
令和２年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和３年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
別冊

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 「子どもの潜在能力を引き出す脳科学」講座 令和2年9月21日㈪～10月9日㈮※12日間 オンライン講座 一般財団法人日本リーダー育成推進協会 教育総務課 不承認
市内を活動拠点として、活動を行
う団体ではないため

2 親子自然塾「遊んで学ぼう」
令和2年9月27日㈰、令和2年10月25日㈯、令和3
年1月9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

3 みんなでつくる　こども夢の商店街 令和2年10月17日㈯～令和2年10月18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

4
「おおきくなったね！×おおきくなってね！」子ども服お届けプ
ロジェクト

令和2年8月1日㈯～令和3年3月31日㈬ 彩の子ネットワークステーション 特定非営利活動法人　彩の子ネットワーク 教育総務課 承認

5
２０２０年度１０月第１例会　パパ＆ママ応援！子育てトーク
ショー

令和2年10月10日㈯ 埼玉中央青年会議所　事務局 公益社団法人埼玉中央青年会議所 教育総務課 承認

6 謎解きウォーキング「アルクエスト」
令和2年11月3日㈫、7日㈯、8日㈰、14日㈯、15
日㈰、21日㈯、22日㈰、23日㈪

大宮公園、大宮第二公園、別所沼公園、
与野公園

ＮＰＯ法人　neogalaxy 教育総務課 承認

7 くらしフェスタ　第３８回ミニ上尾消費生活展 令和3年1月7日㈭～13日㈬ 市役所ギャラリー・市民ホール 第３８回　上尾市消費生活展実行委員会 教育総務課 承認

8 三ツ又親子自然塾「遊んで学ぼう」
令和3年4月4日㈰、9月26日㈰、10月24日㈯、令
和4年1月9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

9 第３６回上尾市市民水泳大会 令和2年9月22日㈫
上尾市民体育館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

10 こども乗馬教室 令和2年7月1日㈬～令和2年9月6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

11 上尾チアクラブ 令和2年7月10日㈮～令和2年7月24日㈮ 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

12 令和２年度第４２回上尾市スポーツ少年団夏季野球大会 令和2年7月12日㈰～7月25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

13 令和２年度　第３３回　上尾市長旗争奪交流サッカー大会 令和2年10月17日㈯ 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

14
令和２年度上尾市スポーツ少年団　第１１回上尾ライオンズクラ
ブ杯争奪４・５年生サッカー大会

令和2年8月29日㈯～9月22日(祝火)
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

15 2020上尾市陸上競技協会秋季記録会 令和2年10月25日㈰ 上尾運動公園陸上競技場 上尾市陸上競技協会 スポーツ振興課 承認

16 20彩の国　実業団駅伝　第６１回東日本実業団対抗駅伝競走大会 令和2年11月3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

17 令和2年度上尾市スポーツ少年団　本部長杯争奪サッカー大会 令和2年9月6日㈰～9月26日㈯ 上尾運動公園補助競技場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

18
令和2年度第４５回上尾市スポーツ少年団市長旗市長杯争奪秋季
野球大会

令和2年9月13日㈰～10月31日㈯
上尾市民球場、平方スポーツ広場・野球
場、市内各小学校他

上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

19 ４０周年記念上尾市なぎなた競技大会 令和2年11月8日㈰ 上尾市民体育館 上尾市なぎなた連盟 スポーツ振興課 承認

20 上尾チアクラブ 令和3年1月8日㈮～令和3年1月29日㈮ 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

21
令和２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

令和2年11月28日㈯～令和2年12月19日㈯ 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

22
令和２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第
４９回秋季ソフトボール近隣交流大会

令和2年11月29日㈰ 上尾市小泉氷川山公園グラウンド 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

23
令和２年度　JOCジュニアオリンピックカップ 文部科学大臣旗
彩の国杯第15回全国中学生空手道選抜大会

令和3年3月28日㈰～令和3年3月30日㈫ 埼玉県立武道館 埼玉県空手道連盟 スポーツ振興課 承認

24 初心者向け「健康ボウリング教室」 令和3年4月5日㈪～令和3年5月21日㈮ (株)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

25
令和２年度上尾市スポーツ少年団 第35回上尾中央ライオンズク
ラブ旗争奪サッカー大会

令和3年1月16日㈯～2月11日㈭
平塚サッカー場
桶川市総合運動場

上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

26 令和３年度上尾市スポーツ少年団 本部長杯争奪サッカー大会 令和3年4月3日㈯～4月24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

27
令和３年度第４５回上尾市スポーツ少年団兼上尾西ロータリーク
ラブ杯春季野球大会

令和3年4月4日㈰～4月18日㈰ 市民球場　平方野球場　市内各小学校 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

28 第３５回　上尾市中学生バドミントン大会 令和3年5月5日㈭ 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

29 2021上尾市陸上競技協会春季記録会 令和3年5月1日㈯ 上尾運動公園陸上競技場 上尾市陸上競技協会 スポーツ振興課 承認

30 第26回　上尾市小学生バドミントン大会 令和3年6月19日㈯ 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

1



令和２年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和３年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
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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

31 映画『一粒の麦　荻野吟子の生涯』上映会 令和2年6月26日㈮ 上尾市コミュニティセンター 良い映画を観る会 生涯学習課 承認

32 第43回上尾市美術家協会展 令和2年7月10日㈮～15日㈬ 上尾市民ギャラリー 上尾市美術家協会 生涯学習課 承認

33 上尾市美術家協会　洋画部展 令和2年7月23日㈭～29日㈬ 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

34 第22回「家庭の日」ポスターコンクール 令和2年11月28日㈯ 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

35 上尾地域　健康と生きがい講座 令和2年7月11日㈯ 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

36
上尾芸術協会第30回定期公演「月の光とセレナーデ」～素敵な響
きに包まれ贅沢なひと時を～

令和2年10月11日㈰ 桶川市民ホール・プチホール 上尾芸術協会 生涯学習課 承認

37 俳句大会 令和3年3月6日㈯ 上尾公民館401・402・403 上尾市俳句連盟 生涯学習課 承認

38 チェロと共にーマドリガーレ、カンタータ、オペラアリア 令和2年10月2日㈮ 桶川市民ホール響の森 上尾新音楽の会 生涯学習課 承認

39 上尾地域　健康と生きがい講座 令和2年9月12日㈯ 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

40 第21回いきがい愛の会作品展 令和2年9月3日㈭～9日㈬ 上尾市民ギャラリー いきがい愛の会 生涯学習課 承認

41 ワークショップ｢7ヵ国語で話そう。」
令和2年11月8日㈰
令和2年11月23日㈷

上尾市文化センター
一般社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

42 令和2年度第44回埼玉県アンサンブルコンテスト
令和2年11月8日㈰
～12月20日㈰

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

43 退職公務員連盟北足立中部支部　第11回会員作品展 令和2年12月10日㈭～16日㈬ 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

44 第23回清友会クリスマスチャリティーコンサート 令和2年12月19日㈯ 上尾市文化センター 清友会 生涯学習課 承認

45 2021ニューイヤーガラコンサート 令和3年1月23日㈯ 桶川市民ホール響の森 上尾新音楽の会 生涯学習課 承認

46 子どもの潜在能力を引き出す脳科学講座 令和3年1月28日㈭～29日㈮ ソニックシティ602会議室 一般財団法人日本リーダー育成推進協会 生涯学習課 不承認
主催者が市内団体でなく、市内で
開催する事業でもないため

47
文部科学省委託事業　ボーイスカウトとあそぼう！自然体験あそ
び　野外活動に挑戦！！（わくわく野外体験）

令和2年12月20日㈰　※雨天中止 ボーイスカウト上尾第一団野営場 ボーイスカウト埼玉県連盟　上尾第１団 生涯学習課 承認

48
文部科学省委託事業「ボーイスカウトとあそぼう！自然体験あそ
び」

令和2年12月13日㈰　雨天時20日㈰ 原市の森　トラスト１２号地 ボーイスカウト埼玉県連盟　上尾第１3団 生涯学習課 承認

49 シトラスリボンプロジェクト　ＩＮ　さいたま 令和2年6月21日㈰～令和3年3月31日㈬ 各事業による あげおハートフルプロジェクト 生涯学習課 不承認
主催者の異なる複数事業であり、
個別の事業内容が未定のため

50 第39回埼玉県中央書道展 令和3年1月22日㈮～27日㈬ 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

51 子育てセミナー 令和2年12月17日㈭ 上尾市文化センター204 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

52
文部科学省委託事業　ボーイスカウトとあそぼう！自然体験あそ
び　「あつまれ！このはの森」”森の中、アスレチックで遊ぼ
う！”

令和3年2月21日㈰
子どもの城公園の森
今泉公民館

ボーイスカウト上尾第９団 生涯学習課 承認

53 第37回上尾市いけばな協会展 令和3年1月27日㈬～2月1日㈪
まるひろ百貨店
6階催事場

上尾市いけばな協会 生涯学習課 承認

54 リーフウインドアンサンブル　第4回定期演奏会 令和3年4月25日㈰
上尾市文化センター
中ホール

リーフウインドアンサンブル 生涯学習課 承認

55 PAN NOTE MAGIC コンサート 令和3年1月11日㈷ 上尾市文化センター小ホール PAN NOTE MAGIC 生涯学習課 承認

56 2021年度ピティナ・ピアノステップ　上尾夏季地区 令和3年6月26日㈯ 上尾市文化センター 一般社団法人　全日本ピアノ指導者協会 生涯学習課 承認

57 第3回上尾市まなびすと指導者バンク活動推進会議会員展 令和3年3月4日㈭～10日㈬ 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

58 子育てセミナー 令和3年2月18日㈭ 上尾市文化センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

59
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･音大
生の部

令和3年4月1日㈭ 上尾市文化センター Saitama Percussion Society 生涯学習課 承認
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令和２年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和３年上尾市教育委員会５月定例会　報告事項１
別冊

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

60 子育てセミナー 令和3年4月15日㈭ 上尾市文化センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

61 初めての短歌教室 令和3年5月22日㈯ 上尾市文化センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

62 初めての書道教室 令和3年6月6日㈰ 上尾市文化センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

63 Go To ボーイスカウト体験会～～～射撃王を目指せ！～～～ 令和3年5月2日㈰ 上尾丸山公園 ボーイスカウト上尾第10団 生涯学習課 承認

64 第16回上尾洋画研究所美術展
令和3年6月10日㈭
～16日㈬

上尾市民ギャラリー 上尾洋画研究所 生涯学習課 承認

65 税に関する絵はがきコンクール 令和2年7月13日㈪～令和2年9月18日㈮ 学校や自宅 公益社団法人　上尾法人会 指導課 承認

66 第２回上尾市小・中学生プログラミング大会 令和2年11月21日㈯ 上尾市文化センター 上尾プログラミング大会実行委員会 指導課 承認

67 第20回聖学院大学小学校英語指導者養成講座 令和2年11月7日㈯ オンライン開催 聖学院大学 指導課 承認

68
第43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」

令和3年1月16日㈯～令和3年1月17日㈰ 上尾市文化センター 上尾特別支援学級等設置校連絡協議会 指導課 承認

69
埼玉キワニスクラブ設立20周年記念“ＭＹポエム（青春の詩）コ
ンクール”

令和3年4月21日㈬～令和3年8月31日㈫ 県内 埼玉キワニスクラブ 指導課 承認

70 私立中学校フェア埼玉２０２１ 令和3年5月9日㈰ 大宮ソニックシティ 一般社団法人　埼玉県私立中学高等学校協会 指導課 承認

71 全国小学生プログラミング大会「ゼロワングランドスラム」 令和3年5月7日㈮～令和3年7月17日㈯ レイクタウンＫＡＺＥ
一般社団法人　ジュニアプログラミング推進機
構

指導課 承認
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