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

■協働のまちづくり推進事業を紹介します■
前号に引き続き、協働のまちづくり推進事業を紹介します。今年度の事業は、上尾市と相互連携協定を結んで
いる聖学院大学の八木ゼミと商工課の「まちなか賑わいマップ作成事業」など協働対象を拡大した新しい取り組みが
行われました。また、年々増加する外国人市民に対応した国際交流や多文化共生社会を目指した事業、子育
て、福祉分野の協働事業が実施されています。
各事業とも地域で地道に活動を続けている市民活動団体と市の所管課との連携で、地域や社会の課題をきめ
細かく効果的に解決する取り組みとなりました。
事業名：まちなか賑わいマップ作成事業
団体名：聖学院大学政治経済学部八木ゼミ 所管課：商工課
スポーツ大会などで上尾運動公園や埼玉県立武道館を訪れる人
に、学生がすすめる「上尾の魅力」を PR し、上尾駅から施設までの
沿道の店舗や周辺の見どころスポットに立ち寄って、街歩きを楽しみ、
写真を撮って、SNS へ投稿してもらおうという事業です。
聖学院大学八木ゼミは外国人留学生が多く在籍する多文化共
生型ゼミで、本事業に参加する学生 13 人中 11 人が留学生です。
上尾駅から運動施設周辺をフィールドワークし学生が立ち寄りそうな
店や地域資源を発掘します。大学生、外国人留学生の視点から上
尾市の魅力をマップ(地図)化し、冊子やウェブで発信します。地元商
店街の活性化と、マップをきっかけに訪れた人が SNS などを通じて拡
散することでまちなかの賑わいとシティプロモーションにつなげます。
事業名：「AGA 子ども教室」プロジェクト
団体名：上尾市国際交流協会（略称 AGA）
所管課：市民協働推進課

指導員養成
講習会の様子

外国人の子ど
ものための日
本語学習教材

運動公園周辺の喫茶店
で名刺交換する留学生

老舗の呉服店を取材して
地元の魅力を情報収集

外国人の子どもへの日本語指導と、学習支援を行う「AGA
子ども教室」開設のため、指導員を養成する講習会、全 5 回を実
施します。この講習会は、過去２０年にわたり、外国人市民のた
めに日本語講座を開催してきた AGA と、公募したボランティアのレ
ベルアップを図るため、外国人の子どもを対象とした日本語教育の
専門家を講師に招いて開催します。また講習後、受講者有志に
より「AGA 子ども教室」準備委員会を立ち上げ、2 月に第 1 回
「AGA 子ども教室」を開催する予定です。
今後、増加していく外国人との共生社会に向けて、上尾市に
住む外国人の子どもが、学校や地域社会により早くなじむことがで
きるように、日本語能力の向上と学習支援の仕組みをつくっていこ
うとする事業です。

事業名：尾山台・原市・瓦葺 多文化交流フェア「うちのまちの世界のごはん」
団体名：特定非営利活動法人ふれあいねっと
民族衣装でファッションショーに
所管課：市民協働推進課
参加した地域の皆さん
尾山台団地、原市団地や原市・瓦葺地区に住む外
国人市民と地域住民が、お互いの国の文化を紹介し、
交流・親睦を深める機会をつくり、外国人市民が地域に
溶け込みやすい環境をつくっていこうとする事業です。尾山
台団地を拠点に活動している「NPO 法人ふれあいねっと」
と市民協働推進課の協働で、尾山台団地自治会をはじ
め地区の有志、ボランティアに加えて関係機関が連携して
実現した取り組みです。

地元の中・高校性や地域の
皆さんがボランティアで参加

１０月２１日(日)尾山台団地センター広場で「尾山
台・原市・瓦葺 多文化交流フェア『うちのまちの世界のご
はん』」を開催しました。日本文化の紹介コーナーでは華
道、茶道、着物の着付け、書道などの体験。外国人によ
る母国の紹介は、屋台の家庭料理、世界の遊び、民族
衣装の体験コーナーなどが設けられました。
ステージでは民族衣装のファッションショーのほか、踊りや
演奏、スピーチ大会などが行われ、会場は世代・国籍を
超えて終日多くの人で賑わいました。

事業名：スペシャルオリンピックス日本・埼玉 アート書道＆ダンスプログラム
団体名：特例認定 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・埼玉 上尾ブロック
所管課：障害福祉課
知的発達障害がある人にスポーツ（オリンピック競技種目に
団体名：特定非営利活動法人ふれあいねっと
準じたスポーツ）を通じて自立や社会参加を支援する活動を
担当課：市民協働推進課
行っているスペシャルオリンピックス日本・埼玉。本事業は上尾ブ
担当課：市民協働推進課
ロック独自の取り組みで、知的発達障害がある人でスポーツを
苦手とする人にも文化活動（アート書道・J ポップダンス）をと
おして身体を動かしたり、表現する楽しみを体験してもらおうとい
うものです。また、練習の成果を発表することで市民の皆さんに

青空ふで遊びの様子

活動を知ってもらい、新たな参加者を募り活動の輪を広げること
を目指し、障害福祉課と協働で取り組んでいます。
10 月 28 日(日)ゆりが丘公園で開催した「青空ふで遊び」
では、青空の下、半畳ほどある大きな画仙紙に、筆やスポン
ジ、刷毛などを使って自由に思い切り書道を楽しみました。12
月 9 日(日)は、大谷公民館体育室で「DVD によるみんなで踊
ってさ♪」を開催しました。スクリーンに DVD 映像を映して、みん
なで一緒に練習して覚えたダンスを、大人数で一緒に踊るパフ
ォーマンスを披露しました。

DVD 映像と音楽に合わせて
みんなで J ポップダンス

★平成 31 年度も協働のまちづくり推進事業を予定しています
平成 31 年度も協働のまちづくり推進事業を実施し、事業提案を募集する予定です。
締め切り：4 月 20 日(土)

詳しくは、市民活動支援センターまで

■募集説明会のご案内■ 2 月 23 日(土) 11 時から 市民活動支援センター会議室で

市 民 活 動 団 体 紹 介
上尾市社会福祉協議会 上尾南支部
設
立
代
表
所 在 地

平成２年７月
宮本 利章さん
柏座 1-1-15 プラザ館２F
開所日：火・水・木・金
（※土・日・祝祭日・年末年始を除く）
開所時間：10 時～14 時
電話番号 048-776-7808
【毎年 2 月、健康長寿を願って草もち交流会】

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指して、
様々な団体(区長会、民生委員・児童委員、いきいきクラ
ブ、保護司、子ども会育成会など)と地域のボランティアが協
力し合って支部社協の地域福祉事業を推進しています。
上尾市内では、上尾東、上尾西、上尾南、平方、原
市、大石、上平、大谷、原市団地、尾山台団地、西上
尾第一団地、西上尾第二団地の 12 地区に支部社協の
拠点があり、見守り活動、日常の困りごと相談、ふれあい
サロン、車椅子の貸し出しなどを行っています。
今回紹介する上尾南支部は、上尾駅東口プラザ館 2
階(市民活動支援センターの下のフロア)を拠点に宮本
町、仲町、愛宕、栄町、日の出、陣屋、東町で福祉活動
に取り組んでいます。
地域の住民同士のつながりを深め、定期的に交流する
集いの場「サロン」は、愛宕公民館で毎月 20 日に「愛宕
二丁目サロン」(高齢者対象)、仲町公民館では第４木

曜日（８、12 月を除く）に「仲町ふれあいサロン」（入園
前の親子を対象）を開催しています。
上尾南支部ならではの取り組みとしては、年 2 回の介
護予防教室と毎年 2 月の草もち交流会があります。介護
予防教室は、健康でいきいきと地域で暮らせるようにと、支
部で 10 年以上も続けている事業です。ヨガや音楽療法な
ど、毎年新しい体操や健康法を取り入れて、楽しく体力づ
くりを学ぶ機会を設けています。草もち交流会は、「寒中に
草もちを食べるとその年は無病息災で過ごせる」という言い
伝えにより 65 歳以上の一人暮らしの人を対象に開催して
いて「毎年、交流会で皆さんと会っておしゃべりするのが楽し
み」という声が寄せられています。
上尾市社会福祉協議会では、高齢者、障がい者、そ
の他見守りが必要な人や世帯に対して“見守り協力員”が
見守り活動を行う『あったか見守りサービス事業』を行ってい
ます。定期的に見守ることで、ちょっとした生活の変化に気
づき、事なきを得ることもあるそうです。また市内 12 支部社
協の各拠点ではコーディネーターが常駐して、福祉相談を
受け付けています。身近な困りごとや心配ごとを関係機関
に結びつけ、必要な人に必要な支援が届くように対応して
います。開所時間は 10 時から 14 時。開館曜日は支部で
異なりますのでご確認ください。

【年 2 回の介護予防教室は 10 年以上続けています】

■シニア世 代 地 域 デビュー支 援 事 業 ■
「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)
13 時 30 分～16 時 30 分（開場：13 時～）
場所：上尾市文化センター 中ホール
内容：第 1 部 市民活動団体の紹介
第 2 部 タケカワ ユキヒデさんの講演
申し込み：市民活動支援センター 電話０４８－７７８－１８１０

情報ファイル
■第 30 回 Oneday ユニバーサル・カフェ■
〜おしゃべりしながら♡ほっと一息〜

■ちょっとだけ体験ひろば■
ステージ：琴、銭太鼓、日舞の健康体操、
愛唱歌、大正琴
体験コーナー：将棋、書道、
パソコン相談、英会話
子供あそびコーナーほか

*こころとからだにやわらかく＊

まなびすと会員によるステージと体験コーナーを楽しもう！
お気軽に立ち寄りください。

日時：2 月 24 日(日)10 時～16 時 30 分
場所：上尾駅西口ショーサンプラザ１階
（イトーヨーカドー 上尾駅前店）
料金：無料
申込：当日会場へ
上尾市まなびすと指導者バンク活動推進会議
問合：電話 726-2582 西田さん
メール macnishida1@gmail.com

◇防犯紙芝居「わたしはだまされない？」とトーク
（上尾市消費者被害防止サポーターの会）
◇ゆったりハンドケア（日本リラクゼーションフットケア
協会公認講師 磯 康子さん）先着 6 名
◇パソコン無料なんでも相談室（竹内 和泉さん）
◇折り紙コーナーほか
日時：2 月 16 日(土)10 時 30 分～15 時 30 分
場所：市民活動支援センター
料金：入場無料 飲み物 100 円 ハンドケア 300 円
申込：不要（どなたでも入れます）

地域福祉計画をすすめる上尾市民の会
問合：陣ノ内さん 電話 726-6431
田嶋さん ファクス 775-1098

■外国人に声をかけてみませんか■
～ 簡 単 英会 話 ～

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、海外
からの旅行者や在住外国人が増えています。このセミナ
ーでは、英語初心者にも使える、駅や街中での外国人
の質問に答える Q&A を紹介します。併せて、自分の住
んでいる市や県、日本の紹介も練習します。
日時：2 月 2 日(土)14 時～15 時 30 分
場所：市民活動支援センター
料金：100 円(テキスト代)
申込：事前申し込み必要
電話・ファクス 726-7408 (夜 7 時以降)
メール meimama.yukari28@gmail.com
AIFA-ST 小山さん
編 集 後 記

■竹とんぼ作り指導者講習会■
ひねり竹とんぼの作り方を実習して、子どもたちに竹
とんぼ作りと飛ばし方を指導できるようにします。
日時：2 月 17 日(日)
14 時～16 時
場所：市民活動支援センター
定員：先着 15 人程度
料金：無料
持ち物：なし
（竹とんぼクラブで用意します）
申込：当日会場へ
問合：電話 090-6023-8219
アッピー竹とんぼクラブ 関根さん

◆平成最後の新年を迎え、にぎわっている街を歩くと、目に付くのが各国の料理店です。多文化共

生がこんなところでも進んでいるのですね。気に入った中東料理のレストランに入りスパイシーな料理を食べながら、異
国文化に触れ、新元号の候補に「共生」はいかがか、などと考えています。
（兼）
（枝）
（明）
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 (芳)(枝)(明)

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/
市民活動支援センターでは、ツイッターを
開設しました。URL は、
http://twitter.com/Ageo_shimintatu

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。

