
平成30年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況

No. 事業の名称 開催日 会場 団体名 担当課
承

認・
理由・
その他

1 僕の私のまちのお仕事発見＆体験事業
H30年8月中（夏季休暇期間中）のうち7日間、
平成30年11月14日(水)

県央地域内地元企業お帯地場産業 埼玉県県央地域振興センター 教育総務課 承認

2 第18回あらぐさ祭り 平成30年7月7日(土) 労働と教育の場「雑草」
社会福祉法人あらぐさ福祉会　労働と教育の場
「雑草」

教育総務課 承認

3 ミニ消費生活展 平成30年5月26日(土)～30日(水) 上尾市コミュニティセンター 上尾市消費者団体連絡会 教育総務課 承認

4 第26回平方地区環境フェスティバル 平成30年10月28日(日) 上尾市西貝塚環境センター敷地内 平方地区コミュニティ推進協議会 教育総務課 承認

5 平成30年こども相撲上尾・伊奈場所 平成30年5月12日(土) 埼玉県立武道館 げんきネットワーク 教育総務課 承認

6
フォーラム「日本らしい自然」を荒川流域から考える　－上尾からの
発信－

平成30年8月25日(土) 上尾市文化センター　小ホール 特定非営利活動法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

7 親子交通安全フェスティバル 平成30年9月30日(日) ファインモータースクール上尾校 ファインモータースクール上尾 教育総務課 承認

8 第38回上尾市ふれあい広場 平成30年9月30日(日) 上尾市文化センター 第38回上尾市ふれあい広場実行委員会 教育総務課 承認

9 8月第1例会～地域で育む生きる力～ 平成30年8月18日(土) 市民会館岩槻 公益社団法人　埼玉中央青年会議所 教育総務課 承認

10 遊ぼう！学ぼう！たろうえもん 平成30年10月13日(土) 荒川太郎右衛門地区自然再生地 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会 教育総務課 承認

11
「おおきくなったね！×おおきくなってね！」フェスティバル２０１
８

平成30年8月5日(日) 上尾市文化センター NPO法人彩の子ネットワーク 教育総務課 承認

12 第8回　平成国際大学平成法窓会　模擬裁判 平成30年10月28日(日) 平成国際大学　総合武道館３F 平成国際大学　平成法窓会 教育総務課 不承認

「上尾市教育委員会後援
等名義の使用承認及び上
尾市教育委員会教育長賞
の交付に関する事務取扱
要綱」第５条（４）項に
基づき、主催者である
「平成法窓会」は、上尾
市内拠点として、活動を
行う団体ではなく、ま
た、所在は市外にある
が、市内における活動実

13 くらしフェスタ　第36回上尾消費生活展 平成30年11月23日(金)～24日(土) 上尾市コミュニティセンター 第36回上尾消費生活展実行委員会 教育総務課 承認

14 キッズ　わくわくワーク 平成30年9月23日(日) 上尾ハウジングステージ 株式会社　ファジー・アド・オフィス 教育総務課 承認

15 市制施行60周年記念2018大石ふれあい健康ウォーク 平成30年10月21日(日) 大石小学校校庭及び大石地区内 大石地区コミュニティ推進協議会 教育総務課 承認

16 あげおワールドフェア2018 平成30年10月14日(日) 上尾市文化センター 上尾市国際交流協会 教育総務課 承認

17 西野土手のアマナと平方の文化遺産巡り 平成31年3月23日(土) 平方の上宿地区と西野土手 NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

18
知っているって大事だよね　ママ・パパ・先生応援講座～発見しにく
い子どもの読み書きのつまずきについて～

平成31年3月30日(土) 上尾市文化センター 一般社団法人はなみずき特別支援教育研究所 教育総務課 承認

19 三ツ又親子自然塾「遊んで学ぼう」 平成31年4月7日(日) 三ツ又沼ビオトープとその周辺 NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

20 春の観察会・セイタカアワダチソウ抜きと野草の植え付け 平成31年4月14日(日) 三ツ又沼ビオトープ NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

21 親子自然塾「遊んで学ぼう」
平成31年9月28日(土)、10月27日(日)、平成32
年1月5日(日)

三ツ又沼ビオトープとその周辺 NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

22 自然観察と管理作業

平成31年5月12日(日)、26日(日)、6月9日
(日)、7月6日(土)、13日(土)、27日(土)、8月
4日(日)、9月7日(土)、10月6日(土)、11月3日
(日)、12月1日(日)、8日(日)、14日(土)、平
成32年1月11日(土)、19日(日)、2月8日(土)、

三ツ又沼ビオトープとその周辺 NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

23 野の花いっぱい里山再生プロジェクト
平成31年5月4日(土)、6月16日(日)、8月17日
(土)、10月13日(日)、11月17日(日)、11月23
日(土)、平成32年2月2日(日)、2月16日(日)

三ツ又沼ビオトープとその周辺 NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

24 竹林の管理とタケノコイベント 平成31年5月26日(日) 三ツ又沼ビオトープ NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

25 「青山学院大学陸上部」から学ぶ成長するための秘訣 平成31年4月8日(月) 市民会館おおみや　大ホール 公益社団法人　埼玉中央青年会議所 教育総務課 承認

26 MOTTAINAIキッズフリーマーケット 平成31年5月5日(日) 上尾ショーサンプラザ NPO法人キッズフリマ 教育総務課 承認
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27 こころの健康まつり2019 平成31年6月15日(土) 上尾市文化センター あげお福祉会　後援会 教育総務課 承認

28 キッズ　わくわくワーク 平成31年4月21日(日) 上尾ハウジングステージ 株式会社　ファジー・アド・オフィス 教育総務課 承認

29 西野土手のアマナと平方の文化遺産巡り 平成32年3月22日(日) 平方の上宿地区と西野土手 NPO法人荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

30 第33回　上尾市中学生バドミントン大会 平成30年5月12日(土) 上尾市民体育館 上尾市バドミントン連盟 スポーツ振興課 承認

31 第23回全日本レディース大会　埼玉県予選会 平成30年4月15日(日)～5月13日(日) 平方スポーツ広場 上尾市ソフトボール協会 スポーツ振興課 承認

32 平成30年度上尾市スポーツ少年団　本部長杯争奪サッカー大会 平成30年4月14日(土)～5月26日(土) 平塚サッカー場、平方スポーツ広場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

33 第42回上尾市家庭婦人バレーボール連盟春季大会 平成30年4月29日(日) 上尾市民体育館 上尾市家庭婦人バレーボール連盟 スポーツ振興課 承認

34 初心者向け「健康ボウリング教室」 平成30年9月3日(月)～10月12日(金) ラウンドワン上尾店 公益社団法人　日本プロボウリング協会 スポーツ振興課 承認

35
平成30年度上尾市スポーツ少年団　ミニバスケットボール春の交流試
合

平成30年4月22日(土)～4月28日(土) 平方東小体育館 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

36 こども乗馬教室 平成30年5月25日(木)～7月20(木) 乗馬クラブクレイン伊奈 乗馬クラブクレイン伊奈 スポーツ振興課 承認

37 平成30年度上尾市スポーツ少年団　上尾新緑杯争奪近隣サッカー大会 平成30年5月3日(土)、4日(金) 平塚サッカー場、平方スポーツ広場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

38
平成30年度上尾市スポーツ少年団　第46回上尾市長杯争奪春季ソフト
ボール近隣交流大会

平成30年5月20日(日) 上尾市立富士見小学校 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

39 第19回上尾市武道大会 平成30年9月30日(日) 埼玉県立武道館 上尾市武道連盟 スポーツ振興課 承認

40 平成30年度　第31回　上尾市長旗争奪交流サッカー大会 平成30年7月14日(土)、15日(日) 平塚サッカー場、平方スポーツ広場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

41
平成30年度　第31回県民総合体育大会・埼玉県武道大会兼２０１８年
埼玉県少林寺拳法大会

平成30年7月29日(日) 埼玉県立武道館 埼玉県少林寺拳法連盟 スポーツ振興課 承認

42 第34回上尾市市民水泳大会 平成30年9月23日(土) 上尾スウィンスイミングスクール 上尾市水泳協会 スポーツ振興課 承認

43 初心者向け「健康ボウリング教室」 平成30年9月3日(月）～10月12日(金) ラウンドワン上尾店 公益社団法人　日本プロボウリング協会 スポーツ振興課 承認

44
JOCジュニアオリンピックカップ　平成30年度全日本ジュニア柔道体重
別選手権大会

平成30年9月8日(土)、9日(日) 埼玉県立武道館 公益財団法人　全日本柔道連盟 スポーツ振興課 承認

45
平成30年度上尾市スポーツ少年団上尾北ロータリークラブ杯ミニバス
ケットボールあげお夏の大会

平成30年6月25日(日)～7月8日(土)
上尾市民体育館、上尾市立芝川小学
校

上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

46 第35回　上尾剣道連盟選抜剣道大会 平成30年8月19日(日) 上尾市民体育館アリーナ 上尾剣道連盟 スポーツ振興課 承認

47 第24回　上尾市小学生バドミントン大会 平成30年9月29日(土) 上尾市民体育館 上尾市バドミントン連盟 スポーツ振興課 承認

48 プロ野球ベースボールチャレンジリーグ 平成30年7月28日(土)～8月15日(水) 上尾市民球場 株式会社埼玉県民球団（武蔵ヒートベアーズ） スポーツ振興課 承認

49 第42回上尾市家庭婦人バレーボール連盟秋季大会 平成30年9月9日(日) 上尾市民体育館 上尾市家庭婦人バレーボール連盟 スポーツ振興課 承認

50
第31回県民総合体育大会　第26回埼玉県武術太極拳選手権大会(兼)
第36回全日本武術太極拳選手権大会 埼玉県予選会

平成30年10月29日(日) 埼玉県立武道館 埼玉県武術太極拳連盟 スポーツ振興課 承認

51
市制施行・体育協会創立60周年記念第10回記念上尾市あっぴーグラウ
ンド・ゴルフ交歓大会

平成30年11月17日(木) 上平公園多目的広場 上尾市グラウンド・ゴルフ連盟 スポーツ振興課 承認

52
第40回埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会兼第３1回県民総合体育大会
少年の部

平成30年8月19日(日) 埼玉県立武道館主道場 埼玉県スポーツ少年団柔道部会 スポーツ振興課 承認

53 市制施行60周年記念　第36回 上尾市空手道選手権大会 平成30年9月23日(日) 上尾市民体育館 上尾市空手道連盟 スポーツ振興課 承認

54 平成30年度第9回上尾ライオンズクラブ杯争奪5・4年生サッカー大会 平成30年9月1日(土)～10月8日(月) 平塚サッカー場、平方スポーツ広場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

55 体育協会創立60周年記念スポーツ講演会 平成30年9月17日(月) 上尾市文化センター 上尾市体育協会 スポーツ振興課 承認

56 ‘18彩の国実業団駅伝 平成30年11月3日(土)
埼玉県庁～熊谷スポーツ文化公園陸
上競技場

東日本実業団陸上競技連盟 スポーツ振興課 承認

57
第25回埼玉県中央支部ダンススポーツ大会　第18回上尾市ダンスス
ポーツ大会

平成30年9月16日(日) 上尾市民体育館 上尾市ダンススポーツ連盟 スポーツ振興課 承認

58 平成30年度第43回上尾市スポーツ少年団市長旗争奪秋季野球大会 平成30年9月16日(日)～10月27日(日)
上尾市民球場、平方スポーツ広場野
球場、各小学校

上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認
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59 スポーツフェスティバルinあげお 平成30年10月13日(土) 上平公園 立正大学法学部スポーツ医科学研究室 スポーツ振興課 承認

60 第13回上尾市家庭婦人バレーボール連盟　いそじ大会 平成30年11月3日(土) 上尾市立富士見小学校 上尾市家庭婦人バレーボール連盟 スポーツ振興課 承認

61
平成30年度上尾市スポーツ少年団上尾ロータリークラブ杯争奪秋季第
47回ソフトボール近隣交流大会

平成30年10月8日(土) 平方野球場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

62
平成30年度上尾市スポーツ少年団　セレモニー杯争奪ちびっ子サッ
カー大会

平成30年11月27日(土)～12月15日(日) 平方スポーツ広場、平塚サッカー場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

63 第19回2市1町管内高等学校硬式野球大会 平成30年11月3日(土)～14日(水) 上尾市民球場 公益財団法人　上尾市地域振興公社 スポーツ振興課 承認

64 第19回島田杯争奪家庭婦人バレーボール大会 平成30年11月25日(日)、12月1日(土)
上尾市民体育館、上尾市立富士見小
学校

上尾市家庭婦人バレーボール連盟 スポーツ振興課 承認

65 第9回上尾サッカークラブＵ－13招待大会 平成31年1月4日(金)、5日(土) 平塚サッカー場 上尾市サッカー協会 スポーツ振興課 承認

66 第31回ふれあいダンスフェスティバル 平成30年11月24日(日) 上尾市民体育館 上尾市ダンススポーツ連盟 スポーツ振興課 承認

67 平成30年度上尾市スポーツ少年団ミニバスケットボールあげお新人戦 平成30年11月17日(土) 上尾市民体育館、原市小学校 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

68
平成30年度上尾市スポーツ少年団　第33回上尾中央ライオンズクラブ
旗争奪サッカー大会

平成31年1月12日(土)～2月11日(月・祝) 平方スポーツ広場、桶川総合運動場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

69 元日本代表　市川美余　親子カーリング体験会 平成30年12月2日(日) 埼玉アイスアリーナ 読売新聞東京本社 スポーツ振興課 承認

70 わくわく公園まつり 平成31年3月3日(日) 上尾運動公園水泳場 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 スポーツ振興課 承認

71
平成30年度　上尾市スポーツ少年団バレーボール冬季大会　上尾ロー
タリークラブ杯

平成31年1月13日(日) 上尾市立鴨川小学校 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

72
平成30年度上尾市スポーツ少年団 ミニバスケットボールあげお冬の大
会

平成30年12月22日(土) 上尾市民体育館 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

73 初心者向け「健康ボウリング教室」 平成31年2月4日(月)～3月25日(月) ラウンドワン上尾店 公益社団法人　日本プロボウリング協会 スポーツ振興課 承認

74 上尾市市制施行60周年記念大会　第43回上尾市剣道大会 平成31年3月24日(日) 上尾市民体育館 上尾剣道連盟 スポーツ振興課 承認

75 平成30年度本部長杯争奪上尾市スポーツ少年団空手道交流大会 平成31年2月10日(日) 桶川サンアリーナ 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

76 第28回上尾市レクリエーション大会 平成31年3月9日(土) 上尾市民体育館 上尾市体育協会 スポーツ振興課 承認

77 スペシャルオリンピックス日本・埼玉第1回フィギュアスケート競技会 平成31年3月21日(木) 埼玉アイスアリーナ
特例認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・
埼玉

スポーツ振興課 承認

78
2019プロ野球イースタン・リーグ公式戦　埼玉西武ライオンズ対北海
道日本ハムファイターズ

平成31年5月26日(土) 上尾市民球場 公益財団法人　上尾市地域振興公社 スポーツ振興課 承認

79
平成30年度上尾市スポーツ少年団ミニバスケットボールあげおさよな
ら大会

平成31年3月23日(土) 上尾市民体育館 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

80
平成３０年度スポーツ庁委託事業　学校における体育活動での事故防
止対策推進事業「学校でのスポーツ事故を防ぐために」（セミナー）

平成30年10月3日(水)～平成31年2月6日(水)の
うち12日間

埼玉県立武道館　他１１会場 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 指導課 承認

81 ＭＯＡ美術館上尾児童作品展 平成30年10月27日(土）、28日（日） 上尾市コミュニティーセンター ＭＯＡ美術館上尾児童作品展実行委員会 指導課 承認

82 ＵＤ埼玉　体育教室 平成30年10月20日(土)～10月27日(土) 上尾市立今泉小学校 日本授業ＵＤ学会　埼玉支部 指導課 承認

83
第４１回上尾市特別支援学級等・特別支援学校「児童生徒合同作品
展」

平成31年1月26日(土)、27日(日)
上尾市コミュニティーセンター　１
階展示ロビー

上尾市特別支援学級設置校連絡協議会長 指導課 承認

84 私立中学校フェア埼玉２０１９ 平成31年5月12日(日) 大宮ソニックシティ 一般財団法人埼玉県私立中学高等学校協会 指導課 承認

85
小中学生作文コンクール～人とのつながり・地域での支え合い～上尾
市社会福祉協議会表彰

平成31年2月2日(土) 上尾市文化センター 上尾市社会福祉協議会長 指導課 承認

86 第１９回聖学院大学小学校英語指導者養成講座 平成31年7月13日(土)、12月21日(土) 聖学院大学 聖学院大学学長 指導課 承認

87 平成３０年度「税に関する絵はがきコンクール」 平成30年11月18日(日) 上尾市文化センター 公益社団法人上尾法人会長及び女性部会長 指導課 承認

88 第４２回関東甲信地区中学校英語教育研究協議会埼玉大会 平成30年11月16日(金) 鴻巣市文化センター
第４２回関東甲信地区中学校英語教育研究協議会
埼玉大会会長

指導課 承認

89 平成３０年度関東中学校体育大会　第４２回関東中学校相撲大会 平成30年8月12日(日) 埼玉県立武道館　相撲場 関東中学校体育連盟会長 指導課 承認

90 国際交流＆イングリッシュキャンプ
平成30年6月9日(土)～平成30年10月28日(日)
の間5回

千葉県立君津亀山少年自然の家
千葉県立水郷小見川少年自然の家

宮城復興支援センター 指導課 承認
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91
第97回上尾親子映画「かいけつゾロリ　だ・だ・だ・だいぼうけ
ん」の上映会

平成30年6月3日(日) 上尾市文化センター 上尾親と子のよい映画をみる会 生涯学習課 承認

92 上尾市美術家協会　洋画部展 平成30年7月26日(木)～8月1日(水) 上尾市民ギャラリー 上尾市美術家協会洋画部 生涯学習課 承認

93 第31回上尾市美術家協会写真部会展 平成30年8月31日(金)～9月5日(水) 上尾市民ギャラリー 上尾市美術家協会写真部会 生涯学習課 承認

94 第4回清友会合唱コンサート 平成30年8月4日(土) 彩の国さいたま芸術劇場 清友会 生涯学習課 承認

95 第41回上尾市美術家協会展 平成30年7月6日(金)～11日(水) 上尾市民ギャラリー 上尾市美術家協会 生涯学習課 承認

96 全国親子クッキングコンテスト埼玉県地区予選中央地区大会 平成30年9月8日(土) 東京ガス㈱キッチンランド浦和 東京ガス株式会社埼玉支社 生涯学習課 承認

97 けんかつバラフェスタ 平成30年5月20日(日) 埼玉県県民活動総合センター 公益財団法人いきいき埼玉 生涯学習課 承認

98 「カンタ！ティモール」上尾上映会 平成30年8月4日(土) コミュニティーセンターホール 上尾に「まちの映画館」をつくる会 生涯学習課 承認

99 教育講座及びワークショップ「７ヵ国語で話そう。」
平成30年6月14日(火)、20日(水)、23日(土)、
11月10日(土)、15日(木)、21日(水)

上尾市コミュニティセンター
一般財団法人　言語交流研究所　ヒッポファミ
リークラブ

生涯学習課 承認

100 子育てセミナー・子供倫理塾 平成30年6月17日(日) 上尾市コミュニティセンター 一般社団法人倫理研究所　家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

101 第32回ラ・フォーレコンサート 平成30年10月20日(土) 桶川市民ホール  響きの森 ラ・フォーレ 生涯学習課 承認

102 上尾市民吹奏楽団　第46回定期演奏会 平成30年7月8日(日) 上尾市文化センター 上尾市民吹奏楽団 生涯学習課 承認

103 第35回上尾書連会員展 平成30年7月13日(金)～18日(水) 上尾市民ギャラリー 上尾書道人連盟 生涯学習課 承認

104 大人の社会科～日本史～授業やります！ 平成30年6月23日(土) 市民活動支援センター とーくカフェ上尾 生涯学習課 承認

105 UDトラックス吹奏楽部　第51回定期演奏会 平成30年12月9日(日) 上尾市文化センター大ホール UDトラックス株式会社　UDトラックス吹奏楽部 生涯学習課 承認

106 上尾地域健康と生きがい講座 平成30年7月7日(土) 上尾市コミュニティセンター 彩講会上尾支部  健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

107 上尾市市制施行60周年記念事業　あげお能・狂言鑑賞会｢橋弁慶」 平成30年11月17日(土) 上尾市コミュニティセンター 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

108 ２０１８上尾市民平和のつどい 平成30年11月25日(日) 上尾市コミュニティセンター 上尾市民平和のつどい実行委員会 生涯学習課 承認

109 第24回｢秋のおさらい会」 平成30年10月27日(土) 上尾市文化センター小ホール 上尾市日本舞踊連盟 生涯学習課 承認

110 2018年度上尾地区ピティナ・ピアノステップ 平成30年12月15日(土) 上尾市文化センター中ホール
一般社団法人全日本ピアノ指導者協会　埼玉中央
支部　上尾ステーション

生涯学習課 承認

111 上尾「まち映」寄席vol.5 平成30年7月1日(日) 文化センター小ホール 上尾に「まちの映画館」をつくる会 生涯学習課 承認

112
第2回日本棋院上尾支部囲碁大会兼上尾市民囲碁連盟創立10周年記
念囲碁大会

平成30年8月26日(日)
上尾市コミュニティセンター視聴
覚室

上尾市民囲碁連盟 生涯学習課 承認

113 第13回あげお元気祭り 平成30年9月9日(日) 上尾丸山公園 あげお元気祭り実行委員会 生涯学習課 承認

114 税とお金の教育事業公開セミナー 平成30年8月2日(木) 上尾市文化センター小ホール 公益社団法人　上尾法人会上尾支部 生涯学習課 承認

115 料理講習会 平成30年7月6日(金) 大石公民館 浦和友の会上尾支部 生涯学習課 承認

116 コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」 平成30年8月11日(土) 上尾市文化センター小ホール
社団法人　芸術文化振興グループ　みむみむの
森

生涯学習課 承認

117 ヒロシマ市民の描いた原爆絵画展 平成30年8月6日(月)～8日(水) 上尾市役所ギャラリー 原爆絵画展上尾・桶川地区実行委員会 生涯学習課 承認

118 0歳からきける親子コンサート 平成30年10月21日(日)
響の森桶川市民ホール　プチホー
ル

トリオいろどり 生涯学習課 承認

119 第30回上尾マジッククラブ発表会 平成30年9月30日(日) 上尾市コミュニティセンター 上尾マジッククラブ 生涯学習課 承認

120
上尾市市制施行60周年記念　オーケストラで歌う青春ポップスコ
ンサートin上尾

平成30年11月10日(土) 上尾市文化センター大ホール 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

121 第18回埼輝展 平成30年9月6日(木)～12日(水) 上尾市民ギャラリー 埼輝会美術協会 生涯学習課 承認

122 平成30年度「家庭の日」ポスターコンクール 平成30年11月24日(土) 上尾市文化センター 上尾市青少年育成連合会 生涯学習課 承認
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123 子育てセミナー・子供倫理塾 平成30年8月26日(日) 上尾市コミュニティセンター 一般社団法人倫理研究所　家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

124 詩吟・吟舞泉心流45周年記念大会 平成30年10月21日(日) 桶川市民ホール 詩吟・吟舞泉心流 生涯学習課 承認

125 第16回街角美術館 平成30年10月9日(火)～28日(日)
市内店舗　約30店  (日本生命、埼
信、他)

上尾市美術家協会 生涯学習課 承認

126 松平定知氏歴史講演会「その時歴史が動いた」 平成30年11月16日(金) 埼玉県県民活動総合センター 彩の国歴史研究会 生涯学習課 承認

127 上尾地域健康と生きがい講座の会 平成30年9月8日(土) 上尾市コミュニティセンター 彩講会上尾支部　健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

128 明治大学マンドリン俱楽部チャリティーコンサート 平成31年5月19日(日) 上尾市文化センター 明治大学校友会上尾地域支部 生涯学習課 承認

129 おやこでチャレンジ　めざせ！防災マイスター 平成30年9月2日(日) 青少年センター 一般社団法人ガールスカウト埼玉県連盟 生涯学習課 承認

130 第35回日本画展 平成31年2月21日(木)～27日(水) 上尾市民ギャラリー 上尾市美術家協会日本画部 生涯学習課 承認

131 第19回いきがい愛の会作品展 平成30年10月4日(木)～10日(水) 上尾市民ギャラリー いきがい愛の会 生涯学習課 承認

132 ヤングアメリカンズ・ジャパンツアー2019夏in上尾 平成31年8月16日(金)～18日(日) 上尾市文化センター NPO法人じぶん未来クラブ 生涯学習課 承認

133 第30回上尾de映画の時間 平成30年9月23日(日) コミュニティーセンターホール 上尾に「まちの映画館」をつくる会 生涯学習課 承認

134 お月見ライブ 平成30年9月24日(月) 遍照院　本堂 お月見ライブ実行委員会 生涯学習課 承認

135 平成30年度第34回上尾市文化芸術祭 平成30年11月2日(金)～4日(日) 上尾市コミュニティセンター 上尾市文化団体連合会 生涯学習課 承認

136 第16回ふるさと秋の民謡まつり 平成30年10月8日(月) イコス上尾大ホール 上尾市民謡連盟 生涯学習課 承認

137 第28回上尾市青少年健全育成推進大会 平成30年11月24(土) 上尾市文化センター 上尾市青少年育成連合会 生涯学習課 承認

138
上尾市市制60周年記念事業　優秀映画鑑賞推進事業～よみがえる
昭和　日本映画名作劇場～

平成31年2月8日(金)、9日(土) 上尾市コミュニティセンター 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

139 第21回清友会クリスマスチャリティーコンサート 平成30年12月2日(日) 県民活動総合センター 清友会 生涯学習課 承認

140 スコーレ家庭教育講座 平成30年10月24日(水) 県民活動総合センター
公益社団法人　スコーレ家庭教育振興協会　埼
玉地区実行委員会

生涯学習課 承認

141 市制施行60周年記念　第50回上尾市美術展覧会 平成30年10月16日(火)～21日(日)
上尾市コミュニティセンター
上尾市民ギャラリー

上尾市教育委員会
第50回上尾市美術展覧会運営委員会

生涯学習課 承認

142 上尾市民音楽祭（合唱祭、邦楽際、吹奏楽・器楽祭）
平成30年11月11日(日)、平成31年2月16日
(土)、2月17日(日)

上尾市文化センター
上尾市コミュニティセンター

上尾市民音楽祭実行委員会 生涯学習課 承認

143 2018彩の国いきいきフェスティバル 平成30年11月18日(日) 埼玉県県民活動総合センター 公益財団法人いきいき埼玉 生涯学習課 承認

144 家事家計講習会 平成30年11月16日(金) 上尾市コミュニティセンター
公益財団法人全国友の会振興財団　浦和友の会
上尾支部

生涯学習課 承認

145 第4回あげお郷土こどもかるた大会 平成30年10月6日(土) 上尾市民体育館 上尾市青少年育成連合会 生涯学習課 承認

146 笑う門には福来たる十周年記念第2回上尾ふるさと演芸会 平成30年11月28日(水) 上尾市文化センター 上尾笑福会 生涯学習課 承認

147 上尾地域健康と生きがい講座 平成30年11月13日(火) 上尾市コミュニティセンター 彩講会上尾支部健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

148 あげおこどもまつり　THEあそぶフェスタ 平成30年11月25日(日)
上尾市役所　ピロティ及び東側駐
車場

特定非営利活動法人　あげお学童クラブの会 生涯学習課 承認

149 初めての書道教室 平成30年12月16日(日) 上尾市文化センター201 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

150 子育てセミナー 平成30年12月12日(水) 上尾市文化センター201 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

151 明治維新150年☆ガッツリ日本史～近現代～ 平成30年12月8日(土) 上尾市コミュニティセンター とーくカフェ上尾 生涯学習課 承認

152 倫理セミナー 平成30年11月18日(日) 日本薬科大学 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

153 2019ニューイヤー　ガラ　コンサート 平成31年2月16日(土) 桶川市民ホール響の森 上尾新音楽の会 生涯学習課 承認

154 埼玉県中央書道展覧会 平成31年2月1日(金)～6日(水) 上尾市民ギャラリー 埼玉県中央書道人連盟 生涯学習課 承認
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155 上尾市民吹奏楽団　第32回新春チャリティーコンサート 平成31年1月13日(日) 上尾市文化センター 上尾市民吹奏楽団 生涯学習課 承認

156 第9回退職公務員連盟作品展 平成31年1月17日(木)～23日(水) 上尾市役所ギャラリー 埼玉県退職公務員連盟　北足立中部支部 生涯学習課 承認

157 リーフウインドアンサンブル　第３回定期演奏会 平成31年4月28日(日) 上尾市コミュニティセンター リーフウインドアンサンブル 生涯学習課 承認

158
上尾市市制施行60周年記念　あげおDEケロポンズファミリーコン
サート

平成31年3月17日(日) 上尾市文化センター 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

159 上尾地域健康と生きがい講座 平成31年1月12日(土) 上尾市コミュニティセンター 上尾健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

160 上尾市まなびすと指導者バンク会員展 平成31年2月28日(木)～3月6日(水) 上尾市民ギャラリー 上尾市まなびすと指導者バンク活動推進会議 生涯学習課 承認

161 ちょっとだけ体験ひろば 平成31年2月24日(日) 上尾駅前ショーサンプラザ1F 上尾市まなびすと指導者バンク活動推進会議 生涯学習課 承認

162 第35回彩の国２１世紀郷土かるた上尾市大会 平成31年1月27日(日) 上尾市民体育館 上尾市子ども会育成連合会 生涯学習課 承認

163 第35回上尾市いけばな協会展 平成31年2月6日(水)～12日(火) まるひろ百貨店 上尾市いけばな協会 生涯学習課 承認

164 第45回新春吟剣詩舞道大会 平成31年3月9日(土) 上尾市文化センター  小ホール 上尾市吟剣詩舞連盟 生涯学習課 承認

165 第17回「ひだまりの小さな書作展」 平成31年2月9日(土)～13日(水) 上尾市コミュニティセンター 障がい児者芸術クラブ 生涯学習課 承認

166 木村雄太　バリトン・リサイタル　上尾リピート公演 平成31年3月14日(木)
上尾市コミュニティセンターホー
ル

リピート 生涯学習課 承認

167 第108回さわやかミニコンサート 平成31年2月14日(木) 上尾市役所  １F　市民ホール 上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

168 上尾市合唱連盟　第15回合唱コンサート 平成31年3月3日(日) 上尾市文化センター中ホール 上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

169
Saitama Percussion Society(suppprted by GPS)主催　スネアド
ラムコンテスト埼玉県大会　中学生・高校生の部

平成31年4月2日(火) 上尾市文化センター小ホール Saitama Percussion Society 生涯学習課 承認

170 第24回桃の花コンサート 平成31年4月21日(日) 上尾市コミュニティセンター 上尾音楽を楽しむ会 生涯学習課 承認

171 上尾地区健康と生きがい講座 平成31年3月16日(土) 上尾市コミュニティセンター 上尾健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

172 アートベル絵画会合同展 平成31年3月7日(木)～13日(水) 上尾市役所ギャラリー アートベル絵画会 生涯学習課 承認

173 ママサークル 平成31年2月20日(水) 文化センター203 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

174
上尾芸術協会　第29回定期公演 「名曲は受け継がれる」～次世代
へ残したい音楽の世界～

平成31年6月2日(日)
上尾市コミュニティセンターホー
ル

上尾芸術協会 生涯学習課 承認

175 PAN NOTE MAGIC コンサート in 上尾 平成31年8月18日(日)
上尾市コミュニティセンターホー
ル

PAN NOTE MAGIC(パンノートマジック) 生涯学習課 承認

176 ママサークル 平成31年4月17日(水) 文化センター303 家庭倫理の会　上尾市 生涯学習課 承認

177 第１０９回さわやかミニコンサート 平成31年5月29日(火) 市役所1階市民ホール 上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

178
キラリ☆あげおPR大使特別企画　『ブダペスト室内楽団with長尾春
花』

平成31年6月30日(日) 上尾市文化センター大ホール 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

179 ふれあいコンサート～オペラ歌手が織りなす声の響き～ 平成31年6月1日(土) 上尾市コミュニティセンター 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

180 ０歳からのファミリーコンサート 平成31年9月7日(土) 上尾市コミュニティセンター 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

181 コミセンミュージックスクール2019 平成31年8月5日(月)、8日(木) 上尾市コミュニティセンター 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

182 第35回蘭友書展 平成31年6月14日(金)～19日(水) 上尾市民ギャラリー 書道研究　蘭友会 生涯学習課 承認

183 みんなの短歌教室 平成31年5月19日(日) 文化センター205 家庭倫理の会　上尾市 生涯学習課 承認

184 第7回「お寺で紙芝居」 平成31年5月20日(月) 遍照院　本堂 紙芝居やぎさん一座 生涯学習課 承認

185 第33回上尾de映画の時間 平成31年6月16日(日) コミュニティセンターホール 上尾に「まちの映画館」をつくる会 生涯学習課 承認

186 第14回上尾洋画研究所美術展 平成31年6月6日(木)～12日(水) 上尾市民ギャラリー 上尾洋画研究所 生涯学習課 承認
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187 上尾地域”健康と生きがい講座” 平成31年5月11日(土) 上尾市コミュニティセンター 上尾健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

188 中安千晶サマーコンサート 平成31年6月21日(金) 上尾市コミュニティセンター 上尾五線譜の会 生涯学習課 承認

189 ピアノとトークでつづる北欧デンマークの世界 平成31年6月22日(土) 上尾市コミュニティセンター音楽室 とーくカフェ上尾 生涯学習課 承認

190 第22回上尾将棋名人戦 平成31年6月30日(日) 上尾文化センター 彩の国上尾将棋連合会 生涯学習課 承認


