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●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

彩の国コミュニティ協議会  会員　賛助会員募集 !!＆

お 知 ら せ
「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。
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市町村コミ協の魅力発見！
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シールをプレゼント！

おまちして
ます

• 青少年の体験活動と子育て支援「親子コミュニティ」

•吉見町コミュニティづくり推進協議会
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彩の国コミュニティ協議会マスコット サイコミ君



あし
たのまち・くらしづくり活動賞

～受賞者紹介～
　あしたのまち・くらしづくり活動賞は、住みよい地域社会を目
指し、地域が直面している課題に自ら取り組み、多大な成果をあ
げた地域団体・企業等に贈呈されるものです。本年度は県審査に
より、優秀賞を３団体が、奨励賞を２団体が受賞しました。

　　　　　　 「おやすみ処」ネットワークモデルづくり活動
� 特定非営利活動法人　まち研究工房（代表理事：金田�好明）

http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.php?gid=G0000006
　まち研究工房は、高齢者・障がい者・妊産婦等でも歩きやすい生活環境づくりとして、街角に小さな休憩・
ふれあいスポットを創出してネットワークする社会事業を平成１５年から始め
ました。活動拠点である戸田市内を中心に公共施設・店舗等の協力のもと、
沿道の敷地や道路上などにベンチを設置し、「おやすみ処」として地域住民に
利用され親しまれています。JR高架下、医療・福祉施設、個人店舗、マンショ
ン等の敷地に設置数を増やし、最近では近隣市にも波及してきました。
　また、周辺の良好な環境づくりにも取り組み、関係行政や地域住民等の御
協力をいただきながら緑化推進や清掃活動も行っています。当団体が直接整
備・管理運営している「おやすみ処」には、ハザードマップや防災用具、救命
救急手順を示したパネル、非常時兼用の雨水タンク等を併設し、機能向上の
面にも考慮しました。さらには、「おやすみ処」への避難誘導標識や緊急用所
在報知板の設置など、将来的には警察・消防と連携したシステムづくりも視
野に入れた活動を展開しています。
　今後の活動として、東北被災地の仮設住宅へ復興の応援メッセージを添え
た「おやすみ処」ベンチを寄贈する計画を立てています。一部の仮設住宅では
数脚のベンチが置かれていますが、まだ足りない状況と思われますので、心
温まるベンチが被災地の随所に配置されることで、お年寄りをはじめ入居さ
れている方の孤立防止やコミュニティづくりとともに、職員・ボランティア
等支援者の方々の休憩スペースとしてお役に立てば本望です。被災地のニー
ズを確かめながら、できるだけ多くのベンチが寄贈できるよう、助成制度
等も活用し一般の方や企業の方々からベンチの「里親」を募集する予定です。
「里親」の方々からの手書きの応援メッセージや協賛企業名をベンチに貼り付
け、被災地に届けたいと考えています。必要に応じて既に被災地支援を行っ
ている県内団体との連携や、被災地の関係方々との連絡調整を図り、ネット
ワークを広げながら進めていきたいと思います。
　この度の受賞を励みに、これからも当活動をより一層推進し、誰もが安心
して心豊かに過ごせる地域づくり・街づくり・暮らしづくりに尽力してまい
りますので、何卒よろしくお願いいたします。

街角の小さな休憩・
ふれあいスポット

●�特定非営利活動法人
　�まち研究工房（戸田市）
●�特定非営利活動法人
　�ひき２１東松山（東松山市）
●�桶川みどりの会（桶川市）

●�アポポ商店街振興組合（入間市）

●�蕨市錦町地区青少年健全育成
�　推進委員会（蕨市）

優秀賞 奨励賞

　優秀賞に輝いた３団体を全国から活動事例が集まる中央審査会に推薦をしたところ、特定非営利活動
法人　まち研究工房が主催者賞を受賞しました。金田代表理事から活動を御紹介いただきます。

広げようコミュニティの輪 第３5号2

理容室の協力で設置した
戸田市内のベンチ

市外で初めて設置したベンチ
（川口市内洋菓子店）

子ども達が古いベンチを
楽しくリニューアル



「東部地域振興ふれあい拠点施設」が春日部駅前に完成（西口より徒歩５分）
　パスポートセンターや春日部市市民活動センターが併設されているほか、多目的ホールの貸出等も行っています。
皆様の地域活動に、ぜひ御活用ください。　　http://kasukabehall.jp/toushisetsu.html

力力力地域の
つなげよう

ち らか

魅力 ！市町村コミ協の 発見

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。

　県内には６６の市町村コミュニティ協議会
（＝コミ協）が地域性、特性を活かして活動し
ています。あなたがお住まいの地域
のコミ協はどんなところでしょう？？

コミュニティ協議会と公民館の協働
青少年の体験活動と子育て支援
「親子コミュニティ」

吉見町コミュニティづくり推進協議会

春日部市コミュニティ推進協議会
粕壁南公民館

　「公民館フェスティバル　親子コミュニティ」は、地域住民やボランティア
団体の協力を得て、お茶会・折り紙・木工・手工芸・お菓子作りなど様々な
体験教室を開催し、親子のコミュニケーションを図る機会としています。
【協働のきっかけ】
　昭和５6年、粕壁南公民館との複合施設として地域活動の核となる春日部
コミュニティセンターがオープン。市コミュニティ推進協議会事務局もセン
ター内に移転されました。これを機に、子ども、保護者、地域住民の共同
作業で世代間の交流を深める事業を協議会で企画したところ、公民館の賛
同を得て協働に至ったものです。その後、協議会はセンターから再び移転し
ましたが、「親子コミュニティ」は主要事業として現在も続いています。
【メリット】
　協議会にとっては、普段から公民館を利用する様々な団体に体験教室を
運営していただいたことにより、事業の充実を図ることができました。公民
館にとっては、協議会の構成団体や参加者の親子連れなどに対し施設の PR
を行うことができ、利用促進につながりました。また、多様な団体同士が
交流し合えたことは、双方の活動にとっても刺激になったと考えます。
　協議会事務局は、昨年１１月に様々な市民活動の拠点となる市民活動セ
ンター「ぽぽら春日部」に移りました。ここを新たな拠点として、協議会はこれからも行政や様々な市
民活動団体との連携を深め、事業を展開していきます。

春日部市コミュニティ推進協議会（事務局：春日部市市民活動センター内）【TEL】048-731-3550

　吉見町コミュニティづくり推進協議会では、地域の連帯感を高め、ふる
さとを大切にする心を育むために様々な活動に取り組んでいます。
　今年の事業としては、「吉見八景」のポストカードを刷新して販売を始めま
した。町を代表する自然や風景を、後世に末永く伝えるために選定された「吉
見八景」の新たな PRの手段として活用しています。
　子ども達に郷土の名所や歴史を知ってもらうため開催している「吉見郷土
かるた大会」では、新たに中学生部門を設けました。選手としてだけでなく
運営スタッフとしても参加をお願いし、ボランティア活動を通してコミュ
ニティ活動の一翼を担っていただきました。
　また、町が吉見百穴入口に花壇の設置を計画していることから、協議会
としても地域住民との協働による花壇の管理を行い、「花いっぱい運動」を
推進していく予定です。市野川周辺の環境保全を一体的に進め、町の「玄関口」
としての整備も行ってまいります。
　今後も、様々な事業を通じて、ふれあいのある地域づくりを推進していきたいと考えています。
� 事務局：吉見町政策財政課【TEL】0493-54-5027
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大人と一緒にお茶会体験

折り紙に夢中



「ゆるキャラ®グランプリ2011」結果報告
　サイコミ君は378票を獲得し263位でした。応援してくださった皆様ありがとうございました！

　去る１１月１４日（月）、埼玉会館にて「平成２３年度�県民の日記念式典」が開催されました。
　式典では、彩の国コミュニティ協議会主催のシラコバト賞、あしたのまち・くらしづくり活動賞の表
彰が行われ、受賞者の代表に当協議会会長�上田�清司�埼玉県知事から賞状、副賞の楯が授与されました。
　知事表彰や小中学生の絵画・作文コンクールの表彰のほか、今年度は彩の国特別功労賞にちなみ
「旅立ちの日に」の合唱が披露されるなど、大勢の方に御参列いただき華やかな式典となりました。

　シラコバト賞は、日ごろ身近なところで住みよい地域社会を実現するため、積極的な実践活動
を地道に続けている個人や団体の功績を称える表彰です。健康推進活動や郷土芸能の伝承など、
様々な活動をされている個人１５３名、団体6９の計２２２件が受賞しました。受賞者を代表して4名の
方に登壇していただきましたので、御紹介します。

　　　　　　　県民の日にあわせて公開となった埼玉県庁の庁舎内で
は、様々なイベントが行われました。ゆる玉応援団も大集合！彩の国コ
ミュニティ協議会マスコットのサイコミ君も、大勢の子ども達やゆるキャ
ラファンの皆さんと交流することができました。

感想：視覚障がい者の
方や、子どもから大人
の方まで広く朗読活動
を行っています。「続け
てきて良かった」と会
員一同の励みとなりま
した。

感想：健康であること
の大切さを食事を通し
て伝えていくことは、
今後さらに必要とされ
てくると思います。一
生の活動として続けて
いきたいです。

感想：日常の町会活動
で受賞することができ
るなど思いもよらず、
喜んでいます。今後も
仲間達と手を取りあっ
て努力を続けていきた
いです。

概要：西金野井獅子舞
保存会に入会以来、伝
統芸能を引き継ぎ、公
演に多数出演。練習に
は欠かさず参加し、後
継者への指導にも努め
ている。

埼玉県民の日平成２３年度

第４３回「シラコバト賞」受賞者紹介

県庁オープンにサイコミ君
が登場！

心のふれあいを深める活動

健やかな心身を育てる活動

住みよいふるさとをつくる活動

郷土を知り、郷土を想う活動

図書館の視覚障がい者向けサービス等に貢献
図
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食生活改善を通した地域の健康づくりに貢献
森
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川
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地域の清掃美化活動や環境保全活動に貢献
丁
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伝統芸能の継承・後継者の育成に貢献
染
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谷
や
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き
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氏
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