を紹介します 

8 月 5 日(日)市文化センターほぼ全館を使って「おおきくなっ
たね！×おおきくなってね！」フェスティバル 2018 を開催し
ました。多数の市民活動団体、企業、ボランティアが参加して、
楽しい催しが盛りだくさんで館内は終日大賑わいでした。 

■公開講座「市民活動のためのＳＮＳ講座」を開催しました 

スタイとは 
よだれ掛け 
のことです 

【講師の今井房子さん】 

【市民活動交流会の様子】 

市民活動支援センターは、9 月 8 日(土)と 22 日(土)の 2 日

間にわたり、上尾市プラザ 22 で公開講座「市民活動のための

ＳＮＳ講座」を開催しました。 

1 日目は、「市民活動のためのＳＮＳ活用術」と題して、(株)

コミュニティネット代表の今井房子さんを講師に招き、ＳＮＳ

の種類やそれぞれの特徴を知り、市民活動の用途や対象に合わ

せた効果的なＰＲや集客の方法について学びました。当日は

44 人の受講者があり、受講者からは、「関心がある人だけに一

斉に情報発信できるＬＩＮＥ＠(ラインアット)やリアルタイ

ムで情報を発信・収集できるＴｗｉｔｔｅｒ(ツイッター)を活

用したい」などの声が寄せられました。 

2日目は、市民活動交流会「ＳＮＳで伝え！広げ！つなげる！」

を開催し、37 人が参加しました。グループごとに自己紹介のあ

と、ＳＮＳに関する情報交換や各自が取り組んでいる市民活動

などについて話し合いました。活発な意見交換の中、ＳＮＳに

関しては、「今後の市民活動には、ＳＮＳによる情報発信力が不

可欠」という意見が多数でした。 

今回の交流会は、市民活動団体の協力をいただき、進行役は

「ハッピーアイランド」の安藤由美さん。ワールドカフェは「地

域福祉計画をすすめる上尾市民の会」の皆さんにお願いしまし

た。コーヒーとお菓子をいただきながら和やかな交流会となり

ました。 

 



消費生活関連情報を取り上げた各種展示、かえっこバザール、フリーマーケット、福祉団体による製

品・名産品販売、紙芝居上演(紙芝居やぎさん一座）、竹とんぼづくり(アッピー竹とんぼクラブ)等。 

ホールではコンサート、映画上映等を実施します。 

日  時：１１月２３日(祝)～２４日(土)  両日とも１０時～１５時 

会  場：上尾市コミュニティセンター（上尾市柏座４-２-３） 

申込方法：直接来場 

参加費等：無料(映画は一般９９９円、高校生以下５００円) 

問合わせ：上尾市消費生活センター  電話 048-775-0800 

        Ｅメール s252000＠city.ageo.lg.jp 

主  催: 上尾消費生活展実行委員会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしフェスタ第３６回上尾消費生活展を開催します 

 市 民 活 動 団 体 紹 介 

ハッピーアイランド 

設  立  平成１７年４月 

会  員  １０人 

代  表  安藤 由美さん 

Ｔwitter  @ageohappyisland 

E メール  ageohappyisland@yahoo.co.jp 

 

裁判員制度、地デジ、電力自由化、セルフメディケー

ション税制など「ハッピーアイランド」は、暮らしの中の「気

になること」「話題になっているけど、どういうこと？」を調

べ、得た情報を、くらしフェスタ上尾消費生活展などで発

表して市民の皆さんに伝える活動をしています。 

また、東日本大震災以降は、防災関連のイベントに

参加して、『“いつも”の中に“もしも”の備えを』と、日頃か

ら災害に備える生活の知恵を提案する活動を続けてい

ます。 

平成 17年、団体発足以来、上尾市消費者団体連

絡会所属の消費者団体として、「暮らしの安心・安全の

ために消費者は、必要な情報を取り入れてみんなで賢く

なろう」というのが、会のモットーです。 

 

毎年、消費生活展では、暮らしの中で「消費者として

気になること、知りたいけど一人では調べられないこと」を

テーマに選び、展示パネルを作成しています。調査研究

していく中で出た疑問は、持ち前の行動力とフットワーク

を生かして関係団体、官公庁、企業などに声をかけ、訪

問したり、教えてもらったりして協力を得ています。解らな

い人の視点を大切に、難しいことは、わかりやすい自分た

ちの言葉で消化して伝えることを心がけています。 

今年度のテーマは、ＳＤＧｓ（エスディージーズ）。

持続的な社会を世界レベルで実現するため、国連で合

意した 17 の共通目標を意味します。一見難しいテーマ

ですが、「ハッピーアイランド」が、自分たちに身近な、上

尾市のゴミの問題におきかえて、わかりやすく伝えます。 

 代表の安藤さんは、「私たちのメッセージを受け取った

人が、自分たちの暮らしに関心をもち、知ろうとしたり、行

動に移してくれることを願っています。ぜひ、消費生活展

においでください」と話しました。 

ホール催し 

23日(祝)10時30分～ 
秋色コンサートほか 

24 日(土) 
①10 時 15 分～ 
②12 時 45 分～ 
映画「ライオン 

～25 年目の 
ただいま」 



日時：12月４日(火) 10～12時 

場所：市民活動支援センター 

申込：不要(当日先着順) 

問合：朗読の会たんぽぽ 

電話：048-774-6127 

    （佐藤さん） 

「声に乗せよう、ことばと心」をモットーに個性に 

あった朗読を楽しんでいます。 

お気軽にお出かけください。 

「手ぶくろを買いに」「そよ風ときにはつむじ風」 

「くんぺい魔法ばなし」ほか 

「まだまだ、頑張ります！」 

〜地域でのセカンドライフのために〜 

講師：タケカワ ユキヒデ さん 

日時：平成 31年 2月 9日(土) 

場所：上尾市文化センター 

内容： 

タケカワ ユキヒデさんの講演 

と、市民活動団体パネル展、 

および活動紹介 

※申し込み詳細は 

広報あげお 12月号をご覧ください。 

問合せ：市民活動支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 ◆酷暑の夏も過ぎ去り、天高く馬も人も肥ゆる秋。市内でも大きなイベントが目白押し

で市民活動が充実するシーズンです。平成 23 年 7 月創刊の「むすびん」も、気が付けば 30 号の節目

を迎えました。今後もＨＯＴな情報を発信していきますので、どうぞよろしく！  （兼）（枝）（明） 

 

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。 

■あげお市民塾 第３期のテーマは“健康長寿”■    主催：地域活動推進の会 

会場：各回とも上尾市プラザ２２ ２階会議室（ＪＲ上尾駅西口徒歩３分）  時間：各回とも 14:00～16:00 
 とき 講座名 講師団体 

第 1 回 1月 12 日(土) 
脳トレから健康づくりを目指そう！ 

～川柳、マジックを楽しみながら脳の活性化を目指します～ 

・上尾アブセック楽柳会 

・上尾マジッククラブ 

第 2 回 2月 2 日(土) 
身体を動かして健康づくりを目指そう！ 

～太極拳、よさこいを体験しながら心身の健康を目指します～ 

・上尾市武術太極拳連盟 

・Yosakoi Lovers鍾馗 

第 3 回 3月 2 日(土) 
熟年を楽しみながら健康的に過ごそう！ 

～自分史作り、民話の語り部を体験しながら楽しく過ごします～ 

・けんかつ自分史の会 

・あげお語り部の会 

※申し込み詳細は「広報あげお」１１月号をご覧ください。  問合せ：市民活動支援センター 

■朗読の会 たんぽぽ 発表会■ 

 

■シニア世代地域デビュー支援事業■ 
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