
埼玉県の
誕生日!

県内３０７カ所全てのスタンプ設置施設が掲載されているほか、フリー乗車券の発売情報、県民の日のお得なイベント情報がコンパクトに
まとまったリーフレットを、スタンプ設置施設または県内鉄道各線の主要駅で１０月下旬から配布しています。 
　ステキな賞品が当たる抽選の応募用紙も兼ねているので、これさえあれば、県民の日をまるごと楽しめます！

　 動物園や博物館、日帰り入浴施設や農産物直売所など今年のス
タンプラリーは過去最多の３０７か所で実施します。各施設で

は、入場料が無料・割引になったり、ふだん見られないところが特別公開されたり、
記念イベントが実施されたりとお得で楽しいことがいっぱい！！

　プレゼントも大増量！抽選で２５３名様に埼玉ゆかりのステキな賞品が当たります！

　当協議会では、県内各鉄道会社に御協力いただき、「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。
　他にも、シラコバト賞の表彰等が行われる記念式典、県庁見学などの県民の日記念イベント、彩の国め
ぐりスタンプラリーなどさまざまなイベントが行われます。
　みなさんも埼玉県の魅力を再発見してみてはいかがでしょう！

彩の国コミュニティ協議会（埼玉県県民生活部 NPO活動推進課内）〒330-9301  さいたま市浦和区高砂 3-15-1　
電話：048-830-2819 ＦＡＸ：048-830-4751　ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BB00/community/com.htm編集・発行

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　℡０４８－８３０－３１９２
詳細は、彩の国だよりや県ホームページにも掲載されています。　　ホームページ　http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BA00/kenminnohi/index.htm　

「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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●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

会 員

●個人
●会費：1口 2,000円

賛助
会員

主な内容

・蓮田市コミュニティづくり推進協議会
・新座市コミュニティ協議会

NPOについてご存知ですか？②

市町村コミ協の魅力発見

P2
～NPO法人になるという選択～

11月14日（金）は県民の日!P4

地域の絆②
～市コミュニティ協議会と企業が協働
「こどもフェスタ」～

P3

お 知 ら せ

　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
協議会事務局までご連絡ください。

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ご覧になりたい方は、120円切手を同封
の上、彩の国コミュニティ協議会事務局（表紙下記参照まで）へお送りください。

※イベント情報について詳しく知りたい方は4ページをご覧ください。

賛助会員だけの入会特典

会 員 賛助
会員

＆＆＆
彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募集!!!!彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募集!!!!彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募集!!
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詳細や応募方法については、
お問い合わせください。

施設を

応募しよう！
2カ所以上回って

　ふだんはなかな
か入ることのでき

ない知事公館

や、県議会議事堂、県
警通信指令室を見学

できます。

　また、知事公館
では、県産米「彩

のかがやき」

や米粉で作ったパ
ンの試食・販売な

どを行う「埼

玉農産物ブランドま
つり」も開催され、

１日楽しめ

るイベントが盛りだ
くさん！

　受付で地図を手
に入れて１日県庁で

楽しもう！

県 庁 見 学

１１月１４日日時：

受付：埼玉県庁県民
案内室（本庁舎東側

１階）
金 （一部時間指定あ

り）９：３０～１６：００

11月14日は県民の日!11月14日は県民の日!11月14日は県民の日!11月14日は県民の日!金

埼玉県のマスコット
コバトン

家族でお出かけ!お出かけ!家族でお出かけ!お出かけ!家族でお出かけ!
を満喫しながらを満喫しながらを満喫しながら秋秋秋秋

11月11月

12月12月

埼玉県のマスコット
コバトン

11月13日㈭～16日㈰日

さくら草通り特設会場場

2008年埼玉中央まつり実行委員会名

2008年埼玉中央まつり
第25回埼玉の物産いち【さいたま市】

【加須市】

地域 の

イベント情報ベント情報イベント情報ベント情報イベント情報

11月14日㈮日 埼玉県庁・県内各所場
県民の日【埼玉県】

埼玉県名 ※詳細はP4をご覧ください。

11月30日㈰日

ぐるる宮代総合運動公園場

宮代町コミュニティ協議会名

クリーンウォーキング【宮代町】

証明書

12月７日㈰日

町内全域場

滑川町コミュニティづくり運動推進協議会名

町内一斉美化運動【滑川町】
証明書

12月13日㈯日

パストラルかぞ小ホール場

加須市コミュニティづくり推進協議会名

平成20年度コミュニティ
意見交流集会

※詳細はP３プチ情報をご覧ください。

証明書

※参加証明書の配布はマークがついたイベントに限ります。

広げようコミュニティの輪 第22号04



「こどもフェスタ」「こどもフェスタ」「こどもフェスタ」

　新座市コミュニティ協議会は、コミュニティづくりを推進することにより、心
の触れ合う住みよい地域社会の建設を目的に昭和５５年１月に設立され、現
在３５団体の会員から構成されています。
　主な事業として、緑化推進事業、花いっぱい活動の助成、コミュニティづく
り視察研修、防犯のまちづくり講習会及び美化活動などを行っています。その
中でも特に花をテーマにしたコミュニティづくりに重点を置いて取り組んでいま
すので、ご紹介させていただきます。
　今年度の緑化推進事業では、高校総体
の来訪者をきれいな花でもてなそうと、フェ
ンシング競技の会場となった市民総合体育
館前に、子どもたちや会員総勢５０名以上
が参加し、ニチニチソウ1,000株を植栽し
ました。
　また、今年度からは新たに、市内の公共施設等で自主的に植栽活動を行っ
ている市民団体等へ花苗代などの一部を助成する「花いっぱい活動助成事業」
を実施しています。
　今年度は、１３団体が助成対象団体に決定し、各団体が創意工夫をして公
園や公共施設の花壇を創作しています。
　「花」というキーワードは、子どもから高齢者まで幅広い方々に親しみやす

いテーマであり、コミュニティ活動の推進
には重要な役割を果たすことを改めて実
感しています。
　当協議会は、今後もより一層の地域の
活性化、コミュニティの推進を進めていき
たいと考えています。　

NPNPOについてご存知ですか？についてご存知ですか？NPNPOについてご存知ですか？についてご存知ですか？NPOについてご存知ですか？

魅力 ！市町村コミ協の 発見

　自治会や企業という組織の内部に、有志でボランティアグループ

を結成し、スポーツや地域貢献など、様々な活動を行う場合がある

と思います。

　クラブ活動やサークル活動のようなものであれば、必要がある都

度、仲間が集まり、皆で話し合いながら、何を、どうするのかを決

めていくので十分かと思います。

　最近、自治会や企業の枠を超えて、活動が広がっている例が出

てきています。例えば、今まで自治会ごとに行っていたお祭りの運

営を、複数の自治会の有志が団結、協力して実施したり、企業の

社員だけで行っていた環境美化活動に地域住民が参加できるように

なるなどしています。

　様々な人々（組織外の人々）が参加するようになると、「仲間の

集まり」にも、組織運営のルールや会計の明瞭さが、より求められ

てきます。

地域のコミュニティ活動を支えている団体としてＮＰＯ法人があります。
ＮＰＯ法人の基礎知識を深めてもらうために、ＮＰＯについての連載を掲載しています。

　蓮田市コミュニティづくり推進協議会は、住民相互の連帯、潤いと
安らぎのあるコミュニティの育成を目的に平成３年に組織され、現在 
２１の団体が啓発、ふれあい、文化・スポーツ、環境の４つの部会に
分かれて活動しています。
　今年度は、活動をアピールすること、１年間を通して事業を展開す
ることを目標に、新たな事業に取り組んでいます。
　まず、８月に「家族の絆と命の尊さ」について考えてもらうことを

目的に、コミュニティ映画会を開催
し「マリと子犬の物語」を上映しま
した。　当日は、前日からの雨が残
るあいにくの空模様でしたが、家
族連れをはじめ多くの方の来場が
あり、 上映後には感動の涙を流す
方もいました。

　講演会の際は手話通訳を行っており、映画会でも手話通訳者をス
ポットライトで照らし通訳を実施し、「皆で映画を見られて大変嬉しかっ
た。ぜひ今後も続けて欲しい。」との感謝の声をいただきました。
　また、9 月には活動を市民の方に直接紹介しようと、市役所内の展
示コーナーで活動展を開催しました。
各部会ごとに作られた色とりどりの展
示を、多くの方が興味深くご覧になっ
ていました。この展示は、今後の活動
のなかで皆さんにご覧いただけるよう
に活用していきます。
　今後も事業の見直しを進め、魅力的な地域の形成に役立つ活動を
行っていきますので、皆さんのご参加をお待ちしております。

蓮田市コミュニティづくり推進協議会蓮田市コミュニティづくり推進協議会蓮田市コミュニティづくり推進協議会 新座市コミュニティ協議会

ＮＰＯ法人になるという選択肢2組織の枠を超えたボランティア活動1
　「もっと多くの人たちを招き入れて、自分たちの活動を活発化し

たい。」「今以上に組織的な運営を行って、社会的に認知されたグ

ループになりたい。」そんなとき、「仲間の集まり」を「ＮＰＯ法人」

にするという選択肢があります。

　ＮＰＯ法人には、登記の必要があるほか、仲間になりたい人を広

く受け入れることや、総会の開催、予算・決算や事業報告書を毎

年作成することなどが義務づけられています。

　「気の合う仲間だけでやりたい」「細かな手続を強制されるのはい

やだ」という場合はさておき、ＮＰＯ法人になることにより、母体となっ

た自治会や企業とは別の法人として、仲間を募り、事業を行うこと

ができますし、法人名で預金口座を開設することもできます。

　ＮＰＯ法人の様々な義務とメリットを比較すると、グループ内でも

意見が分かれることがあります。しかし、こうした議論の積み重ね

を通じて、グループの方向性が明確になっていくこともあるようで

す。法人化の検討がその一助になれば幸いです。　

加須市コミュニティづくり推進協議会では、環境保全に対する意識の高揚を図るため「加須市の自然
環境」を今年度のテーマとして、「コミュニティ意見交流集会」を開催します。プチ情報 !
① 日　　時　平成２０年１２月１３日（土）午後２時から
② 会　　場　パストラルかぞ小ホール　加須市上三俣２２５５　
③ 対　　象　市コミ協会員、近隣市町コミ協関係者、浮野の里・葦の会、加須市及び近隣住民、まちづくり市民会議ほか
　 　　　　　※事前申込みは不要ですので、当日会場にお越しください。
④ 内　　容　（１）基調講演　講師：堂本　泰章　氏（財団法人埼玉県生態系保護協会事務局長）　（２）パネルディスカッション　
　 　　　　　（３）浮野の写真展示
⑤ 問合せ先　加須市コミュニティづくり推進協議会事務局（加須市役所　市民活動支援課内）
　 　　　　　加須市下三俣２９０番地　（ＴＥＬ０４８０‐６２‐１１１１　内線３４７）

【コミュニティ映画会】
【緑化推進事業】

【大勢が参加した視察研修会】

【盛況な活動展】

事務局：蓮田市役所自治振興課内　℡０４８－765－1710

県内には６９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、働いている、
市町村のコミ協はどんなところでしょう？？

事務局：新座市役所自治振興課内　℡０４８－４77－1111

事務局：三郷市役所市民活動支援課内　℡０４８－953－1111

問合せ：埼玉県ＮＰＯ活動推進課（０４８－８３０－２８１８）まで

NPO法人に
なるという選択

②

　三郷市コミュニティ協議会は、昭和５５年に「三郷市コミュニティづく
り推進協議会」として市内の各種団体が集まり、「自治と連帯」の新し
い時代にふさわしいコミュニティづくりを総合的に展開することにより、
心の触れ合う活力のある住みよい地域社会を建設することを目的に発
足しました。（平成８年にコミュニティ協議会に改称）
　以来２８年が経過し、住民間のコミュニケーション不足が問われてい
る中、当協議会では、青少年の健全育成や、伝統文化、環境問題な
ど幅の広い事業に取り組んでいます。
　なかでも当協議会の最も大きな事業として「こどもフェスタ」という
イベントがあります。

コミュニティ活動は地域住民や地域団体、
企業等様々な団体のつながりで支えられています。
そんな地域のつながり＝「絆」を１年間の連載を通じ
皆様にお伝えしていきたいと思います。
連載２回目は、市町村コミュニティ協議会と企業による協働です。

○三郷市コミュニティ協議会
　「こどもフェスタ」の新たな試みとして、東京電力株式会社埼玉支店
（川口支社）と協働で「子ども電気教室」を開催しました。
　東京電力株式会社埼玉支店は彩の国コミュニティ協議会の企業会員
であり、平成１９年度彩の国コミュニティ協議会総会で学校への出前講
座「エネルギー講座」など、地域貢献活動等について事例発表を行っ
ており、その際に一緒に何かできないかということでお話をさせていた
だきました。
　それが「子ども電気教室」に繋がったのです。
　既存の事業に新たな試みが入ることにより、従来のやり方の見直し
を行ったり、苦心した点などもありましたが、度重なる打合せなど双方
の協力により開催に至ることができました。
　当日は、東京電力株式会社埼玉支店の方々に講師を務めていただき、

小学校３年生以上の子どもたち
を対象に実施しました。
　暮らしの中での電気の役割や
発電のしくみなど、電気について
分かりやすく紹介し学ぶ中で、省
エネルギーや環境問題について
も関心を深めてもらうことが目的
です。

　参加した子どもたちは、熱心に「でんきのお話し」に耳を傾け、卓
上型発電模型による体験や、「汽車テスター」の工作など、楽しみなが
ら電気について学習しました。
　教室は子どもたちの熱気に溢れ、好評を博しました。
　これからも、「こどもフェスタ」をはじめ、各種の当協議会事業につ
いては、関係団体、企業等多方面のみな様のご協力を得ながら、コミュ
ニティの輪を広げ、多彩で活発なコミュニティ活動を展開してまいりた
いと考えております。

○新たな試み

　「こどもフェスタ」は、子どもたちに様々な体験を通して豊かな資質
や個性を伸ばす機会を提供するとともに、子どもたちのコミュニティの
形成及び、親子のふれあいの一助となることを目的に、毎年、三郷市
立高州地区文化センターにおいて開催しています。
　平成１９年度は、毎年行われ楽しみにしている方も多い、カローリン
グやストラックアウト、輪投げ９＆Q などの「スポーツ・ゲーム広場」、
オリジナルのマグカップづくりの「陶芸絵付け体験コーナー」、牛乳パッ
クを再利用してかごをつくる「リサイクル教室」、三味線や和太鼓に直
接触れ体験できる「和楽器体験コーナー」などを実施しました。

○「こどもフェスタ」

「和楽器体験」

市コミュニティ協議会市コミュニティ協議会と
企業企業が恊働恊働

市コミュニティ協議会と
企業が協働

「子ども電気教室」

第2回

地域地域の地域の

絆絆
き ず な

広げようコミュニティの輪 第22号 03広げようコミュニティの輪 第22号02



「こどもフェスタ」「こどもフェスタ」「こどもフェスタ」

　新座市コミュニティ協議会は、コミュニティづくりを推進することにより、心
の触れ合う住みよい地域社会の建設を目的に昭和５５年１月に設立され、現
在３５団体の会員から構成されています。
　主な事業として、緑化推進事業、花いっぱい活動の助成、コミュニティづく
り視察研修、防犯のまちづくり講習会及び美化活動などを行っています。その
中でも特に花をテーマにしたコミュニティづくりに重点を置いて取り組んでいま
すので、ご紹介させていただきます。
　今年度の緑化推進事業では、高校総体
の来訪者をきれいな花でもてなそうと、フェ
ンシング競技の会場となった市民総合体育
館前に、子どもたちや会員総勢５０名以上
が参加し、ニチニチソウ1,000株を植栽し
ました。
　また、今年度からは新たに、市内の公共施設等で自主的に植栽活動を行っ
ている市民団体等へ花苗代などの一部を助成する「花いっぱい活動助成事業」
を実施しています。
　今年度は、１３団体が助成対象団体に決定し、各団体が創意工夫をして公
園や公共施設の花壇を創作しています。
　「花」というキーワードは、子どもから高齢者まで幅広い方々に親しみやす

いテーマであり、コミュニティ活動の推進
には重要な役割を果たすことを改めて実
感しています。
　当協議会は、今後もより一層の地域の
活性化、コミュニティの推進を進めていき
たいと考えています。　

NPNPOについてご存知ですか？についてご存知ですか？NPNPOについてご存知ですか？についてご存知ですか？NPOについてご存知ですか？

魅力 ！市町村コミ協の 発見

　自治会や企業という組織の内部に、有志でボランティアグループ

を結成し、スポーツや地域貢献など、様々な活動を行う場合がある

と思います。

　クラブ活動やサークル活動のようなものであれば、必要がある都

度、仲間が集まり、皆で話し合いながら、何を、どうするのかを決

めていくので十分かと思います。

　最近、自治会や企業の枠を超えて、活動が広がっている例が出

てきています。例えば、今まで自治会ごとに行っていたお祭りの運

営を、複数の自治会の有志が団結、協力して実施したり、企業の

社員だけで行っていた環境美化活動に地域住民が参加できるように

なるなどしています。

　様々な人々（組織外の人々）が参加するようになると、「仲間の

集まり」にも、組織運営のルールや会計の明瞭さが、より求められ

てきます。

地域のコミュニティ活動を支えている団体としてＮＰＯ法人があります。
ＮＰＯ法人の基礎知識を深めてもらうために、ＮＰＯについての連載を掲載しています。

　蓮田市コミュニティづくり推進協議会は、住民相互の連帯、潤いと
安らぎのあるコミュニティの育成を目的に平成３年に組織され、現在 
２１の団体が啓発、ふれあい、文化・スポーツ、環境の４つの部会に
分かれて活動しています。
　今年度は、活動をアピールすること、１年間を通して事業を展開す
ることを目標に、新たな事業に取り組んでいます。
　まず、８月に「家族の絆と命の尊さ」について考えてもらうことを

目的に、コミュニティ映画会を開催
し「マリと子犬の物語」を上映しま
した。　当日は、前日からの雨が残
るあいにくの空模様でしたが、家
族連れをはじめ多くの方の来場が
あり、 上映後には感動の涙を流す
方もいました。

　講演会の際は手話通訳を行っており、映画会でも手話通訳者をス
ポットライトで照らし通訳を実施し、「皆で映画を見られて大変嬉しかっ
た。ぜひ今後も続けて欲しい。」との感謝の声をいただきました。
　また、9 月には活動を市民の方に直接紹介しようと、市役所内の展
示コーナーで活動展を開催しました。
各部会ごとに作られた色とりどりの展
示を、多くの方が興味深くご覧になっ
ていました。この展示は、今後の活動
のなかで皆さんにご覧いただけるよう
に活用していきます。
　今後も事業の見直しを進め、魅力的な地域の形成に役立つ活動を
行っていきますので、皆さんのご参加をお待ちしております。

蓮田市コミュニティづくり推進協議会蓮田市コミュニティづくり推進協議会蓮田市コミュニティづくり推進協議会 新座市コミュニティ協議会

ＮＰＯ法人になるという選択肢2組織の枠を超えたボランティア活動1
　「もっと多くの人たちを招き入れて、自分たちの活動を活発化し

たい。」「今以上に組織的な運営を行って、社会的に認知されたグ

ループになりたい。」そんなとき、「仲間の集まり」を「ＮＰＯ法人」

にするという選択肢があります。

　ＮＰＯ法人には、登記の必要があるほか、仲間になりたい人を広

く受け入れることや、総会の開催、予算・決算や事業報告書を毎

年作成することなどが義務づけられています。

　「気の合う仲間だけでやりたい」「細かな手続を強制されるのはい

やだ」という場合はさておき、ＮＰＯ法人になることにより、母体となっ

た自治会や企業とは別の法人として、仲間を募り、事業を行うこと

ができますし、法人名で預金口座を開設することもできます。

　ＮＰＯ法人の様々な義務とメリットを比較すると、グループ内でも

意見が分かれることがあります。しかし、こうした議論の積み重ね

を通じて、グループの方向性が明確になっていくこともあるようで

す。法人化の検討がその一助になれば幸いです。　

加須市コミュニティづくり推進協議会では、環境保全に対する意識の高揚を図るため「加須市の自然
環境」を今年度のテーマとして、「コミュニティ意見交流集会」を開催します。プチ情報 !
① 日　　時　平成２０年１２月１３日（土）午後２時から
② 会　　場　パストラルかぞ小ホール　加須市上三俣２２５５　
③ 対　　象　市コミ協会員、近隣市町コミ協関係者、浮野の里・葦の会、加須市及び近隣住民、まちづくり市民会議ほか
　 　　　　　※事前申込みは不要ですので、当日会場にお越しください。
④ 内　　容　（１）基調講演　講師：堂本　泰章　氏（財団法人埼玉県生態系保護協会事務局長）　（２）パネルディスカッション　
　 　　　　　（３）浮野の写真展示
⑤ 問合せ先　加須市コミュニティづくり推進協議会事務局（加須市役所　市民活動支援課内）
　 　　　　　加須市下三俣２９０番地　（ＴＥＬ０４８０‐６２‐１１１１　内線３４７）

【コミュニティ映画会】
【緑化推進事業】

【大勢が参加した視察研修会】

【盛況な活動展】

事務局：蓮田市役所自治振興課内　℡０４８－765－1710

県内には６９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、働いている、
市町村のコミ協はどんなところでしょう？？

事務局：新座市役所自治振興課内　℡０４８－４77－1111

事務局：三郷市役所市民活動支援課内　℡０４８－953－1111

問合せ：埼玉県ＮＰＯ活動推進課（０４８－８３０－２８１８）まで

NPO法人に
なるという選択

②

　三郷市コミュニティ協議会は、昭和５５年に「三郷市コミュニティづく
り推進協議会」として市内の各種団体が集まり、「自治と連帯」の新し
い時代にふさわしいコミュニティづくりを総合的に展開することにより、
心の触れ合う活力のある住みよい地域社会を建設することを目的に発
足しました。（平成８年にコミュニティ協議会に改称）
　以来２８年が経過し、住民間のコミュニケーション不足が問われてい
る中、当協議会では、青少年の健全育成や、伝統文化、環境問題な
ど幅の広い事業に取り組んでいます。
　なかでも当協議会の最も大きな事業として「こどもフェスタ」という
イベントがあります。

コミュニティ活動は地域住民や地域団体、
企業等様々な団体のつながりで支えられています。
そんな地域のつながり＝「絆」を１年間の連載を通じ
皆様にお伝えしていきたいと思います。
連載２回目は、市町村コミュニティ協議会と企業による協働です。

○三郷市コミュニティ協議会
　「こどもフェスタ」の新たな試みとして、東京電力株式会社埼玉支店
（川口支社）と協働で「子ども電気教室」を開催しました。
　東京電力株式会社埼玉支店は彩の国コミュニティ協議会の企業会員
であり、平成１９年度彩の国コミュニティ協議会総会で学校への出前講
座「エネルギー講座」など、地域貢献活動等について事例発表を行っ
ており、その際に一緒に何かできないかということでお話をさせていた
だきました。
　それが「子ども電気教室」に繋がったのです。
　既存の事業に新たな試みが入ることにより、従来のやり方の見直し
を行ったり、苦心した点などもありましたが、度重なる打合せなど双方
の協力により開催に至ることができました。
　当日は、東京電力株式会社埼玉支店の方々に講師を務めていただき、

小学校３年生以上の子どもたち
を対象に実施しました。
　暮らしの中での電気の役割や
発電のしくみなど、電気について
分かりやすく紹介し学ぶ中で、省
エネルギーや環境問題について
も関心を深めてもらうことが目的
です。

　参加した子どもたちは、熱心に「でんきのお話し」に耳を傾け、卓
上型発電模型による体験や、「汽車テスター」の工作など、楽しみなが
ら電気について学習しました。
　教室は子どもたちの熱気に溢れ、好評を博しました。
　これからも、「こどもフェスタ」をはじめ、各種の当協議会事業につ
いては、関係団体、企業等多方面のみな様のご協力を得ながら、コミュ
ニティの輪を広げ、多彩で活発なコミュニティ活動を展開してまいりた
いと考えております。

○新たな試み

　「こどもフェスタ」は、子どもたちに様々な体験を通して豊かな資質
や個性を伸ばす機会を提供するとともに、子どもたちのコミュニティの
形成及び、親子のふれあいの一助となることを目的に、毎年、三郷市
立高州地区文化センターにおいて開催しています。
　平成１９年度は、毎年行われ楽しみにしている方も多い、カローリン
グやストラックアウト、輪投げ９＆Q などの「スポーツ・ゲーム広場」、
オリジナルのマグカップづくりの「陶芸絵付け体験コーナー」、牛乳パッ
クを再利用してかごをつくる「リサイクル教室」、三味線や和太鼓に直
接触れ体験できる「和楽器体験コーナー」などを実施しました。

○「こどもフェスタ」

「和楽器体験」

市コミュニティ協議会市コミュニティ協議会と
企業企業が恊働恊働

市コミュニティ協議会と
企業が協働

「子ども電気教室」

第2回

地域地域の地域の

絆絆
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広げようコミュニティの輪 第22号 03広げようコミュニティの輪 第22号02



埼玉県の
誕生日!

県内３０７カ所全てのスタンプ設置施設が掲載されているほか、フリー乗車券の発売情報、県民の日のお得なイベント情報がコンパクトに
まとまったリーフレットを、スタンプ設置施設または県内鉄道各線の主要駅で１０月下旬から配布しています。 
　ステキな賞品が当たる抽選の応募用紙も兼ねているので、これさえあれば、県民の日をまるごと楽しめます！

　 動物園や博物館、日帰り入浴施設や農産物直売所など今年のス
タンプラリーは過去最多の３０７か所で実施します。各施設で

は、入場料が無料・割引になったり、ふだん見られないところが特別公開されたり、
記念イベントが実施されたりとお得で楽しいことがいっぱい！！

　プレゼントも大増量！抽選で２５３名様に埼玉ゆかりのステキな賞品が当たります！

　当協議会では、県内各鉄道会社に御協力いただき、「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。
　他にも、シラコバト賞の表彰等が行われる記念式典、県庁見学などの県民の日記念イベント、彩の国め
ぐりスタンプラリーなどさまざまなイベントが行われます。
　みなさんも埼玉県の魅力を再発見してみてはいかがでしょう！

彩の国コミュニティ協議会（埼玉県県民生活部 NPO活動推進課内）〒330-9301  さいたま市浦和区高砂 3-15-1　
電話：048-830-2819 ＦＡＸ：048-830-4751　ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BB00/community/com.htm編集・発行

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　℡０４８－８３０－３１９２
詳細は、彩の国だよりや県ホームページにも掲載されています。　　ホームページ　http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BA00/kenminnohi/index.htm　

「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。

第22号 2008.11

●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

会 員

●個人
●会費：1口 2,000円

賛助
会員

主な内容

・蓮田市コミュニティづくり推進協議会
・新座市コミュニティ協議会

NPOについてご存知ですか？②

市町村コミ協の魅力発見

P2
～NPO法人になるという選択～

11月14日（金）は県民の日!P4

地域の絆②
～市コミュニティ協議会と企業が協働
「こどもフェスタ」～

P3

お 知 ら せ

　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
協議会事務局までご連絡ください。

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ご覧になりたい方は、120円切手を同封
の上、彩の国コミュニティ協議会事務局（表紙下記参照まで）へお送りください。

※イベント情報について詳しく知りたい方は4ページをご覧ください。

賛助会員だけの入会特典

会 員 賛助
会員

＆＆＆
彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募集!!!!彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募集!!!!彩の国コミュニティ協議会     　　　　　 募集!!

コバトンストラップ又はコバトンストラップ又は
コバトン缶バッチ（2個）をコバトン缶バッチ（2個）を
プレゼント！プレゼント！

コバトンストラップ又はコバトンストラップ又は
コバトン缶バッチ（2個）をコバトン缶バッチ（2個）を
プレゼント！プレゼント！

コバトンストラップ又は
コバトン缶バッチ（2個）を
プレゼント！

入会記念として

缶バ
ッチ
はかわ

いい

デザ
イン
がいっぱ

い !
缶バ
ッチ
はかわ

いい

デザ
イン
がいっぱ

い !

マークの説明 日 …開催日 場 …開催場所 名…市町村協議会名等

PRESENTPRESENTPRESENT
参加した方

に

コミュニテ
ィ参加証

明書

プレゼント
!

※数に限り
があります

。

コミュニティマップコミュニティマップのご案内ご案内コミュニティマップコミュニティマップのご案内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！

イベント盛りだくさん !イベント盛りだくさん !イベント盛りだくさん !イベント盛りだくさん !イベント盛りだくさん !

彩の国めぐり スタンプラリー彩の国めぐり スタンプラリー彩の国めぐり スタンプラリー彩の国めぐり スタンプラリー彩の国めぐり スタンプラリー

詳細や応募方法については、
お問い合わせください。

施設を

応募しよう！
2カ所以上回って

　ふだんはなかな
か入ることのでき

ない知事公館

や、県議会議事堂、県
警通信指令室を見学

できます。

　また、知事公館
では、県産米「彩

のかがやき」

や米粉で作ったパ
ンの試食・販売な

どを行う「埼

玉農産物ブランドま
つり」も開催され、

１日楽しめ

るイベントが盛りだ
くさん！

　受付で地図を手
に入れて１日県庁で

楽しもう！

県 庁 見 学

１１月１４日日時：

受付：埼玉県庁県民
案内室（本庁舎東側

１階）
金 （一部時間指定あ

り）９：３０～１６：００

11月14日は県民の日!11月14日は県民の日!11月14日は県民の日!11月14日は県民の日!金

埼玉県のマスコット
コバトン

家族でお出かけ!お出かけ!家族でお出かけ!お出かけ!家族でお出かけ!
を満喫しながらを満喫しながらを満喫しながら秋秋秋秋

11月11月

12月12月

埼玉県のマスコット
コバトン

11月13日㈭～16日㈰日

さくら草通り特設会場場

2008年埼玉中央まつり実行委員会名

2008年埼玉中央まつり
第25回埼玉の物産いち【さいたま市】

【加須市】

地域 の

イベント情報ベント情報イベント情報ベント情報イベント情報

11月14日㈮日 埼玉県庁・県内各所場
県民の日【埼玉県】

埼玉県名 ※詳細はP4をご覧ください。

11月30日㈰日

ぐるる宮代総合運動公園場

宮代町コミュニティ協議会名

クリーンウォーキング【宮代町】

証明書

12月７日㈰日

町内全域場

滑川町コミュニティづくり運動推進協議会名

町内一斉美化運動【滑川町】
証明書

12月13日㈯日

パストラルかぞ小ホール場

加須市コミュニティづくり推進協議会名

平成20年度コミュニティ
意見交流集会

※詳細はP３プチ情報をご覧ください。

証明書

※参加証明書の配布はマークがついたイベントに限ります。

広げようコミュニティの輪 第22号04


