
市民活動なんでも相談

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 （年４回発行）

公開講座

9月28日(土)にプラザ22で開催した公開講座「助成金申請のコツ教えます」には、44名

もの参加者を迎え、会場は大変賑わいました。

活動するには資金が必要です。どこの団体もお財布事情は苦しいと思います。そこで、今

回の公開講座は、活動をスムーズに進めるための助成金情報や、申請までの準備などを具体

的な事例を交えて、詳しく教えていただきました。

■男性のための子育て応援講座■
子どもっておもしろい‼
子ども服交歓会や保育ボランティアから子ども
に関わる楽しみ方を学びます。学生さん！男性
の皆さん！週末だけのボランティアにぜひ参加
してみませんか❣❣女性も大歓迎です❣❣

日時:12月14日(土) 10時30分～
場所:市民活動支援センター会議室
対象:高校生以上どなたでもOK
定員:20名(先着順) 参加費:無料
講師:NPO法人彩の子ネットワーク(鈴木さん)
※12/22(日)の子ども服交歓会のボランティア
体験にも参加できます。

問合せ･申込：市民活動支援センター
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を開催しました

市民活動体験教室
「はじめの一歩」第2弾

１部では、昨年度作成した「第３次上尾市市民活動推進計画」に

ついてセンター所長より説明があり、２部では、さいたまNPOセン

ターの村田惠子さんを講師に招き、助成金を受ける心構えやそれぞ

れの団体に合った助成金の種類、申請書類の作成方法等みなさんが

知りたい情報を学び、参加者は熱心に耳を傾けていました。

３部のグループワークは｢賑わいの

あるまち 上尾を創る」と題し、参加

者で各々話し合いました。

最後には各グループが、自分たち

が考える上尾のまちについて発表し、

参加者のみなさんの上尾愛を伺うこ

とができました。

※令和2年2月29日(土)午前に、｢協働のまちづくり推進事業説明会｣を開催する予定です。

新年、何かに挑戦しませんか⁉

あなたの想いをカタチにするお手伝いをします。

何でもご相談ください！

地域に関わることや、何か出来ることないか？

などなど……活動団体の困りごとでもOK!

個別で対応いたします。お気軽にどうぞ‼

日時:令和2年1月17日(金)･18日(土）
各日10時~19時(受付は18時まで)

※予約優先、１回１時間以内

場所:市民活動支援センター 交流サロン

問合せ･申込：市民活動支援センター

☎048-778-1810 

✉s53500@city.ageo.lg.jp



事業名 ｢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

第１回鈴虫頒布会は、市民活動支援センター主
催の市民活動体験教室｢はじめの一歩｣に参加して
くれた小学校の児童と保護者が、ボランティアと
して富士見小学校での8月4日(日)の頒布会でス
タッフ体験をしてくれました。180人ほどの市民
が参加し、上尾スズムシの会で用意した約3600
匹の鈴虫を配りました。

■上尾市国際交流協会（AGA)
（協働先：市民協働推進課）

事業名 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

上尾市の外国人人口は本年9月現在で3692人
です。特に中学生になってから来日した子ども
は母国にいた時より学習が遅れ、高校進学にも
支障をきたしているケースが多く、学習支援が
喫緊の課題です。

この事業は通常行われているAGAの日本語教室
の回数を増やし、夏休み集中教室として8月5日
(月)から9日(金)まで学習支援を実施しました。
また、8月24日(土)は指導員スキルアップ研修

として国際日本語普及協会（AJALT）の松尾恭子
先生による｢子どもが楽しく学ぶ教室作り｣の講義
がありました。話し方では丁寧体と普通体とがあ
り、本や教科書では正確には｢あなたは〇〇です｣
や｢私は〇〇です｣ですが、｢あなた｣や｢私｣などは
省略していることなども教える必要があります。
公園は「こーえん」と聞こえますが、ふりがなは
｢こうえん｣と書くなど、伸ばす発音の扱いなど、
日本語独特の言い回しとしての難しさについても
指導されていました。
外国人にとって日常会話も、実体験がない中で

日本語を覚えることがいかに大変か、漢字圏の外
国人も難しいところがあることなども紹介されま
した。

【夏休み集中教室での学習支援の様子】

■NPO法人マミング埼玉
（協働先：環境政策課）

事業名 AGECOstyle22万人で地球を救おう！

テーマ 地球温暖化対策の啓発

スウェーデンのグレタ・トゥンベリさんの地球
温暖化に対する取り組みは、大人の無策や無関心
を批判して早急な対応を求める世界的な運動につ
ながっています。AGECOstyleで「クールシェア
で夏の暑さを楽しもう」と８月1日(木)から9月
30日(月)までキャンペーンを実施。クールシェア
スポットマップを作り市内82の店舗・公共施設
利用でスタンプラリーを実施。スタンプを集める
と「ポケットマイ箸」をプレゼント、割りばしの
削減によるごみの減量にも一役買っています。
協働事業後半のキャンドルナイトカフェでの地

球温暖化対策も楽しみです。

■上尾スズムシの会（協働先：総務課）

今年度「上尾市協働のまちづくり推進事業」で採択された５つの協働事業
のうち、３団体の取り組みや事業の進捗状況を紹介します。

第2回頒布会は8月18日(日)上尾駅西口ショー
サンプラザ正面玄関前で、第3回頒布会は8月31
日(土)市役所正面玄関前で行われ、いずれも200
人から300人ほどの参加があり、各回とも用意し
た約4000～5000匹の鈴虫を配りました。
集まった子どもたちは、飼い方を教わり鈴虫

をもらっていました。中には、すぐに土と容器
を買ってきて詰め替える子もいました。
また、公共施設など21か所に鈴虫の容器を設

置しました。鈴虫のリンリンと鳴く音が、まち
いっぱいに広がっていました。

【第3回頒布会（市役所正面玄関前）の様子】



市 民 活 動 団 体 紹 介

ボーイスカウト上尾４団

設 立 昭和３６年１１月

会員数 ６０人

代 表 高津 智行さん

連絡先 090-3134-6607 (須賀さん)

✉ jk1ndj@nifty.com

ＵＲＬ blog.goo.ne.jp/jk1ndj

自立心のある健全な青少年を育てる、世界的

な社会教育運動のひとつです。活動を通して、

心身ともにバランスの取れた人格の形成を目指

しています。ボーイスカウトと聞くと、イメー

ジするのはキャンプやハイキング、街頭募金な

どですが、ボーイスカウトの活動は、主に野外

で、子どもたちの自主性を大切に行います。そ

のプログラムはバラエティに富んでいて、各年

齢層に応じ５つの部門により構成されています。

■幼稚園年長～ ：ビーバースカウト

■小学校3年生4月～：カブスカウト

■小学校6年生4月～：ボーイスカウト

■高校1年生4月～ ：ベンチャースカウト

■18歳～25歳 ：ローバースカウト

子どもたちの成長にあわせ、個性を伸ばしな

がら、社会人として必要な「リーダーシップ」

「協調性」「社会性」などを育みます。また、

奉仕活動を積極的に行い、「人のために役に立

つことの大切さ」も学びます。

もうすぐ60周年を迎える上尾４団の活動場

所は、主に上尾市の中心部で、上尾駅周辺、文

化センター、上尾運動公園、青少年センターや

小田川ファーム(アイスアリーナ付近)などです。

9月16日(月･祝)には、台風15号千葉県災害

支援募金を上尾駅改札前で行いました。子ども

たちの熱心な呼びかけにたくさんの方が応えて

くださり、2時間弱という短時間で54,899円

ものご厚意が集まりました。社会福祉協議会を

通じて現地または現地に派遣されるボランティ

ア団体へ寄付されます。

上尾市内には、ボーイスカウトの団が５つあ

り、それぞれ休日に活動を行っています。

ボーイスカウトとは

ボーイスカウトの構成

上尾市内のボーイスカウト

ボーイスカウト上尾４団

上尾４団の活動は休日の月3回程度、毎月

テーマを決めて行っています。例えば、１月

(初詣ハイク)、２月(スキー研修)、３月(三ツ

又沼ビオトープ保全活動)、４月(ハイキング)、

５月(野外料理)、６月(お出かけ)、７月(ナイ

トハイク)、８月(宿泊研修)、……など。

月３回程度活動しています

★活動を見学･体験に来ませんか★

11/4(月･祝)10時～ 野外料理体験 上尾丸山公園

11/9(土)･10(日)産業祭のバザー 市民体育館

11/17(日)シティマラソン駐車場整理 上尾運動公園

12/15(日)13時～クリスマス会 青少年センター

など、今後も色々な活動を予定しています。

今後の予定

男の子も女の子も上記のように一年中楽しく

活動していますので、ボーイスカウトに興味の

あるお子さんや保護者の皆さん、一度、見学や

体験に足を運んでみませんか？

ご希望の方は連絡先の須賀さんまで、お気軽

にご連絡してみてください。

【上尾駅改札前での募金活動の様子】



上尾丸山公園の大池で市民の皆さんと協働で、

かいぼりを行います。池の水を抜いた後、魚

類捕獲を行う当日ボランティアを募集します。

日時:12月21日(土)22日(日)9時~12時

場所:上尾丸山公園 定員:各日60名

11/8(金)締切(抽選) 参加条件あり

※詳しくは上尾市みどり公園課のHPを

ご覧ください。☎ 048-775-8129

申込･問合せ：

認定NPO法人生態工房 ☎ 0422-27-5634

イベント・ボランティア掲示板

★映画『生存者』～ハイファに戻って～
日時：10月27日(日)

13時30分∼16時30分
場所：市民活動支援センター会議室
参加費：201円

★『イランの人と暮らしと体験談』
日時：12月1日(日)13時30分～16時30分
場所：コミュニティセンター(視聴覚室)
参加費:300円 お話:山本純子さん･近内恵子さん

パネル展や｢マグナエ｣着用体験もあります。
申込･問合せ:とーくカフェ上尾（山本さん）

☎ 090-5393-4158
✉ tubame7219311966@gmail.com

原市沼の蓮池では、ハトムギ科のジュズダマ

が沢山実ってきました。ジュズダマは、お手

玉やミサンガ、首飾りなどに使えます。

関心のある方は是非お越しください。採取で

きます。また、蓮の花托も差し上げます。

期間:10月20日(日)～10月27日(日)

時間:9時～12時(開錠しています)

場所:原市沼の蓮池(ニューシャトル沼南駅付近)

問合せ 原市沼を愛する会(飯坂さん)
☎ 048-774-8094
✉ iizakayj@sirius.ocn.ne.jp

◆ 編 集 後 記 ◆ 秋は、イベントや催物がたくさんありますね。市民活動団体のみなさん

も大忙しのことでしょう‼市民活動支援センターでは、みなさんの活動情報をTwitterで発信して

いますので、どしどし情報をお寄せくさい。お待ちしております。 (雪)(明)(敏)

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、

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：www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s53500/

Twitter ：＠Ageo_shiminkatu

■イランを見て聞いて感じる！■■上尾丸山公園大かいぼり祭
おさかな連(ボランティア)募集■

■原市沼のジュズダマ差上げます■

TwitterのQRコードはこちらです。

是非、アクセスしてください！

■地域デビュー支援事業■
講師に庄野真代さん決定！
「一人ひとりの社会貢献」

講師:庄野 真代さん

日時:令和2年2月15日(土)

13時～16時30分

場所:文化センター

内容:庄野真代さんの講演と、

市民活動団体パネル展、および活動紹介

※詳細は広報あげお12月号などでお知らせします。

問合せ:市民活動支援センター


