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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新企画

市民活動
体験教室

今年度から「あげお市民塾」に代わる新しい事業として、市民活動体験教室「はじめの一
歩」を開催します。市民活動ってどんなもの？何からやっていいか分からない！など皆様の
声にお応えし、講座をとおして体験してもらうことで身近に感じていただき、「あ～こんな
ことも市民活動なんだ…」と思っていただきたいのです。無理せず、自分の好きなことや、
興味があることから少しずつ始めてみませんか！これからいろいろな世代向けの企画をお届
けします。
第1回目は、夏休み親子で体験、「スズムシの声を広めよう」です。
上尾スズムシの会の皆さんを講師に迎え、スズムシってどんな虫？か
ら始まってスズムシの一生と飼育方法を学び、親子でスズムシキット
を作ります。小さな命の音色で癒しや思いやりの気持ちも感じていた
だけたらと思います。そして8月4日に行う無料配布(頒布会)のお手伝
いを体験していただき、ボランティアへの興味やきっかけにつながる
ような企画になっています。
日時：令和元年7月27日(土）10時～12時 (事前申込みが必要です）
会場：上尾市市民活動支援センター会議室（JR上尾駅東口徒歩1分）
※配布体験は8月4日(日)8時～10時 富士見小学校(希望者)
上尾市には、いろいろな市民活動をおこなっている団体がたくさん
あります。これから、少しずつ紹介していきたいと思います。
市民活動をしている皆様からの、アイデアを募集しております。
「市民活動体験教室応募用紙」に記入して登録をお願いします。
詳しくは、市民活動支援センターへ。

印刷機が新しくなります‼
市民活動支援センターの印刷機2台が7月下旬
に、新しく入れ替わることになりました。
※入れ替え作業中は、印刷ができない場合が
ありますので、ご了承ください。

【イメージ画像です】

■スズムシ さしあげます！■
「虫の声を聴く」文化は平安時代からの日本独自
の文化です。虫の声を楽しみ、癒しを感じていた
だくことを願って、鈴虫の無料頒布を行います。

①日時：8月4日(日) 8時～10時
場所：富士見小学校 体育館横
②日時：8月18日(日) 10時～14時
場所：ショーサンプラザ(正面入口）
③日時：8月31日(土) 10時～14時
場所：上尾市役所 ピロティ(正面入口)
※鈴虫を入れる容器、または
レジ袋をご持参ください。
問合せ：上尾スズムシの会
渡邉さん 090-2178-0626

平成31年度「上尾市協働のまちづくり推進事業」は、５団体から応募があり、令和元年5月29日(水)
に第１次選考の書類審査、6月26日(水)に第２次選考のヒアリングが行われました。選考委員会での厳正
な審査により、下記の5団体の提案が採択されました。(提案順) なお、CとDの事業は、市から協働を提
案した事業です。
採択された5団体は来年2月までの間に各々事業を実施し、3月28日(土)に報告会を行います。

★採択団体が決まりました★

Ａ

上尾スズムシの会

所管課：総務課

名 称 『鈴虫のまち上尾』（まちづくり）推進事業
テーマ 鈴虫でシティセールス・まちいっぱいリンリンプロジェクト
Ｂ

上尾市国際交流協会(AGA)

所管課：市民協働推進課

名 称 AGA子ども教室プロジェクト パート２
テーマ 日本語を母語としない子どもへの学習支援の拡充
Ｃ

ハッピーアイランド

所管課:西貝塚環境センター

名 称 身近にできる地球にいいこと ～紙ごみを分別しよう！～
テーマ 市民のより多くの人が紙ごみを分別する習慣をつけ、ゴミの減量につなげる
Ｄ

NPO法人マミング埼玉

所管課：環境政策課

名 称 AGECOstyle22万人で地球を救おう！
テーマ 地球温暖化対策の啓発
【第1次選考の様子】

Ｅ

特定非営利活動法人ふれあいねっと 所管課：市民協働推進課

名 称 尾山台・原市・瓦葺 多文化交流フェア
テーマ 防災×多文化交流 ～地域づくりレボリューション～

■事業の主なスケジュール■

Ａ

上尾スズムシの会

Ｂ

Ｃ

ハッピーアイランド

上尾市国際交流協会（AGA)

（第1面参照）

日本語を母語としない外国人の子どもの学習支援
■夏休み集中コース 8/5(月)~9(金)の連続5日間
時間:10～12時 場所:富士見小学校 費用:無料
■外国人子ども教室 9月以降月2回土曜日
時間:10～12時 場所:富士見小学校 費用:無料
≪申込･問合せ≫ 上尾市国際交流協会
電話:048-780-2468 ファクス:048-775-0007
メール：office@aga-world.com

紙ごみの分別でごみを減量！地球にも優しい生活を！
■ごみの分別ゲームで分別の達人になろう！
ゴミレンジャーの養成講座するよ♡

Ｄ

Ｅ

ＮＰＯ法人マミング埼玉

■エコでお得なまち歩き 8/1~9/30 市内協力施設
「クールシェアスポットスタンプラリー」
■夕方マルシェ
8/3(土)14時～19時 上尾駅改札前自由通路
■あげおファミリーフェスタ2019秋withもったいないゼロ
10/20(日) 11時～16時上尾ハウジングステージ
≪問合せ≫ マミング埼玉
メール：info@maming.jp

■紙ごみ分別袋の配布予定
10/27環境フェア 11/23,24 消費生活展で
≪問合せ≫ ハッピーアイランド
メール： ageohappyisland@yahoo.co.jp
Twitter：@ageohappyisland

特定非営利活動法人ふれあいねっと

■ 尾山台・原市・瓦葺 多文化交流フェア
「食」と「外国人と防災」を中心とした国際交流
原市中、瓦葺中の生徒たちもガンバリます！
日時：10/27(日) 10時～15時
場所：尾山台団地センターひろば周辺
※手軽な家庭料理の屋台出店者も募集中
≪申込･問合せ≫ ふれあいねっと
メール：npo-minnanohiroba@lily.ocn.ne.jp

市 民 活 動 団 体 紹 介

設 立
会 員
代 表
連絡先

平成11年7月1日
4人
山崎 幸子
048-774-7563

ゆっくりと楽しい作品作り
木彫りと聞いて、「大変そう」「力がいるので
は」・・と思われますが、普通の力があれば大丈
夫です。
ＮＨＫ朝ドラでも「鮭をくわえた木彫りの熊」
が今ちょっとしたブームです。
全国600支部の黒ばら会木彫り教室の流れをく
む「木彫の会」は活動を開始してから21年目に入
りました。「花の美しさと木のぬくもりを身近
に」をモットーに花をモチーフに、毎月第2・第4
水曜日に市民活動支援センターで制作活動をして
います。
主にティッシュケースやお盆などを作りますが、
ブローチ、茶器や菓子器なども作ります。メン
バーが集まって、いろいろな話題について話しな
がら、少しづつ彫っています。

丸盆などは彫刻に約１か月ほどかけて仕上げま
でもっていき、その後はコーヒーやニスなどを塗
る仕上げ作業に入ります。一つの作品が完成する
には、約２か月くらいかかります。
作品の材質は、主に比較的柔らかいといわれて
いる朴ノ木（ほうのき）を使います。

作品は福祉施設に寄贈
みんなで作った作品がたまってきたら、社会貢
献活動の一つとして、保育所や高齢者施設に寄贈
しています。実用性があり、木のぬくもりを感じ
ながら使ってもらうことが私たちの喜びです。

あなたも木彫りを
始めてみませんか
～新しい仲間を募集中！～

現在、会員は4人ですが、お話ししながらの
「ものづくり」はとても楽しいです。
手作業によるものづくりは脳の活性にとても良
い効果がある活動です。難しいことは何もありま
せん。年齢は問いません。彫り方を一から教えま
す。ぜひ一度、見学においでください。

☆公開講座 今年もやります☆
今年は「助成金のコツお教えします！」
市民活動団体向けの講座で、助成金ってなに？
どんな助成金があるの？などなど…地域の課題や
まちの活性化に取り組む知恵やノウハウを学びます。

日時：９月２８日(土) 13時~16時30分 受付は12時45分~
会場：プラザ22会議室 参加費無料
内容：第３次上尾市市民活動推進計画について
助成金ノウハウ（さいたまNPOセンター村田惠子さん）
交流会（自分たちのまちづくりについての意見交換）
※詳しくは広報あげお９月号をご覧ください！

【昨年度の様子】

イベント・ボランティア掲示板
■親子で一緒にいけばな教室■
日本の伝統文化を「体験」を通じて学んでい
ただくために、文化庁が実施する事業です。
日時：8/3,10,24,31,9/7,14,21,28,10/5,12
すべて土曜日の10時～12時
※参加の回数は自由です。
場所：上尾公民館４階(申込が必要です)
料金：1人1回600円（花代）当日集金
持物：エプロン、タオル、持ち帰り用の袋
※ハサミ、剣山、器はご用意しています
申込：華道・古流松東会(上尾市いけばな協会)
よしのさん☎090-1612-9264

■上尾丸山公園大池の
“かいぼり”がスタートします■
大池で以前から発生していたアオコによる水質
悪化を改善するため、池の自然再生を目指した
“かいぼり”を実施することになりました。その
中で中心的に活動していただく「ボランティア
リーダー」を広報あげお７月号で募集しました。
かいぼりは１２月に実施する予定で、
当日参加いただくボランティアの募集
は１０月下旬より始める予定です。
興味がある人は、是非参加ください。
問合せ
みどり公園課☎048-775-8129
認定NPO法人生態工房☎0422-27-5634

◆ 編

集 後 記

◆

■ボーイスカウト体験会■
ボーイスカウトは、遊びからたくさんのことが学べ
ます。勉強だけでは学べないことを体験してみませ
んか…女の子も大歓迎です♡

日時：9月16日(祝) 10時～12時 雨天中止
場所：小田川ファーム（アイスアリーナ近く）
参加費：1人200円（食材費として）
対象：年長～小学5年生の男女 と 保護者
内容：★野外ゲームでポイントを集めてお買い物
★牛乳パックでホットドック作り
申込：ボーイスカウト上尾４団（担当:須賀さん）
☎090-3134-6607 ✉jk1ndj@nifty.com
なるべく9月1日(日)までにご連絡ください

■あげおワールドフェア2019
~運営ボランティア募集~■
前日の準備・当日の来場者の案内・おもてなし
をするボランティアを募集！国際交流やイベン
トが好きな方の参加をお待ちしています。
※外国語が話せなくてもOK！
前日準備：10/5(土)13時～17時頃
当日：10/6(日)8時半～17時頃
場所：上尾市文化センター

申込・問合せ
上尾市国際交流協会（月,木,金のみ）
☎048-780-2468 ファクス048-775-0007
メール：office@aga-world.com

異例の梅雨寒が続いていますね。東京2020オリンピック観戦チケットの

抽選結果はいかがでしたか？センター関係者は残念ながらひとりも当選しませんでした。当たった人
はどこにいらっしゃるのでしょうか⁇ 次の募集に期待しましょう！

(雪)(明)(敏)

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：www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s53500/
ツイッター：＠Ageo_shiminkatu
団体登録の更新は２年毎です。

情報紙タイトル“むすびん”は、「結ぶ」と「お便り」を合わせており、

忘れずに手続きをお願いします。

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。

