
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!!
　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　　　�種別：企業会員・団体会員
　　　　　　�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
�賛助会員　�個人を対象としています。 
　　　　　　�会費：1口2,000円 
★特典★　入会記念としてコバトンストラッププレゼント！（賛助会員のみ） 

平成19年度県民の日報告�
あしたのまち・くらしづくり活動賞　優秀賞受賞団体紹介�
　●熊谷の子ども達を朝食で元気にする会（熊谷市） 

会員紹介　●団体会員（県域団体）：日本赤十字社埼玉県支部                            
　　　　　　　●企業会員：本田技研工業株式会社埼玉製作所�

イベントカレンダー(２月～３月)

第19号  2008.１�

彩の国コミュニティ協議会（埼玉県総務部県民・消費生活課内）�
〒330-9301  さいたま市浦和区高砂3-15-1　電話  048-830-2819　FAX  048-830-4750�
ホームページ　http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BQ00/community/com.htm
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・会員紹介への掲載を希望される会員の方を募集しています。希望される会員の方は、事務局まで御連絡ください。�
・「イベントカレンダー」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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資金不足が課題でしたが、商工会女性会の協力、地元企業
からの協賛広告、市の町おこし事業の活用等により作成資金
を確保することができました。地域を巻き込んだ活動に拡大
したことは団体にとって大きな自信となりました。

レシピ集の内容も充実させ、地
元料理研究家による保存食、熊谷
の地産地消など新たなレシピを加
えたり、コラムをいれるなど読み
物としても楽しめるものに仕上げ
ました。レシピ集は１万８千部出
版し、目標であった小中学生のい
る全家庭に無償配布したところ、
好評を得て新聞等マスコミにも取
り上げられ、県内外問わず多数の
問い合わせをいただきました。
また、「あさごはんのうた」の

ＣＤを製作し市内小中学校の校内放送で流してもらったり、
「親子料理教室」や「お父さんの作る朝ご飯講習会」を開催し、
父親も巻き込み「食育」の大切さを認識していただいていま
す。
朝食を家族で食べるというごく普通の風景をとおして、家
族の絆がより一層強まり、多くの家庭で充実した朝食の時間
を過ごすことで、良い一日をスタートできるよう、これから
も活動を続けていきたいと思います。
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11月14日�に「平成19年度県民の日記念式典」が埼玉会館で開催されました。
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、副賞の盾が授与されました。
他にも知事表彰が行われるなどし、当日はたくさんの方に御列席いただき、華や
かな式典となりました。
また、県内の鉄道各駅では、「県民の日フリー乗車券」の発売も行われました。

平成19年度�

シラコバト賞�シラコバト賞�シラコバト賞�シラコバト賞� 県の日フリー乗車券�県の日フリー乗車券�県の日フリー乗車券�県の日フリー乗車券�

あしたのまち・くらしづくり活動賞�あしたのまち・くらしづくり活動賞�あしたのまち・くらしづくり活動賞�あしたのまち・くらしづくり活動賞�

日ごろ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、個人や団体の活動
と功績を称える表彰です。
清掃活動や郷土芸能の伝承などさまざまな活動の
個人135、団体64、計199件が受賞されました。

県内各鉄道会社にご協力いただ
き、「県民の日」に限り各鉄道会社
ごとに乗り放題になる「県民の日フ
リー乗車券」の発売が行われ、多く
の方にご利用いただきました。

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めざし、地域が直面している課題に自ら取り組み、多大な成果を上げら
れた住民集団・企業等に贈呈されるもので、本年度は、３団体が優秀賞を１団体が奨励賞を受賞されました。
《優秀賞》 ◎食育推進活動部門　熊谷の子ども達を朝食で元気にする会（熊谷市） ◎子育て支援活動部門　三郷市みんなで子育て
応援　MiKO∞ねっと（三郷市） ◎まち・くらしづくり活動部門　　清久コミュニティ連絡協議会（久喜市）
《奨励賞》 ◎まち・くらしづくり活動部門　こぶし団地自治会（所沢市）

あしたのまち・くらしづくり活動賞優秀賞受賞団体の中か
ら、「熊谷の子ども達を朝食で元気にする会」の活動を紹介し
ます。
なお、この団体は全国において「あしたのまち・くらしづ
くり活動賞・振興奨励賞」も受賞されました。

平成17年度にＰＴＡ活動と
して、朝食についてアンケー
ト調査を行なったところ、約
２割の児童が朝食を欠食して
いることが分かりました。
また、食べていても内容に
問題があったり、ひとりで朝

食を摂る児童が半数以上を占めており、こうした朝食の現状
を変える方法はないものかと思うようになりました。
そこで、親が簡単に朝食を用意でき、少しの時間でも子ど
もと一緒に座って食べられるよう、市内小中学校や地元商店
街の協力のもと111のレシピを一冊にまとめたレシピ集を作成
し、市内の小中学校に配布しました。
このレシピ集が評判となり、平成18年度には市内の小中学
生のいる全家庭に配布しようという声が上がりました。
しかし、ＰＴＡという枠の中では予算も活動も限界がある
ため、10名の有志で市民団体を設立することとしました。こ
れが「熊谷の子ども達を朝食で元気にする会」のはじまりで
す。

あしたのまち・くらしづくり活動賞　優秀賞受賞団体活動紹介�

熊谷の子ども達を朝食で元気にする会　～朝食応援大作戦！～�熊谷の子ども達を朝食で元気にする会　～朝食応援大作戦！～�



北本まつり「宵まつり」
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彩の国コミュニティ協議会では、県内を８つの区域に分け、それぞれが
地域担当局として地域コミュニティの振興のために活動しています。

中央地域担当局は、さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、桶川市、北本市、伊奈町を担当しています。
今回は、市内を８地域に分け熱心な活動を行っている「北本市コミュニティ協議会」を紹介します。
同協議会は23年前に発足しました。近年、地域の連帯意識が薄れていく中、市民が地域での役割意識を持てるよう地域活動へ参加
する機会を提供し、地域づくり、人づくりを基本とした、心豊かなふれあいのある地域社会の創造を目指して活動しています。
８地域それぞれに設置したコミュニティ委員会と17の各種団体で組織されており、各地域コミュニティ委員会では、地域活動の手
伝いをし、全市規模の北本まつり「宵まつり」、コミュニティ体育祭や地域にあった独創性のある文化、体育、生活環境等幅広い分野
で様々な活動を進めています。

地域担当局�地域担当局�
紹介�

日本赤十字社は、
全ての人が平和で健
やかに暮らすために
様々な活動を行って
おります。
そして、これら全

ての活動は、みなさ
ま一人ひとりの優し
さに支えられていま
す。
日本赤十字社埼玉

県支部では、暮らしの中での思いがけないけがや事故等から
大切な人の命を守るため、知識や技術の普及を行う各種講習
会の開催のほか、より地域に根ざした活動を県内で行ってい
ます。
また、平成19年新潟県中越沖地震では、発生直後、現地の
医療機関が被災してい
る中、直ちに救護班の
召集、派遣を行いまし
た。
日本赤十字社埼玉県

支部は、これからも県
民のみなさまととも
に、支援を必要として
いる人々のために、身
近にある赤十字として
活動を展開していきま
す。
◎日本赤十字社埼玉県支部
�048-829-2681

ホームページ http://www.saitama.jrc.or.jp/

団体会員� 日本赤十字社埼玉県支部�日本赤十字社埼玉県支部� 企業会員� 本田技研工業株式会社埼玉製作所�本田技研工業株式会社埼玉製作所�
Hondaは企業活動及び社会活動をとおし「喜びの創造」「喜びの拡大」

「喜びを次世代へ」の３つのテーマを総合力で実現することにより、世界
中の人々と喜びを分かちあい、存在を期待される企業をめざしています。
地球環境を守る活動として、環境にやさしい車作りはもとより

「植林・森林保全・クリーン作戦」を実施しています。また、災害
支援として、製品の寄与・義援金・従業員ボランティアに対するサ
ポートなども行っています。

埼玉製作所でも、地域社会との交流をより一層深めるため、地域
の方々を工場へ招いて「工場見学」「施設開放のイベント」「安全運
転教室」などを行うとともに、スポーツを通じて感動を提供してい
る「公式野球部」「公式陸上競技部」「サッカー部」などを応援・支
援をしています。
夢のある明日の社会作りをめざして、国内の各事業所に社会活動

推進センターを設置し、従業員・ＯＢボランティアによる出前講座
を小学校や公共施設などで開催することにより、時代を担う子ども
たちの育成支援活動を行っています。
他にも、夢・挑戦・創造そして交流を育む『子どもアイデアコン

テスト』なども行っています。
「これまでも、これからも」美しい地球を次の世代に手渡すた

めに、Hondaはチャレンジを続けます。
◎本田技研工業株式会社埼玉製作所
ホームページ　http://www.honda.co.jp/philanthropy/
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中央地域担当局

コミュニティ体育祭

【あなたと、あなたの大切な人のために
～赤十字講習会課～】

【活動する赤十字救護班
～新潟県中越沖地震～】

毎年11月第１土曜日に開催され
る「宵まつり」では、８コミュニ
ティ委員会や、市内外団体のねぶ
た約20基が美しさを競い合います。
委員会から登場するねぶたは、住
民が絵を描いています。

「年々美しく華やかになっています。」

８小学校を会場に全市一斉に体育祭
を行います。
借り物競走や仮装競走（写真）が行

われるなど家族連れで楽しまれ、今年
は２万人が参加しました。
各会場20チーム以上が参加する自治

会対抗リレーは応援にも熱が入ります。「家族みんなで、楽しい思い出ができました。」

①自然の素材で「自然の不思議・
大切さ」を伝える『環境わごん』

②ダンボール紙でＦ-１カーやASIMO
を作成「ものをつくる楽しさ」を広げ
る、クラフト教室『ドリームハンズ』



新しい年に新たな活動に参加してみませんか。すでに参加されている方も気持ちを新たに地域参加を！

※時間や申込み方法、参加費等行事詳細については、イベントの連絡先に御確認ください。
また、日時、内容等が変更されることもありますので御確認のうえ、御参加ください。

①実施場所　②イベント内容　③連絡先　④その他
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2日(土)
日高市手づくり凧揚げ大会（日高市）
①巾着田グラウンド（日高市高麗本郷地内）
②手作りの凧を揚げます。初級（幼児、小
学生）・中級・上級の部門ごとに、できば
え、あがり具合を競い合います。アトラク
ションとしての大凧もあり、子どもから大人まで楽しめ
る大会です。 ③日高市コミュニティ協議会（日高市総
務課市民参加推進室内） ℡042-989-2111

23日(土)
まちづくりシンポジウム（越谷市）
①越谷市北部市民会館劇場　②市内各地区コミュニティ
推進協議会によるまちづくりの事例発表を行います。
③越谷市コミュニティ推進協議会事務局（越谷市地域活
動推進課内） ℡048-963-9153

24日(日)
クリーン騎西町ぐるみゴミなし運動（騎西町）
①町内全域　②町内全域の一斉清掃を行います。 ③騎
西町コミュニティ協議会（騎西町総合政策課内）
℡0480-73-1111

県コミ協
事務局通信

新年明けましておめでとうございます
今号では、会報と併せてコミュニティマップをお届けします。日ごろ会員の皆様が各地域において地道に活動している内容をまとめたもので
すが、できあがってみると、県内各地で多種多様でユニークな活動が展開されていることを実感できました。
興味のあるイベントに参加したり、あるいは企画側の立場から、類似のイベントとの共同実施により、これまでと同規模の予算でこれまで以
上の効果を上げるなど、立場によって様々なマップの使い道があると思います。
このマップが今後のコミュニティ活動の活性化の一助となっていただければ幸いです。

イベントカレンダー�イベントカレンダー�
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1日(金)
秩父地域コミュニティ協議会講演会（秩父市）
①秩父地方庁舎３階大会議室　②皆野町に
は多くの家に柿があり、その風景を守るた
め、ボランティアによる柿の木の手入れや、
柿を使った特産品づくりを行っています。
その中の１つである柿酢をつかった街おこ
しに取り組み、地域のコミュニティづくり
を積極的に行っている、皆野町商工会の関口恵美子氏に
よる講演「柿酢をつかった街おこし」を行います。 ③
秩父地域創造センター　℡0494-24-1110
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2日(日)
クリーン古利根大作戦（宮代町）
①宮代町に隣接する大落古利根川河川敷及び備前堀川の
一部　②河川敷に捨てられたゴミの清掃活動を行いま
す。 ③宮代町コミュニティ協議会（コミュニティセン
ター進修館内） ℡0480-33-3846

8日(土)・9日(日)
コミュニティまつり（本庄市）
①本庄市コミュニティセンター内　②団体活動の展示、
発表を行います。 ③本庄市コミュニティ協議会（本庄
市コミュニティセンター内） ℡0495-21-7688

9日(日)
古利根川清掃（春日部市）

①春日部市内の古利根川両岸　②古利根
川に捨てられたゴミの清掃活動を行いま
す。 ③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）
℡048-736-1111 ④雨天の場合16日(日)

16日(日)
越生町クリーンハイク（越生町）
①越生駅東側広場から越生梅林まで　②越生駅から越生
梅林までゴミを拾いながら歩きます。（参加者は越生梅
林の入場料免除） ③越生町コミュニティ協議会事務局
（越生町企画財政課内）℡049-292-3121 ④雨天中止

23日(日)
武蔵野十里ウォーク（さいたま市）
①北浦和～東松山　②北浦和から東松山ま
で歩きます。 ③ＮＰＯ法人埼玉県ウォー
キング協会　℡048-831-4702

30日(日)
さくらフェスティバルフリーマーケット（志木市）
①志木市役所駐車場　②フリーマーケットを開催しま
す。 ③当協議会事務局（埼玉県県民・消費生活課内）
℡048-830-2819

県民活動総合センター
◎市民講師プラザ　市民講師の模擬講演！
地域の生涯学習講座などでボランティア講師として活躍する「市民講師」

の方々の模擬講演を行います。一講演25分程度で１日８～９テーマの講演を
行います。この機会にぜひ市民講師の実演の姿をご覧ください。
◆日時：平成20年２月27日�９時45分～15時　28日�９時45分～15時半
◆対象：自治会やサークル等の講師をお捜しの団体・市民講師として地域活
動を希望される方 ◆料金：無料　◆その他：事前申込み不要、入退場自由
◎そよ風のように～小原孝・三村奈々恵ジョイントコンサート～
ＮＨＫ-ＦＭでおなじみのピアニスト小原孝と新進気鋭のマリンバ奏者三村

奈々恵のさわやかなジョイントをお楽しみください。
◆日時：平成20年３月２日�14時～16時 ◆料金：入場料3,000円 ◆対象人
数：300人（小学生以上） ◆その他：保育あり ◆申込み方法：ネット予約、
電話、来館　申込み、お問合わせは、県民活動総合センターへ　℡048-728-7113

埼玉県消費生活支援センター
◎金融・経済講演会「知って安心マネープラン」
様々な金融商品や金融サービスが登場し、資産運用の選択肢は広がりまし

たが、私たちは、どのように家計管理をしていったらよいでしょうか。そこ
で、公的年金や保険制度だけでなく、豊かで安心したくらしに役立つ金融商
品や医療保険の活用方法を中心に学びます。
◆日時：平成20年２月29日�13時半～15時 ◆場所：ソニックシティ（大宮
駅下車）◆内容：講演「知って安心マネープラン」井戸美枝氏（ファイナン
シャル・プランナー、社会保険労務士） ◆対象：埼玉県内に在住・在勤の
方 ◆費用：無料（交通費はご負担ください） ◆定員：70人（申込順）
◆申込：電話またはFAX（在住市（区）町村名、氏名、電話番号を明記）で
県消費生活支援センター（℡048-261-0995 FAX048-261-0962）へ


