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主な内容CONTENTS

●対象：企業・団体
●会費：企業1口5,000円を2口以上　
　　　　団体1口5,000円を1口以上

●対象：個人
●会費：1口2,000円

　コミュニティ活動をさらに活発にするために、協議会の趣旨に賛同し協力していただけ
る新規会員、賛助会員を募集しています。入会、お問い合わせについては当協議会事務局
まで御連絡ください。

会 員 賛助
会員

埼玉県のマスコット コバトン

イベントが
いっぱい！
イベントが
いっぱい！
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●北本市コミュニティ協議会
●小鹿野町コミュニティ協議会

～コミュニティ協議会と大学との協働～

ＮＰＯ協働ひろば「つながリーナ」への登録のお願い
市町村コミ協の魅力発見！

～コミ協は「子ども大学」を応援中～

11月14日（日）は県民の日！
地域による子育て支援事業

3

つなげよう　地域の力4

お 知 ら せ
どしどし応

募してね！

「プチ情報」への情報掲
載を希望される会員の
方を募集しています。詳
細については事務局へ
お問い合わせください。

彩の国コミュニティ協議会 会員　賛助会員募集!!＆彩の国コミュニティ協議会 会員　賛助会員募集!!＆彩の国コミュニティ協議会 会員　賛助会員募集!!＆
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●子ども大学とは
　大学の教授が「なぜ飛行機は飛ぶのか？」など専門的なテーマを
やさしく教えることで子どもの知的好奇心を刺激、学校では教えきれ
ない学びの機会を提供します。これに加え「働いて、報酬を得て、
税金を納め、消費する」という社会生活を疑似体験できる実習を学

園祭として実施します。県内では「ＮＰＯ法人子ども大学かわごえ」が、
全国に先駆け平成20年度から取り組んでいます。現在、川越のほか
県内6ヵ所でも同様の取組が進められています。

●市町村コミュニティ協議会を通じた支援
　子ども大学の行う社会体験実習は、地域
の様々な人との触れ合いを通じて子ども達の
「生きる力」を育もうとするものです。働く喜
びを実感し社会の仕組みを知ることで、子ど
も達の地域をよりよくしていこうという思いも
強まるのではないでしょうか。
　市町村コミ協は自治会・町内会を中心に、
商店街や子ども会、社会福祉協議会など様々

な地域団体から構成され、長年にわたる地域
活動の実績を有しています。このコミ協が協
力することにより、社会体験実習がより効果
的に実施されるものと考えています。さらに
は地域における子育て力を高め、ひいては地
域コミュニティの活性化につながることが期
待されます。

子ども大学かわごえ（川越市，鶴ヶ島市）
子ども大学ぎょうだ（行田市）
子ども大学こしがや（越谷市）
子ども大学ところざわ（所沢市）
子ども大学にいざ（新座市）
子ども大学ふかや（深谷市）
子ども大学くまがや（熊谷市）

　他にも、シラコバト賞の表彰式等が行われる記念式典や、記念のイベントを県内各地で開催。
詳細は、県内鉄道各線の主要駅で10月下旬から配布しているパンフレットを御覧ください。彩
の国だよりや県ホームページにも情報掲載されています。
※県民の日事業についてのお問い合わせは　埼玉県県民生活部広聴広報課　魅力発信担当まで

「サイコミ君」
彩の国コミュニティ協議会マスコット

　毎年11月14日は、埼玉県の誕生を記
念し県の歴史や風土を見つめ直し、埼
玉県に対する愛情を深める「県民の日」
として定められています。当協議会で
は、県内各鉄道会社に御賛同をいただ
き、「県民の日」に限り各鉄道会社ご
とに乗り放題となる『記念フリー乗車
券』の発売に協力しています。

対象地域
ＮＰＯ法人子ども大学かわごえ
ものつくり大学，行田市，ＮＰＯ法人子育てネット行田
県立大学，立教大学，越谷市，ＮＰＯ法人子育てサポーター・チャオ 
早稲田大学，所沢市，所沢市こども会育成連絡協議会，所沢青年会議所
十文字学園女子大学，新座市，ＮＰＯ法人新座子育てネットワーク
埼玉工業大学，深谷市，ＮＰＯ法人市民シアター・エフ，深谷青年会議所
立正大学，熊谷市，熊谷青年会議所

関係団体

11月14日㈰は県民の日！11月14日㈰は県民の日！

～コミ協は「子ども大学」を応援中～～コミ協は「子ども大学」を応援中～地域による子育て支援事業地域による子育て支援事業

「埼玉県ＮＰＯ大賞２０１０」の県民投票を実施中　～あなたの１票でＮＰＯ大賞を選びましょう！～
　県内で優れた活動を実践しているＮＰＯ法人を表彰する「埼玉県ＮＰＯ大賞２０１０」で第１次選考として県民投票を実施中です。
12月11日㈯まで投票受付。皆様の１票をお待ちしています。
　詳しくは http://nposaitamanet.or.jp/award/msgenq/msgenq.cgi （県ＮＰＯ活動推進課　048‒830‒2839）

ＴＥＬ ＨＰ

（12月末以降）

子ども大学の
イベントを中心に
サイコミ君の
着ぐるみも
登場予定です。

県民の日は
フリー乗車券で
彩の国を
楽しもう！

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/saitama/kenminnohi.html048-830-3192
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認知症サポーター養成講座をご存知ですか？
　認知症の方の支え手になっていただくもので、さまざまな企業や団体が取り組み始めています。
　詳しくは http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kyaravan/kyaravan.html （県高齢介護課　048‒830‒3232）

「つながリーナ」の特徴「つながリーナ」の特徴

への登録のお願い「つながリーナ」「つながリーナ」
　ＮＰＯ協働ひろば（愛称：つながリーナ）は、地域で社会貢献活動を実践する団体が相互に情報交換をして「つながる」きっか
けとなるように開設した県のホームページです。

　ＮＰＯや企業、教育機関、地
域団体などが行っている活動内
容を知ることができます。
　ご自身の団体の活動を発信す
ることもできます。
　様々な団体がそれぞれの長所
を活かした協働を進めるために
は、相互の情報発信が必要です。
　簡単な登録手続きで、団体の
情報を掲載したミニホームペー
ジを「つながリーナ」の中に開
設することができます。
　この機会にご登録いただき、
ご活用ください。
　※すでに彩の国コミュニティ
協議会をはじめ、いくつかの構
成団体が登録しています。

　北本市コミュニティ協議会は、明るく心豊かな人づくりと安
心で安全な住みよいまちづくりを目指して、全市的なコミュニ
ティ意識の啓発と連帯感の醸成、心のふれあいの場づくりを
推進するために、昭和54年7月に設立されました。昨年、平
成21年度に30周年を迎えたことから、平成21年12月に記念式
典の開催や30周年記念誌の刊行をしたところです。主な活動
は、8地域コミュニティ委員会の特性を活かした活動支援、役
員・委員研修会、先進地視察研修会及び地域情報交換会を開
催する他、コミュニティ広報紙を発行しています。
　8地域委員会では、各会長のもと文化体育部会・生活環境
部会・保健福祉部会・青少年部会・広報部会が組織され、公
民館や学習センターを活動拠点に様々な活動を行っています。
昨年度も、コミュニティ文化祭や体育祭、キャンプや防犯研修
会など、青少年やお年寄りを対象とした各種事業を数多く開
催し、各地域の心のふれあいに努めています。
　また、北本市最大のイベント
でもある「北本まつり・宵ま
つり」に向け、地域の方々が
力を合わせ思い思いの特色あ
る「ねぶた」を作成。まつり
当日は8地域委員会の他、市
内各団体も含め約25～30基前
後のねぶたが勇壮に曳き回さ
れ、晩秋の北本の夕暮れを鮮やかに彩ります。昨年からは、
まつりに向けて笛や太鼓の練習を子ども達とともに行う地域委
員会もあらわれ、団体をあげて故郷の祭を盛り上げています。

　県内には70の市町村コミュニティ協議会（＝コミ協）があり
ます。地域性、特性を活かして活動しているコミ協をＰＲ!
あなたのお住まいの地域で活動している市町村のコミ協は
どんなところでしょう？？

事務局：北本市くらし安全課　℡048-591-1111

問い合わせ：埼玉県ＮＰＯ活動推進課　℡048-830-2839

事務局：小鹿野町総務課　℡0494-75-1225

魅力 ！市町村コミ協の 発見

　小鹿野町コミュニティ協議会では、地域コミュニティ活性化
のために様々な事業を展開して
います。主な事業として、清掃
活動や花の植栽などの美化活動
を進め、美しい環境の中で安全
なまちづくりを目指しています。
特に、花の植栽では、町内各地
で地域の方たちと共に季節の花
を植栽したプランター等を道路

沿いに設置するほか、交差点や道路敷地の花壇等に季節の花
を植栽しています。
　そのほか、「あいさつ・声かけ運動」として、通学する児童
等を対象に地域の方たちによる防犯運動を推進しています。
　さらに今年度は新規事業として、町が行う乳幼児健診の際
に当協議会で用意した教育用冊子を配布。健診に来た保護者
の方々に食育にまつわる冊子をお渡しし、保健師や管理栄養
士さんから直接アドバイスを受ける機会を設けるなど、これか
らの育児に役立つ情報を提供し、喜んでいただいています。
また、母子健康手帳申請者にマタニティーキーホルダーを配布
することで、妊娠していることをさりげなく周囲の方に理解し
ていただくなど、行政と連携した子育
て支援活動への取り組みを進めている
ところです。
　今後も、これらの事業を中心として、
心豊かな住みよい地域社会の建設を
目指していきたいと考えています。

北本市コミュニティ協議会 小鹿野町コミュニティ協議会

埼玉県生まれの
マタニティーキーホルダー

北本まつりの様子

ＮＰＯ協働ひろば

「つながリーナ」トップページ

植栽作業の様子

http://www.saitamaken-npo.net/database/kyoudou/index.php
（彩の国コミュニティ協議会のホームページからもリンクがはられています）

3広げようコミュニティの輪 第30号



広
げ
よ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
輪

2010.11
第
30 号

彩
の
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

〒
330-9301 さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
3-15-1 電

話
：
048-830-2819 Ｆ

Ａ
Ｘ
：
048-830-4751　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
http://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/site/sainokunikom
ikyotop/

（
埼
玉
県
県
民
生
活
部
N
P
O
活
動
推
進
課
内
）

編
集
・
発
行

　彩の国コミュニティ協議会発行のコミュニティマップを御希望の方は、120円切手を同封の上、
彩の国コミュニティ協議会事務局（右記参照）へお送りください。

　彩の国コミュニティ協議会は、様々な主体が共に助け合
いながら地域社会づくりが進められるよう、地域の「つな
ぎ役」として支援・協力を行っています。そんな地域のパ
ワフルな活動を皆様に毎号お伝えしていきます。

市町村コミュニティ協議会と
大学との協働

～ふじみ野市，春日部市，草加市～

　ふじみ野市コミュニティづくり推
進連絡会は、平成17年10月１日の
合併に伴い、上福岡コミュニティづ
くり懇話会と大井地域コミュ二
ティ協議会が一緒になって平成19
年5月に設立されました。
　昨年、地元にキャンパスがある
文京学院大学の先生と懇意にされ
ている理事の方が仲介役となり、
子育て支援事業「みんな集まれ　
チビッコ広場」が発案されました。

竹馬やコマ回しといった昔遊びをはじめ、バドミントンやフリスビー
など10種類以上の遊びコーナーを設け、子ども達に外で遊ぶ楽しさ
を体験してもらおうというイベントです。学生には実習の一環となり、
地域の子ども達にはお兄さん・お姉さんと遊べるめったにない機会
となると考えたことがきっかけでした。当日は、大学の協力を得て
用意された遊具を使って外遊びを堪能する子ども達と保護者、そし
て昔遊びに奮闘する大学生であふれ、晴天に恵まれたこともあり、
充実した一日となりました。当協議会では企画調整や広報を担当し、
当日の運営で参加した役員の皆さんは孫のような年ごろの子ども達
が楽しそうに遊ぶ姿に地域の活性化を実感していたようです。今年
も11月21日㈰午前10時から午後3時まで、福岡中央公園で「チビッ
コ広場」を開催しますので、お近くの方はぜひ御来場ください。皆
さんも、子ども達と一緒に外遊びを楽しみませんか？

　春日部市コミュニティ推進協議
会では、毎年4月の最終日曜日
に「春日部藤まつり」を開催して
います。今年も、約1.1キロメー
トルに渡り道の両側に藤棚が続く
ふじ通りを会場に、市内のコミュ
ニティ団体の発表の場として和太
鼓やよさこいソーランなど様々な
イベントと数多くの模擬店で、市
の内外から多くの来場者を集めま
した。

　まつりの運営では、平成13年の大学設立当初から共栄大学の学生
に御協力いただき、プログラムの配布や案内看板の設置、会場整理
などを行っています。学生は同大学の大学祭である樹麗祭の企画・
運営などを行っている樹麗祭実行委員会のメンバーで、まつり運営
のノウハウ習得と樹麗祭の周知を目的として参加、若い力で藤まつ
りを盛り上げてくださっています。当協議会では、会員であるボーイ
スカウト連絡協議会やガールスカウト連絡会、自治会連合会などの
協力員が、式典放送、パレード進行、会場案内、駐車場管理など
を行いました。協議会からの参加者にとって、会場設営など力作業
に率先して取り組む大学生は頼もしい存在となっています。
　今後も、明るく住みやすい地域社会づくりを目指して、共栄大学
の皆さんとの関係を持続させ、地域住民や地域団体、企業など様々
な団体と協力の輪を広げながら、コミュニティ活動の一層の推進を
図っていきたいと考えております。

　市内を南北に流れる綾瀬川は、
昭和30年代までは水遊び等の楽し
める「水と緑」の市民の憩いの場
でした。しかし、急激な開発・人
口増加・工場等による排水で汚染
され、「日本で一番汚れている川」
といわれるようになっています。
　そこで、平成元年から地域住民・
行政・各種団体・企業等が連携し
て流域全体の河川環境改善を行
う、「綾瀬川クリーン大作戦」が
スタートしました。平成14年には、

獨協大学でリユースマーケットやエコキャップ運動を行う文化会「Ｄ
ｅｃｏ」なども加わり、新たな地域の憩いの場となる川を目指して
活動を行っています。お互いの意見や立場の違いを感じることもあ
りましたが、どの団体も身近な川が汚れていくことに危機感を持っ
ている気持ちに変わりはありません。不法投棄された自転車・バイ
クなどの粗大ゴミを学生と地域住民が力を合わせて引き上げる場面
も見られ、高齢者や女性の多い他の参加者からは若い力の活躍に感
謝の声が寄せられています。最近では、この活動が実を結び、河川
環境改善に一定の成果が図られようなりました。また、クリーン大
作戦をきっかけにＤｅｃｏの学生と地域住民の間に信頼関係が生ま
れ、市民まつりにも清掃活動で参加をしていただきました。他の地
域行事においても学生の協力が得られるよう、今後も大学・各団体・
地域との連携・協働を深め、誰でもが親しめる河川環境空間「誇れ
るふるさと草加」づくりを行っていきたいと思います。

　県内には多くの大学の校舎があり、その中には積極的に地元地域
との交流を行っている学校があります。若い力で地域を活性化し、
学生にとっても貴重な経験になっているようです。今回は、その中
からコミュニティ協議会が関係する3つの事例を御紹介します。

力力力地域の
つなげよう

ち らか

コミュニティマップのご案内コミュニティマップのご案内
県内の

イベント情報が
盛りだくさん！

大学生のお兄さん お姉さんと遊ぼう
「みんな集まれ　チビッコ広場」
大学生のお兄さん お姉さんと遊ぼう
「みんな集まれ　チビッコ広場」
ふじみ野市コミュニティづくり推進連絡会（協働相手：文京学院大学人間学部児童発達学科）ふじみ野市コミュニティづくり推進連絡会（協働相手：文京学院大学人間学部児童発達学科）

大学生の若い力が地域で大活躍
「綾瀬川クリーン大作戦」
大学生の若い力が地域で大活躍
「綾瀬川クリーン大作戦」

草加市コミュニティ協議会（協働相手：獨協大学 文化会Ｄｅｃｏ）草加市コミュニティ協議会（協働相手：獨協大学 文化会Ｄｅｃｏ）

まつり運営を地域から学び 大学祭に活かす
「春日部藤まつり」
まつり運営を地域から学び 大学祭に活かす
「春日部藤まつり」

春日部市コミュニティ推進協議会（協働相手：共栄大学 樹麗祭実行委員会）春日部市コミュニティ推進協議会（協働相手：共栄大学 樹麗祭実行委員会）

　　　　　お問い合わせ：ふじみ野市コミュニティづくり推進連絡会連絡先
　　　　　　　　　　　　ふじみ野市くらし安全課　☎０４９－２６２－９０１６　

　　　　　お問い合わせ：春日部市コミュニティ推進協議会事務局
　　　　　　　　　　　　春日部市市民参加推進課内　☎０４８－７３６－１１２７

　　　　　お問い合わせ：草加市コミュニティ協議会事務局　草加市立高砂
コミュニティセンター内　☎０４８－９２２－６３２７　　
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