
平成31年度（令和元年度）上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和２年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
添付資料

No. 事業の名称 開催日 会場 団体名 担当課
承認・
不承認

理由・その他

1 ミニ消費生活展 令和元年5月22日(水)～26日(日) 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

2 第19回あらぐさ祭り 令和元年7月6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 令和元年度子ども相撲上尾伊奈場所 令和元年5月18日(土) 埼玉県立武道館相撲場 げんきネットワーク 教育総務課 承認

4 上尾市環境推進大会２０１９ 令和元年6月22日(土) 上尾市文化センター　小ホール 上尾市環境推進協議会 教育総務課 承認

5 私たちのまちのお仕事発見＆体験事業
令和元年8月中（小中学校の夏季休暇期間中）の
うち4日程度、令和元年11月14日（県民の日）

本事業に協力する県央地域内の地元企業
及び地場産業

埼玉県県央地域振興センター 教育総務課 承認

6 2019埼玉ドローンチャレンジ 令和元年8月1日(木)～24日(土) 調整中 ＳＭＩＬＥ　ＭＥ株式会社 教育総務課 不承認

第５条第１項第４号
市内を活動拠点とし
て、活動を行う団体で
はないため

7 第27回平方地区環境フェスティバル 令和元年10月27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

8 2019年度6月第1例会～ビリママに学ぶ！家庭教育～ 令和元年6月9日(日) さいたま市文化センター 公益社団法人　埼玉中央青年会議所 教育総務課 承認

9 第39回上尾市ふれあい広場 令和元年10月13日(日) 上尾市文化センター 第39回上尾市ふれあい広場実行委員会 教育総務課 承認
中止（台風接近のた
め）

10 「ふたりの精神科医が語る‼PART2」 令和元年9月1日(日) 響の森　桶川市民ホール あげお福祉会後援会 教育総務課 承認

11 「おおきくなったね！×おおきくなってね！」子ども服交歓会 令和元年6月30日(日)～令和2年3月22日(日) 上尾駅コンコース　他3か所 ＮＰＯ法人彩の子ネットワーク 教育総務課 承認

12 ２０１９ 上尾こどもフェスティバル 令和元年8月25日(日) 上尾市文化センター 社会福祉法人　桜樹会　白ばら学園こどもの家 教育総務課 承認

13 親子交通安全フェスティバル 令和元年10月20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

14 上尾ＪＭＣプログラム 令和元年9月21日(土) 上尾駅周辺 ジュニア・マネジメント・スクール 教育総務課 承認 中止

15 遊ぼう！学ぼう！たろうえもん～事前再生の活動を体験しよう～ 令和元年10月19日(土) 荒川太郎右衛門地区自然再生池 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会 教育総務課 承認
中止（台風接近のた
め）

16 『キッズ わくわくワーク』 令和元年9月22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

17 平方の文化遺産と自然巡り 令和元年11月10日(日) 平方　西貝塚 ＮＰＯ法人　荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

18 西野土手のアマナと平方の文化遺産めぐり 令和2年2月22日(土) 平方　西野土手 ＮＰＯ法人　荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

19 みんなでつくる　こども夢の商店街 令和元年11月16日(土)～令和元年11月17日(日) アリオ上尾 こども夢の商店街実行委員会 教育総務課 承認

20 くらしフェスタ　第３７回上尾消費生活展 令和元年11月23日(土)～令和元年11月24日(日) コミュニティセンター 第３７回　上尾市消費生活展実行委員会 教育総務課 承認

21 第54回上尾母親大会 令和元年10月6日(日) 上尾コミュニティセンター 第54回上尾母親大会実行委員会 教育総務課 不承認

第６条第４項第２号
特定の主義主張の浸透
を図ることを目的とす
る事業に該当すると認
められるため

22 あらぐさ映画上映会 令和2年3月7日(土) 上尾市文化センター 社会福祉法人　あらぐさ福祉会　後援会 教育総務課 承認

23
「コバトンへのプレゼントコンテスト～みんなが描いたプレゼントが絵本
になる～」

令和2年1月10日(金)～令和2年3月31日(火) 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

24 上尾ＪＭＣプログラム 令和2年1月18日(土) 上尾駅周辺 ジュニア・マネジメント・スクール 教育総務課 承認

25 三ツ又親子自然塾「遊んで学ぼう」 令和2年4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

26 親子で学ぶプログラミング入門
令和2年3月7日(土)、令和2年3月14日(土)、令和2
年3月22日(日)、令和2年3月28日(土)、令和2年4
月5日(日)

わかたけスクール わかたけスクール 教育総務課 不承認

第６条第４項第４号
主に営利又は商業宣伝
を目的とする事業であ
ると認められるため

27 漢字で学ぶ「学び方」ワークショップ
令和2年3月8日(日)、令和2年3月15日(日)、令和2
年3月21日(土)、令和2年3月29日(日)、令和2年4
月4日(土)

わかたけスクール わかたけスクール 教育総務課 不承認

第６条第４項第４号
主に営利又は商業宣伝
を目的とする事業であ
ると認められるため

28 『キッズ わくわくワーク ～楽しく学ぼう 宇宙展2020～』 令和2年4月29日(水) 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 第３４回　上尾市中学生バドミントン大会 令和元年5月18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
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平成31年度（令和元年度）上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和２年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
添付資料

No. 事業の名称 開催日 会場 団体名 担当課
承認・
不承認

理由・その他

30
日本ソフトボール協会創立７０周年記念第２４回全日本レディース埼玉県
予選会

平成31年4月14日（日）～令和元年5月12日（日） 平方スポーツ場 上尾市ソフトボール協会 スポーツ振興課 承認

31 第43回上尾市家庭婦人バレーボール連盟春季大会 平成31年4月27日（土） 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

32 平成３１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31年4月13日（土）～令和元年5月25日（土） 平塚スポーツ広場、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

33
平成３１年度上尾市スポーツ少年団 上尾新緑杯争奪近隣招待サッカー大
会

平成31年4月29日（月）～4月30日（火） 平塚スポーツ広場、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

34 第２０回上尾市武道大会 令和元年6月30日（日） 上尾市民体育館 上尾市武道連盟 スポーツ振興課 承認

35 初心者向け「健康ボウリング教室」 令和元年9月3日（火）～10月11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

36
平成31年度上尾市スポーツ少年団　第47回上尾市長杯争奪春季ソフトボー
ル近隣交流大会

令和元年5月12日(日) 平方野球場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

37 こども乗馬教室 令和元年6月7日（金）～7月21日（日） 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

38 第35回上尾市市民水泳大会 令和元年9月23日（月） 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

39 平成３１年度第３２回　上尾市長旗争奪サッカー大会 令和元年7月13日（土）～7月14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

40 第25回上尾市小学生バドミントン大会 令和元年9月21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

41
JOCジュニアオリンピックカップ２０１９年度全日本ジュニア柔道体重別
選手権大会

令和元年9月14日（土）～15日（日） 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟 スポーツ振興課 承認

42 令和元年度　第19回上尾市スポーツ少年団　日本ハム杯夏季野球大会 令和元年6月30日（日）～7月14日（日）
平方スポーツ広場、平方野球場、市内小
中学校

上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

43
令和元年度第３２回県民総合スポーツ大会・埼玉県武道大会兼２０１９年
埼玉県少林寺拳法大会

令和元年6月23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

44 第36回　上尾剣道連盟選抜剣道大会 令和元年8月18日（日） 上尾市民体育館 上尾剣道連盟 スポーツ振興課 承認

45 令和元年度上尾市スポーツ少年団本部長杯争奪バレーボール大会 令和元年7月7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

46
令和元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あげ
お夏の大会

令和元年6月30日(日)、7月13日(土)、15日(月・
祝)

上尾市立芝川小学校、原市小学校、市民
体育館

上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

47 令和元年度第１回ミニバレー大会 令和元年12月14日（土） 上尾市民体育館 上尾市スポーツ推進委員連絡協議会 スポーツ振興課 承認

48
プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグ公式戦　埼玉武蔵ヒートベアー
ズホームゲーム上尾市民デー

令和元年8月3日（土） 上尾市民球場 株式会社埼玉県民球団 スポーツ振興課 承認

49 2019上尾市陸上競技選手権　夏季大会 令和元年7月20日（土） 上尾市陸上競技場 上尾市陸上競技協会 スポーツ振興課 承認

50
第41回埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会兼第32回県民総合体育大会少年
の部

令和元年8月25日（日） 埼玉県立武道館 埼玉県スポーツ少年団柔道部会 スポーツ振興課 承認

51 第３７回　上尾市空手道選手権大会 令和元年8月12日（月・祝） 上尾市民体育館 上尾市空手道連盟 スポーツ振興課 承認

52 第43回上尾市家庭婦人バレーボール連盟秋季大会 令和元年9月8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

53 9月23日は「テニスの日」　2019年テニス祭り 令和元年9月23日（月・祝） テニスラウンジ上尾 株式会社　テニスラウンジ スポーツ振興課 承認

54 上尾市スポーツ協会主催「スポーツ講演会」 令和元年9月7日（土） 上尾市民体育館 上尾市スポーツ協会 スポーツ振興課 承認

55 第１１回上尾市あっぴーグラウンド・ゴルフ交歓大会 令和元年11月7日（木） 市民球場　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

56 令和元年度　上尾市　５・４年生サッカー大会 令和元年8月31日（土）～9月21日（土） 平方スポーツ広場、上尾市サッカー場他 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

57 令和元年度 第44回上尾市スポーツ少年団市長旗争奪秋季野球大会 令和元年9月16日（月）～10月22日（火） 平方スポーツ広場、上尾市サッカー場他 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

58 １９彩の国実業団駅伝 令和元年11月3日（日） 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

59 女子プロ野球　秋季リーグ2019上尾開催 令和元年9月17日（火）、令和元年9月30日（月） 上尾市民球場 一般財団法人　日本女子プロ野球機構 スポーツ振興課 承認

60 基礎スケート上尾教室 令和元年10月12日（土）～10月13日（日） 埼玉アイスアリーナ 公益財団法人　日本スケート連盟 スポーツ振興課 承認
中止（台風接近のた
め）

61 第２６回埼玉県中央支部ダンススポーツ大会 令和元年9月15日（日） 上尾市民体育館アリーナ 上尾市ダンススポーツ連盟 スポーツ振興課 承認

62 第14回上尾市家庭婦人バレーボール連盟いそじ大会 令和元年10月5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
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平成31年度（令和元年度）上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和２年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
添付資料

No. 事業の名称 開催日 会場 団体名 担当課
承認・
不承認

理由・その他

63
令和元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48回
ソフトボール近隣交流大会

令和元年10月14日（月・祝） 上尾市平方野球場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

64 第20回2市1町管内高等学校硬式野球大会 令和元年11月3日(日)～11月14日(木) 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

65 令和元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 令和元年10月22日（火）～11月23日（土） 瓦葺小学校、大谷小学校 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

66 初心者向け「健康ボウリング教室」 令和2年4月6日（月）～5月21日（木） ㈱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
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

67 令和元年度上尾市スポーツ少年団セレモニー争奪ちびっ子サッカー大会
令和元年12月7日（土）～令和2年1月13日（月・
祝）

上尾運動公園、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

68 わくわく公園まつり 令和2年3月1日(日)
上尾運動公園水泳場（さいたま水上公
園）

公益財団法人埼玉県公園緑地協会
上尾運動公園管理事務所

スポーツ振興課 承認
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

69 第10回上尾サッカークラブＵ－１３招待大会 令和2年1月4日（土）～5日（日） 平方スポーツ広場　他 上尾市サッカー協会 スポーツ振興課 承認

70 令和元年度上尾市スポーツ少年団　第３７回駅伝大会 令和2年1月13日（月・祝） 上尾運動公園、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

71 令和2年度第53回関東高等学校ウエイトリフティング競技大会 令和2年5月30日(土)～31日(日) スポーツ総合センター
埼玉県高等学校体育連盟ウエイトリフティング専
門部

スポーツ振興課 承認
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

72 第２９回上尾市レクリエーション大会 令和2年3月7日（土） 上尾市民体育館 上尾市スポーツ協会 スポーツ振興課 承認
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

73 上尾チアクラブ 令和2年1月17日(金)～1月31日(金) 上尾市文化センター 上尾チアクラブ スポーツ振興課 承認

74
令和元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

令和2年1月12日（日） 鴨川小学校 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

75 令和元年度上尾市スポーツ少年団　上尾市・岡谷市スポーツ少年団交流会 令和2年1月12日（日）～13日（月・祝）
スポーツ総合センター、上尾運動公園陸
上競技場

上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

76
令和元年度上尾市スポーツ少年団　第３４回上尾中央ライオンズクラブ旗
争奪サッカー大会

令和2年1月18日(土)～2月15日（土） 桶川市総合運動場、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

77 上尾市スポーツ都市宣言記念大会第44回上尾市剣道大会 令和2年3月22日(日) 上尾市民体育館 上尾市剣道連盟 スポーツ振興課 承認
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

78 令和元年度本部長杯争奪　上尾市スポーツ少年団空手道交流大会 令和2年2月9日(日) 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

79 第２２回埼玉県グラウンド・ゴルフ祭り交歓南部地区大会 令和2年5月12日（火） 市民球場　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
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

80 第３５回　上尾市中学生バドミントン大会 令和2年5月18日(月) 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
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

81 第２５回全日本レディース埼玉県予選会 令和2年4月14日（日）～4月19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
中止（新型コロナウイ
ルスのため）

82 第１回上尾市小・中学生プログラミング大会 令和元年11月23日（日） 上尾市文化センター 上尾市プログラミング大会実行委員会 指導課 承認

83 ＭＯＡ美術館上尾児童作品展
令和元年11月9日（土）～令和元年11月10日
（土）

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 教育長賞

84 令和元年度北足立北部地区道徳教育研究会第２２回冬季研修会 令和2年1月10日（金） 上尾公民館 北足立北部地区道徳教育研究会 指導課 承認

85 １０月第１例会「君の夢がまちの未来へ！」 令和元年10月5日（土） 大宮ソニックシティ第１展示場 埼玉中央青年会議所 指導課 承認

86 私立中学校フェア埼玉２０２０ 令和元年5月10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

87
小中学生作文コンクール「感謝と成長のエピソード」～支えあいの実体験
を通じて感じた思い～上尾市社会福祉協議会表彰

令和2年2月1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 教育長賞

88 第２０回聖学院大学小学校英語指導者養成講座
第1回　令和元年5月30日（土）
第2回　令和元年12年19日（土）

聖学院大学 聖学院大学学長 指導課 承認

89 令和元年度「税に関する絵はがきコンクール」 令和元年7月12日（金）～令和元年9月13日（金） 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 教育長賞

90 第１０回アクティブ・ラーニングフォーラムin埼玉 令和元年8月23日（金） 聖学院大学チャペル講堂 アクティブ・ラーニング協会 指導課 承認

91
がらがらどんフェスティバル
～20周年記念～

令和元年6月23日(日) 埼玉県県民活動総合センター がらがらどん 生涯学習課 承認

92 上尾市美術家協会　洋画部展 令和元年7月25日(木)～7月31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 小原孝ピアノリサイタル2019～弾き語りフォー・ユー～ 令和元年9月28日（土） 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

94 第42回上尾市美術家協会展 令和元年7月12日(金)～7月17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

95 第32回上尾市美術家協会　写真部会展 令和元年8月30日(金)～9月4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
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平成31年度（令和元年度）上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和２年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
添付資料

No. 事業の名称 開催日 会場 団体名 担当課
承認・
不承認

理由・その他

96 上尾市民吹奏楽団　第47回定期演奏会 令和元年度6月23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

97 イコスミュージックスクール2019 令和元年8月6日(火)・9日(金) イコス上尾 音楽室兼大会議室 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

98 上尾市＆トロント市（カナダ）友好親善合唱コンサート 令和元年5月19日(日)
上尾市文化センター
小ホール

清友会 生涯学習課 承認

99 2019けんかつバラフェスタ 令和元年5月19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

100 第33回ラ・フォーレコンサート 令和元年9月23日（月・祝）
桶川市民ホール
響きの森

ラ・フォーレ 生涯学習課 承認

101 UDトラックス吹奏楽部　第51回定期演奏会 令和元年11月17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

102 教育講座及びワークショップ「７ヵ国語で話そう。」
令和元年6月21日(金)、25日(火)、26日(水)、29
日(土)、10月31日(木)、11月6日(水)、14日
(木)、16日(土)、20日(水)、22日(金)

上尾コミュニティセンター
宮原コミュニティセンター
上尾市文化センター

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

103 上尾地域健康と生きがい講座 令和元年7月6日(土) 上尾市コミュニティセンター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

104 2019年度６月第1例会～ビリママに学ぶ！家庭教育～ 令和元年6月9日(日) さいたま市文化センター 公益社団法人　埼玉中央青年会議所 生涯学習課 承認

105 第98回上尾親子映画「若おかみは小学生！」の上映会 令和元年6月2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

106 ゆるゆるチャリティー断捨離市
令和元年6月15日(土)、16日(日)、22日(土)、23
日(日)

P-1 LABO P-1(ピーチ） 生涯学習課 承認

107 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 令和元年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

108 弦楽四重奏と共に歌うオペラアリア♪重唱♪合唱 令和元年11月9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

109 子育てセミナー 令和元年6月26日(水) 文化センター302 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

110 0歳から楽しむファミリーオペラ「サウンド・オブ・ミュージック」 令和元年12月１日(日) 桶川市民ホール ０歳から楽しめる音楽会実行委員会 生涯学習課 承認

111 第3回日本棋院上尾支部囲碁大会 令和元年8月25日(日) 上尾市コミュニティセンター視聴覚室 日本棋院上尾支部 生涯学習課 承認

112 ヒロシマ市民の描いた原爆絵画展 令和元年8月3日(土)～5日(月) 上尾市コミュニティセンター 原爆絵画展上尾・桶川地区実行委員会 生涯学習課 承認

113 税とお金の教育事業公開セミナー 令和元年7月30日(火)
上尾市文化センター
201号室

公益社団法人上尾法人会上尾支部 生涯学習課 承認

114 第36回上尾書連会員展 令和元年7月19日(金)～24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

115 劇団埼芸　第102回公演 令和元年10月12日(土)～13日(日) 響きの森桶川市民ホール 劇団　埼芸 生涯学習課 承認

116 2019年度上尾地区ピティナピアノステップ 令和元年12月14日(土) イコス上尾
一般社団法人全日本ピアノ指導者協会埼玉中央支
部

生涯学習課 承認

117 あげお能・狂言鑑賞会「羽衣」 令和元年11月30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

118 マリンバデュオコンサート 令和元年12月15日(日) 上尾市コミュニティセンターホール 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

119 平成31年度「家庭の日」ポスターコンクール 令和元年11月23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

120 コミセンニューイヤーコンサート2020 令和2年1月26日(日) 上尾市コミュニティセンターホール 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

121 子育てセミナー 令和元年7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

122 第110回さわやかミニコンサート 令和元年8月29日(木)
市役所
1F　市民ホール

上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

123 第19回埼輝展 令和元年9月12日(木)～18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

124 第60回埼玉県吹奏楽コンクール 令和元年7月27日(土)～8月10日(土) 上尾市文化センターほか8会場 埼玉県吹奏楽連盟 生涯学習課 承認

125 平成31年度(第45回)幕別町・上尾市子ども会交歓会 令和元年8月3日(土)～6日(火) 上尾公民館 上尾市子ども会育成連合会 生涯学習課 承認

126 第31回上尾マジッククラブ発表会 令和元年9月29日(日)
上尾市文化センター
小ホール

上尾マジッククラブ 生涯学習課 承認

127 第20回いきがい愛の会作品展 令和元年10月10日(木)～16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
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平成31年度（令和元年度）上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和２年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
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不承認
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130 第17回上尾街角美術館 令和元年10月15日(火)～11月3日(日)
上尾駅を中心とする協力店舗、ショーウ
インドーなど約30店

上尾市美術家協会 生涯学習課 承認

128 ～未知の国　中東のイランに住んで～　イランの人と暮らしと体験談 令和元年12月1日(日) 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

129 あげおワールドフェア2019 令和元年10月6日(日) 上尾市文化センター 上尾市国際交流協会 生涯学習課 承認

131 第15回記念　墨華展 令和元年12月13日(金)～18日(水) 上尾市民ギャラリー 富士書道学園 生涯学習課 承認

132 第111回さわやかミニコンサート 令和元年10月4日(金) 市役所１F市民ホール 上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

133 17回秋の民謡まつり 令和元年10月13日(日) イコス上尾　大ホール 上尾市民謡連盟 生涯学習課 承認

134 2019上尾市民平和のつどい 令和2年2月2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

135 あげおこどもまつり　THE　あそぶフェスタ 令和元年11月3日(日･祝) こどもの城公園 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

136 上尾地域　健康と生きがい講座 令和元年9月14日(土) 上尾市コミュニティセンター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

137 ヤングアメリカンズ・ジャパンツアー2020夏in上尾 令和2年8月21日(金)・22日(土) 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

138 お月見ライブ 令和2年9月28日(土) 遍照院　本堂 お月見ライブ実行委員会 生涯学習課 承認

139 令和元年度第35回上尾市文化芸術祭 令和元年11月2日(土)～4日(月) 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

140 19，竹の友，尺八ふれあいコンサート 令和元年11月17日(日) 文化センター205号室 聖岳会(尺八研究会) 生涯学習課 承認

141 第34回上尾de映画の時間 令和元年9月22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

142 第112回さわやかミニコンサート 令和元年12月10日(火) 市役所１F市民ホール 上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

143 第14回あげお元気祭り 令和元年9月23日(日) さいたま水上公園 あげお元気祭り実行委員会 生涯学習課 承認

144 第15回家族・心の交流書展 令和元年11月22日(金)～27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

145 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～ 令和2年2月7日(金)、8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

146 家事家計講習会 令和元年11月12日(火) 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

147 「大人の社会科」講座 令和元年10月20日(日) P-1 LABO(ピーチラボ） P-1(ピーチ） 生涯学習課 承認

148 第5回あげお郷土こどもかるた大会 令和元年10月12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

149 第22回清友会クリスマスチャリティーコンサート 令和元年12月15日(日) 上尾市文化センター 清友会 生涯学習課 承認

150 上尾地域健康と生きがい講座 令和元年11月9日(土) 上尾市コミュニティセンター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

151
芝浦工業大学2019年度後期公開講座「測量実習21世紀の伊能忠敬になって
みる！～地図づくりのプロたちから学ぶ3次元測量～」

令和元年11月2日(土) 芝浦工業大学　大宮キャンパス 芝浦工業大学地域連携・生涯学習センター 生涯学習課 承認

152 2019年度第43回埼玉県アンサンブルコンテスト 令和元年11月8日(金)～12月17日(月)
上尾市文化センター
ほか全8会場

埼玉県吹奏楽連盟 生涯学習課 承認

153 退職公務員連盟北足立中部支部第10回作品展 令和元年12月5日(木)～11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

154 上尾市民吹奏楽団　第33回新春チャリティーコンサート 令和2年1月12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

155 2019彩の国いきいきフェスティバル 令和元年11月17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

156 リーフウインドアンサンブル　第4回定期演奏会 令和2年4月26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

157 第３６回日本画展 令和2年2月6日(木)～12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

158 子育てセミナー 令和2年12月15日(日) 文化センター303 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

159 埼玉県中央書道展覧会 令和2年2月14日(金)～19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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平成31年度（令和元年度）上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和２年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
添付資料

No. 事業の名称 開催日 会場 団体名 担当課
承認・
不承認

理由・その他

160 アルゼンチンの留学生と一緒に食事を作って食べませんか！ 令和2年1月5日(日)～24日(木) P-1LABO P-1(ピーチ） 生涯学習課 不承認

第６条第１項第５号の
「事業の実施場所にお
いて、保健衛生等に関
する措置が講じられて
いる」と認められない
ため

161 第36回上尾市いけばな協会展 令和2年1月29日(水)～2月3日(月) まるひろ百貨店 上尾市いけばな協会 生涯学習課 承認

162 上尾地域健康と生きがい講座 令和2年1月18日(土) 上尾市コミュニティセンター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

163 ドンシャラリン♪きらきらファミリーコンサート 令和2年4月29日（水・祝） 上尾市コミュニティセンター　ホール 小針彩菜スティールパングループ 生涯学習課 承認

164 第29回上尾市青少年健全育成推進大会 令和元年11月23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

165 第25回「春のおさらい会」 令和2年4月5日(日) 上尾市コミュニティセンター 上尾市日本舞踊連盟 生涯学習課 承認

166 第36回彩の国21世紀郷土かるた上尾市大会 令和2年1月26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

167 ZI-PANG SUPER LIVE in あげお 令和2年5月17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

168 上尾市合唱連盟第16回合唱コンサート 令和2年3月1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(supported by GPS)主催　第2回スネアドラ
ムコンテスト埼玉県大会　中学生･高校生の部

令和2年4月4日(土)
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18回「ひだまりの小さな書作展」 令和2年2月7日(金)～11日(火) 上尾市コミュニティセンター小ロビー 障がい児者芸術クラブ 生涯学習課 承認

171 まなびすと指導者バンクのちょっとだけ体験ひろば 令和2年2月23日(日) 上尾駅前ショーサンプラザ1階 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

172 上尾市まなびすと指導者バンク会員展 令和2年3月5日(木)～11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

173 ピティナ　ピアノ　ステップ 令和2年6月28日(日) 上尾市文化センター　中ホール ピティナAgeoかしの木ステーション 生涯学習課 承認

174 第46回新春吟剣詩舞道大会 令和2年3月15日(日) 上尾市文化センター小ホール 上尾市吟剣詩舞道連盟 生涯学習課 承認

175 アートベル絵画会合同展 令和2年3月12日(水)～18日(水) 上尾市役所ギャラリー アートベル絵画教室 生涯学習課 承認

176 春らんまん 令和2年4月12日(日) 上尾市コミュニティセンター ソーニョの会 生涯学習課 承認

177 第25回桃の花コンサート 令和2年4月19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

178 子育てセミナー 令和2年2月23日(日) 上尾市コミュニティセンター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

179 みんなの書道教室 令和2年3月15日(日) 文化センター203 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

180 上尾地域、健康と生きがい講座 令和2年3月21日(土) 上尾市コミュニティセンター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

181 映画「リーディング」上映＆遥吉祥之舞上演 令和2年4月19日(日)
上尾市文化センター
小ホール

ペガサス(PEGASUS) 生涯学習課 承認

182 コミセンクラシック～5人で奏でる珠玉の名曲～ 令和2年6月28日(日) 上尾市コミュニティセンター　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

183 「平家物語と琵琶」を楽しむ会 令和2年4月3日(金) 上尾市文化センター小ホール ひらひらの会（「平家物語」を学ぶ会） 生涯学習課 承認

184
夏休みファミリーコンサート
～Mozart(モーツアルト)魔法の音楽～

令和2年7月23日（木・祝） 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

185 第99回上尾親子映画｢ももへの手紙」の上映会 令和2年6月14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

186 第15回上尾洋画研究所美術展 令和2年6月4日(木)～10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

187 上尾地域、健康と生きがい講座 令和2年5月16日(土) 上尾市コミュニティセンター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

188 みんなの短歌教室 令和2年5月17日(日) 文化センター203 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

189 コミセンミュージックスクール2020 令和2年8月3日(月)、6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

190
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