
令和３年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和４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 謎解きウォーキング「アルクエスト」
令和3年4月24日(土)、25日(日)、29日(木)、5月2日(日)、3日
(月)、4日(火)、5日(水)、8日(土)、9日(日) 大宮公園、与野公園、大宮第二公園 ＮＰＯ法人　Neogalaxy 教育総務課 承認

2 「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3年4月～令和4年3月 彩の子ネットワークステーション　他
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

3 ミニ消費生活展 令和3年5月27日(木)～6月2日(水) 上尾市役所ギャラリー 上尾市消費者団体連絡会 教育総務課 承認

4 上尾市環境推進大会２０２１ 令和3年7月17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 あらぐさ映画上映会 令和3年10月23日(土) 上尾市文化センター　大ホール 社会福祉法人　あらぐさ福祉会後援会 教育総務課 承認

6 くらしフェスタ　第３９回上尾消費生活展 令和3年11月27日(土) アリオ上尾 第３９回 上尾消費生活展実行委員会 教育総務課 承認

7
埼玉150周年記念プロジェクト　～未来に羽ばたけ 埼玉Kids～
「キッズわくわくワーク」

令和3年10月10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

8 HSP映画上映会＆講演会＠埼玉 令和3年11月27日(土) 上尾市文化センター HSP未来ラボ埼玉支部 教育総務課 承認

9 こども夢の商店街 令和3年11月6日(土)、7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

10 学習会「母がこどもに伝えたい性のこと」 令和4年3月27日(日) 上尾コミュニティセンター 上尾グラン育自ネットワーク 教育総務課 承認

11
２月第１例会　今こそアップデート。～時代の子供たちに必要な
力～

令和4年2月12日(土) 市民会館おおみや 公益社団法人　埼玉中央青年会議所 教育総務課 承認

12
知っているって大事だよね　ママ・パパ・先生応援講座2　ー発
見しにくい子どもの読み書きのつまずきについてー

令和4年2月26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研究
所

教育総務課 承認

13 こども夢の商店街 令和4年3月19日(土)、20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

14 三ツ又親子自然塾「遊んで学ぼう」 令和4年5月8日(日)、9月25日(日)、10月24日(月)、令和5年1月7日(土)
三ツ又沼ビオトープとその周辺、トラス
ト地

ＮＰＯ法人　荒川の自然を守る会 教育総務課 承認

15 「こころの健康まつり２０２２」 令和4年6月12日(日) 上尾市文化センター　大ホール あげお福祉会　後援会 教育総務課 承認

16 ミニ消費生活展 令和4年4月22日(金)～27日(水) 上尾市役所ギャラリー 上尾市消費者団体連絡会 教育総務課 承認

17 宇宙体験フェアinアリオ上尾 令和4年5月2日(月）～8日(日) アリオ上尾 宇宙体験フェア実行委員会 教育総務課 承認

18 arioマラソン＆リレーマラソン　上尾大会 令和3年6月26日（土） ario上尾店　駐車場
株式会社セブン＆アイ・クリエイトリン
ク

スポーツ振興課 承認

19
令和３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

令和3年5月3日～5月4日
Aクラス：平塚サッカー場
Bクラス：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

20 こども乗馬教室 令和3年6月5日（土）～令和3年7月19日（月） 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

21 令和３年度　第６８回関東高等学校剣道大会 令和3年6月4日（土）～令和3年6月6日（日） 埼玉県立武道館 埼玉県高等学校体育連盟 スポーツ振興課 承認

22 令和３年度　第６９回関東高等学校相撲大会 令和3年6月12日（土）～令和3年6月13日（日） 埼玉県立武道館 埼玉県高等学校体育連盟 スポーツ振興課 承認

23 第４５回上尾市家庭婦人バレーボール連盟春季大会 令和3年5月29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

24 夏休みボランティア体験事業「車椅子バスケットを体験しよう」 令和3年8月6日（金） 上尾市民体育館 社会福祉法人上尾市社会福祉協議会 スポーツ振興課 承認

25
令和３年度上尾市スポーツ少年団　第４８回上尾市長杯争奪春季
ソフトボール近隣交流大会

令和3年5月30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

26
令和3年度第43回上尾市スポーツ少年団くりくり旗争奪夏季野球
大会

令和3年5月15日（土）～令和3年5月30日（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

27 令和3年度上尾市スポーツ少年団Jrカップ野球大会 令和3年5月15日（土）～令和3年5月30日（日）
平方スポーツ広場、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 つなげ！夢への挑戦！DERAM DANCE LIVE STADIUM2021 令和3年7月24日（土） アリオ上尾　屋外イベント広場 アリオ上尾 スポーツ振興課 承認

29
令和３年度　第２０回　上尾市スポーツ少年団日本ハム杯夏季野
球大会

令和3年7月3日（土）～7月11日（日）
上尾市民球場、平方スポーツ広場野球
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

30 2021上尾市陸上競技選手権夏季大会 令和3年8月7日（土）～令和3年8月8日（日） 上尾市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
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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 上尾市スポレク健康広場 令和3年8月～令和4年1月（6か月/月1回） 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

32
令和３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3年7月11日（日） 上尾市民体育館、芝川小学校 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

33 第38回土屋旗女子Ａ（一般女子）埼玉県大会 令和3年8月1日（日）～令和3年8月8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

34 第４５回上尾市家庭婦人バレーボール連盟秋季大会 令和3年8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

35 多種目スポーツ体験会 令和3年9月16.23.20日、10月7.14.21.28日 浅間台公園
一般社団法人ソーシャルイノベーション
スポーツ協会

スポーツ振興課 承認

36 多種目スポーツ体験会 令和3年9月16日、30日 浅間台公園
一般社団法人ソーシャルイノベーション
スポーツ協会

スポーツ振興課 承認

37
令和３年度　第１２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3年9月4日（土）～9月23日（木） 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

38
令和３年度第４６回上尾市スポーツ少年団市長旗争奪秋季野球大
会

令和3年9月12日（日）～10月30日（土）
上尾市民球場、平方野球場、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

39 2021上尾市陸上競技協会秋季記録会 令和3年10月23日（土） 上尾市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

40 令和３年度 第３回ミニバレー大会 令和3年12月12日（日） 上尾市民体育館 スポーツ推進委員連絡協議会 スポーツ振興課 承認

41
令和３年度上尾市スポーツ少年団　第50回上尾ロータリークラブ
杯争奪秋季ソフトボール近隣交流大会

令和3年10月17日（日） 上尾市平方第２野球場 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

42 令和３年度上尾市民球場杯高等学校野球大会
令和3年10月31日（日）～令和3年11月14日
（日）　※予備日11/21

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

43 南部支部北地区スポーツ推進委員野外活動指導者研修会 令和3年11月7日（日） 渋沢栄一記念館・鹿島神社・青淵公園等
南部支部北地区スポーツ推進委員連絡協
議会

スポーツ振興課 承認

44
令和３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3年11月20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

45
令和３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3年11月23日（祝）～12月5日（土） 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

46 令和３年度　第３４回　上尾市長旗争奪交流サッカー大会 令和3年11月20日（土）、27日（土） 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

47
令和３年度上尾市スポーツ少年団第36回上尾中央ライオンズクラ
ブ旗争奪サッカー大会

令和4年1月15日（土）、16日（日）、2月5日
（土）、11日（祝）

桶川総合運動場、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

48 2021上尾市陸上競技選手権冬季大会 令和4年1月16日（日） 上尾市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

49 冬休み短期体操教室 令和3年12月25日（土）～27日（月） 原市公民館 NPO法人地域スポーツ振興協会 スポーツ振興課 承認

50 令和３年度上尾市スポーツ少年団　第３９回駅伝競走大会 令和4年1月10日（月祝） 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

51 初心者向け「健康ボウリング教室」 令和4年4月11日（月）～5月27日（金） ㈱ラウンドワン上尾店 公益財団法人　日本プロボウリング協会 スポーツ振興課 承認

52 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4年3月27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

53 令和４年度上尾市スポーツ少年団種目別交流大会総合開会式 令和4年4月3日（日） UDトラックス上尾スタジアム 上尾市スポーツ少年団 スポーツ振興課 承認

54 第40回上尾市美術家協会洋画部展 令和3年7月22日（木）～7月28日（水） 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

55 第43回上尾市美術家協会展 令和3年7月9日（金）～7月14日（水） 市民ギャラリー 上尾市美術家協会 生涯学習課 承認

56 第34回ラ・フォーレコンサート 令和3年9月5日（日） 桶川市民ホール ラ・フォーレ 生涯学習課 承認

57 第33回上尾市美術家協会写真部会展 令和３年8月27日（金）～9月１日（水） 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

58 第52回上尾市俳句大会 令和4年3月5日（土） 会場開催無し 上尾市俳句連盟 生涯学習課 承認

59 ワークショップ「7ヶ国語で話そう。」
令和3年6月12日（土）18日（金）19日
（土）24日（木）30日（水）

桶川市民ホール・上尾市プラザ22・
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

60 マリンバデュオコンサート 令和3年9月5日（日） イコス上尾ホール 小針彩菜マリンバフィスト 生涯学習課 承認
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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

61
PAN　NOTE　MAGIC Steelpan Concert 2021～カリブ海で生
まれた癒しの楽器～

令和３年１０月16日（土） イコス上尾ホール
PAN　NOTE　MAGIC（パン・ノート・
マジック）

生涯学習課 承認

62 被爆体験者が描いた原爆絵画展 令和3年8月12日（木）～8月14日（土） 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

63 第31回定期公演　秋のひととき　～音のカーニバル～ 令和3年10月9日（土） 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

64 子育てセミナー 令和3年6月23日（水） 文化センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

65 イコスミュージックスクール2021 令和3年8月3日（火）・6日（金） イコス上尾ホール 公益社団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

66 令和3年度「家庭の日」ポスターコンクール 令和３年8月31日（火） 文化センター 上尾市青少年育成連合会 生涯学習課 承認

67 上尾書連会員展 令和３年7月16日（金）～21日（水） 市民ギャラリー 上尾書道人連盟 生涯学習課 承認

68
今できる、今こそやる、今の上尾をあげてく力　Fit The
Time

令和4年2月19日（土） 文化センター 上尾商工会議所青年部 生涯学習課 承認

69
ボーイスカウト体験会～～～みんなで射撃王を目指せ！～
～～

令和3年7月18日（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

70 伝統文化　箏　親子教室
令和3年8月8日（日）～令和3年11月3日
（水）

文化センター 上尾市文化団体連合会 生涯学習課 承認

71 「渋沢栄一」激動の人生を語る 令和3年9月12日（日） 文化センター201 とーくカフェ上尾 生涯学習課 承認

72 第21回　埼輝展 令和3年9月23日（木）～9月29日（水） 市民ギャラリー 埼輝会美術協会 生涯学習課 承認

73 第37回　日本画展 令和3年12月2日（木）～12月8日（水） 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

74 子育てセミナー 令和3年8月8日（日） 文化センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

75 健康と生きがい講座 令和3年９月11日（土） 文化センター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

76 第33回　上尾マジッククラブ発表会
令和3年10月17日㈰
⇒令和4年3月27日(日)に変更

文化センター 上尾マジッククラブ 生涯学習課 承認

77 小学生のための６週間バイオリン・レッスン 令和3年10月24日㈯～12月24日㈮
レッスン：オンライン
体験会：文化センター

横瀬町バイオリン・プロジェクト実
行委員会

生涯学習課 不承認
市外団体であり、市内での活動
実績もないため。

78 コミセンクラシック～５人で奏でる珠玉の名曲～ 令和3年12月12日（日） コミュニティセンターホール 公益社団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

79 劇団埼芸第103回公演「さくら色オカンの嫁入り」 令和3年10月23日（土）～11月７日（日） 劇団埼芸アトリエ 劇団　埼芸 生涯学習課 承認

80 第21回　いきがい愛の会　作品展 令和3年10月7日（木）～13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

81
混声合唱団コーロ・コルディアーレ　創立35周年記念演奏
会

令和3年10月17日（日）
彩の国さいたま芸術劇場　音楽ホー
ル

混声合唱団コーロ・コルディアーレ 生涯学習課 承認

82 現代具象作家展2022
令和4年2月3日㈭
　～9日㈬　10-16時

上尾市民ギャラリー メノウ会 生涯学習課 承認

83 令和３年度第37回上尾市文化芸術祭
令和3年10月30日～11月1日、3日、令和4年
3月6日

上尾市文化センター
上尾市コミュニティセンター

上尾市文化団体連合会 生涯学習課 承認

84 スコーレ家庭教育講座 令和3年10月18日（月） 蓮田市総合文化会館ハストピア
公益社団法人　スコーレ家庭教育振
興協会

生涯学習課 承認

85 2021年度　上尾地区　ピティナピアノステップ 令和3年12月19日（日） 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

86 子育てセミナー 令和3年10月17日（日） 文化センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

87
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4年2月4日（金）、2月5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

88 上尾地域健康と生きがい講座 令和3年11月13日（土） 上尾市文化センター 健康と生きがい講座の会 生涯学習課 承認

89 第40回記念　埼玉県中央書道展覧会 令和4年1月14日（金）～1月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

90 第38回　上尾市いけばな協会展 令和4年1月26日（水）～31日（火） 丸広百貨店6階 上尾市いけばな協会 生涯学習課 承認
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令和３年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和４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

91 イコス上尾クラシックコンサート 令和4年3月6日（日）⇒中止 イコス上尾 公益財団法人上尾市地域振興公社 生涯学習課 承認

92 第30回合唱ゼミナール
令和4年２月6日（日）⇒5月29日（日）に
変更

上尾市文化センター 上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

93 初めての書道教室 令和4年1月23日（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

94 子育てセミナー 令和3年12月11日（土） 埼玉県県民活動総合センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

95 第24回クリスマスチャリティコンサート 令和3年12月12日（日） 上尾市文化センター 清友会 生涯学習課 承認

96 児童虐待のない社会を目指して
令和4年2月23日（水）→6月26日（日）へ
変更

上尾市コミュニティセンターホール P-1（ピーチ） 生涯学習課 承認

97 「ひだまりの小さな書作展」20周年記念展 令和4年2月10日（木）～２月23日（水）
第1会場：上尾市コミュニティセンター（2/10～
2/13）第2会場：上尾市民ギャラリー（2/18～2/23） 障がい児者芸術クラブ 生涯学習課 承認

98 第47回新春吟剣詩舞道大会 令和4年3月6日（日） 上尾市コミュニティセンターホール 上尾市吟剣詩舞道連盟 生涯学習課 承認

99
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3年12月19日（日） ボーイスカウト第1団野営上
ボーイスカウト埼玉県連盟　上尾第
1団

生涯学習課 承認

100 体験募集
令和3年12月19日（日）、令和4年3月20日
（日）

原市の森どんぐり山 ボーイスカウト上尾第13団 生涯学習課 承認

101 上尾地域健康と生きがい講座 令和4年1月15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

102
こどもの日ファミリーコンサート・モーツァルト魔法の音
楽・オペラ「魔笛」上尾Ver

令和4年5月5日（木・祝） 上尾市文化センター あげお文化パートナーズ 生涯学習課 承認

103 子育てセミナー 令和4年2月6日（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

104 第15回あげお元気祭り　MAI＆OTO
令和4年1月23日（日）⇒5月29日（日）に
変更届有

コミュニティセンターホール あげお元気祭り実行委員会 生涯学習課 承認

105 ワークショップと講座「7ヶ国語で話そう。」 令和4年2月11・20・26・3月6日 上尾市文化センター他
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

106 上尾市合唱連盟第17回合唱コンサート 令和4年3月6日（日） 上尾市文化センター 上尾市合唱連盟 生涯学習課 承認

107 ドンシャラリン♪きらきらファミリーコンサート 令和4年4月29日（金・祝）
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

108 第4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4年3月3日（木）～3月9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

109 細貝柊　PIANO　2022　QUINTET 令和4年5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

110 2022年度ピティナ・ピアノステップ上尾夏季地区 令和4年6月5日（日） 上尾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

生涯学習課 承認

111
美しい音楽とバレエで綴る幸せの物語　シャルル・ペロー
原作「シンデレラ」

令和4年7月3日（日） 上尾市文化センター あげお文化創造パートナーズ 生涯学習課 承認

112 子育てセミナー 令和4年4月2日（土） 県民活動総合センター 家庭倫理の会上尾市 生涯学習課 承認

113
スティールパンライブ（PAN　NOTE　MAGIC　パン・ノー
ト・マジック）

令和4年8月11日（木・祝）
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

114 上尾地域健康と生きがい講座 令和4年5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

115 第２１回МОＡ美術館　上尾児童作品展
令和３年１１月６日（土）～令和３年１１月７
日（日）

上尾市民ギャラリー МОＡ美術館上尾児童作品展実行委員会 指導課 承認

116 小学生のための６週間バイオリン・レッスン
令和３年５月２９日（土）～令和３年７月１６
日（金）

オンライン
横瀬町バイオリン・プロジェクト実行委
員会

指導課 不承認
市内を活動拠点とした団体であるとは認められないため、
「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認および上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第５条第
３項に基づき、不承認とする。

117 税に関する絵はがきコンクール
令和３年７月１２日（月）～令和３年９月17日
（金）

学校や自宅等で描写 公益社団法人　上尾法人会 指導課 承認 教育長賞

118 小学生仕事読本「小学生のためのお仕事ノート」 令和３年７～９月 上尾市立小学校 株式会社中公 指導課 不承認

本市での小学校３年生及び４年生におけるキャリア教育の
学習での教育課程において、本教材の活用予定はない。ま
た、特定の団体の宣伝又は売名となるため、「上尾市教育
委員会後援等名義の使用承認およ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６条第１項及び第４
項に基づき、不承認とする。
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令和３年度上尾市教育委員会後援名義の承認等の状況 令和４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

119 第２１回聖学院大学小学校英語指導者養成講座 令和３年１０月３０日（土） オンライン 聖学院大学 指導課 承認

120 第３回上尾市小・中学生プログラミング大会 令和３年１１月２１日（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

121 令和３年度第４５回埼玉県アンサンブルコンテスト
令和３年１１月７日（日）～令和３年１２月２
０日（月）

上尾市文化センターほか 埼玉県吹奏楽連盟 指導課 承認

122
第４４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４年１月１５日（土） 上尾市立西小学校 上尾市特別支援学級等設置校連絡協議会 指導課 承認

123 お家でできる楽しい学び体験　やってみよ＠あげお
令和４年１月２０日（水）～令和４年３月２１
日（日）

自宅 ＮＰО法人Meets Vision 指導課 不承認
市内を活動拠点とした団体であるとは認められないため、
「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認および上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第５条の
いずれかに該当するものではないため。

124 はたらくってなーに？おみせやさんごっこ
令和４年３月８日（火）～令和４年３月２９日
（火）

スタジオフォルテ
埼玉キッズマネースクール エンジョイ
校

指導課 不承認
市内を活動拠点とした団体であるとは認められないため、
「上尾市教育委員会後援等名義の使用承認および上尾市教
育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」第５条の
いずれかに該当するものではないため。

125 第２回МＹポエム（青春の詩）コンクール
令和４年４月８日（金）～令和４年８月３１日
（水）

清水園（表彰式）大宮高島屋（展示） 埼玉キワニスクラブ 指導課 承認

126 私立中学校フェア埼玉２０２２ 令和４年５月８日（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

127 講演＋意見交換会『食の安全から考える有機学校給食』 令和３年７月１０日（土） 上尾市文化センター小ホール 無農薬の給食をめざす会 学校保健課 承認
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