
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） 

地域担当局紹介�
●秩父地域担当局（秩父地域創造センター） 

会員紹介　●団体会員（県域団体）：埼玉県生活学校連絡協議会 
　　　　　　　●企業会員：読売新聞東京本社さいたま支局�

イベントカレンダー(11月～12月)�
11月14日(水)県民の日！�

第18号  2007.11

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

埼玉県のマスコット�
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主な内容�主な内容�

編集・発行�

・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。�
・「地域イベント情報！」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。（60字×4行程度での記載になります。）�
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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。

秩父地域では、年に数回、NPO法人市民シアター・エフの協力を得て秩父映画会を開催しており、昨年は立
ち見客であふれるほどの盛り上がりをみせ、常設の映画館の設立を望む声が起きています。
秩父地域は、映画会や音楽祭など新しい趣向の芸術を育てる地域であるとともに、小鹿野町や秩父市のように歌舞伎が
盛んな地域でもあります。そのため、ジャンルを問わずより多くの芸術と接する機会を持ちたいとの機運が高まっています。
秩父地域担当局では、地域の要望に応えるべく、講演会や研修会などを開催するとともに、各市町や各市町コミュニティ協議会と
の連携を密にし、地域のコミュニティの発展に尽くしていきたいと考えております。

秩父地域担当局は、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の１市４町を担当しています。
当担当局では、管内のコミュニティ協議会と連携・交流を深めるため、年１回、市町コミ
ュニティ協議会と共催による講演会等を開催しています。
平成18年度は、深谷市のNPO法人市民シアター・エフ代表理事、竹石研二氏による講演

「映画によるコミュニティづくり」を開催しました。
街中に映画館をつくることで人々に話題を提供し、映画観賞後のお茶(映画によるコミュニティ

づくり講演)や食事で街ににぎわいを生む、そんなコミュニティづくりを目指してNPO法人市民シ
アター・エフを立ち上げられた、その苦労話等をお話しになられました。

地域担当局�地域担当局�
紹介�

◎埼玉県生活学校連絡協議会とは◎
埼玉県内では７校の生活学校が、全国では約1,000校の生

活学校が活躍しています。
この生活学校とは、女性を中心に身近な問題について学び、

調べ、関係者と話し合ったり、他のグループとも協働するなど、
実践的な解決をめざすもので、安全で安心して暮らせる地域社
会をみんなで築いていこうと活動する団体です。
埼玉県生活学校連絡協議会では、県内の生活学校の相互理
解を深めることを目的に活動しています。
◎活動について◎
埼玉県の生活学校では、工場跡地を利用し防犯施設を備え

た広場として整備することを提唱し取り組んだり、小学校と連
携した食育活動、食の表示問題への取り組みを行っています。
他にもくらしの省エネ点検、ゴミ減量の取り組み、あるい
は在宅福祉の点検活動など、具体的テーマの解決をめざして
各校が活動しています。

現在は、持続可能な地球を子孫に残すために、半年間に
3,000枚のレジ袋を減らす運動に特に力を入れて取り組んで
います。県内だけでなく、全国生活学校連絡協議会や他団体
と協働して全国的な活動を展開しております。
私たちはこのような学びと実践を通して充実感を味わいな
がら活動しております。

団体会員� 埼玉県生活学校連絡協議会�埼玉県生活学校連絡協議会� 読売新聞東京本社�読売新聞東京本社�企業会員�

読売新聞さいたま支局は、埼玉県全域を統括するさいたま
支局、また熊谷、所沢、川越、春日部、秩父、越谷、上尾、
久喜の８拠点に記者を配置し、県内の様々なニュースを追い
かけています。他の企業や支店・支社が販売部、経理部、総
務部などの部門を持つのに対し、取材部門だけに特化してい
るのが特徴です。
【ふれあいの詩基金】
ニュースを取材し記事にするのが仕事の大半とはいえ、地
域コミュニティの推進や小中高校生の健全育成などの支援も
欠かせません。その一つが、障害者を支援するボランティア
団体・グループの助成を目的とした「ふれあいの詩基金」で
す。弊社が提唱し、埼玉県社会福祉協議会が事務局となって
1980年にスタートし、市民や企業の皆さんから数多くの浄財
が寄せられ、昨年度には１億8,109万円に達しました。この
基金の利子が助成活動に充てられており、昨年度は17団体・
グループに贈られました。障害を持つ人たちの社会参加を進
めるため、無くてはならない存在であるボランティアを、私
たちはこれからも応援していきます。
【文化活動や子ども達の支援】
埼玉書道30人展、写真愛好家の組

織・埼玉写壇など様々な分野の文化活
動を後援しています。子どもたちの育
成などを目的とした支援活動も重要で
す。小・中学校作文コンクール、英語
弁論大会、学生科学賞のほか、少年野
球の大会も数多く主催・後援しています。また、中学生の職場
体験では、毎年３～４校の生徒(１校５人)を受け入れています。
◎読売新聞東京本社さいたま支局
〒330ｰ8551 さいたま市浦和区常盤5ｰ8ｰ41
�048-822-0181 FAX048-822-5238
ホームページ http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/
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さいたま支局

《少年野球大会》

秩父地域担当局
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過ごしやすい秋には、様々な地域イベントが開催されま
す。是非この機会に参加されてみてはいかがでしょう！

※申込みや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

③北本市コミュニティ協議会(北本市地域づくり課内)℡
048-591-1111

６日(火）

埼玉県菊花展覧会(さいたま市)

①さいたま新都心けやきひろば１階プラザ２　②菊花展
覧会、菊花栽培相談コーナー等　③埼玉県菊花連盟(埼
玉県生産振興課内)℡048-830-4381 ④９日�まで開催
10日(土)

ふるさとウォーク(蓮田市)

①蓮田市役所集合　②市役所をスタートし気持ちのいい
汗をかきながら市内の名所、旧跡を巡るコースを歩きま
す。 ③蓮田市コミュニティづくり推進協議会(蓮田市自
治振興課内)℡048-765-1710

わたしのふるさと自慢(鶴ヶ島市)

①鶴ヶ島市役所　②自分のふるさと自慢を日本地図に書
いてもらう　③鶴ヶ島市コミュニティ協議会(鶴ヶ島市市
民協働推進課内)℡049-271-1111

11日(日)

ふるさと芸能まつり(本庄市)

①本庄市文化会館　②地域団体による
伝統芸能、民謡などの舞台発表　③本
庄市コミュニティ協議会　℡0495-21-7688

14日(水)

埼玉県民の日
県内鉄道会社でフリー乗車券の発売、スタンプラリー等
さまざまなイベントを行います。詳細は次ページで。
18日(日)

栗橋やさしさ・ときめき祭(栗橋町)

①栗橋町総合文化会館、海洋センター　②農産物の直売、
商店の出店、健康コーナー等の開催　③栗橋やさしさ・と
きめき祭実行委員会(栗橋町健康増進課内)℡0480-53-1111

19日(月）

童謡の里ふる里おおとねグラウンドゴルフ大会(大利根町)

①大利根町運動公園　②町内各地域から出場する団体が
グラウンドゴルフ大会を行う　③大利根町コミュニティ
協議会(大利根町企画財政課内)℡0480-72-2114

24日(土）

郷土を描く児童生徒美術展(久喜市)

①久喜小学校体育館　②県内小・中学生の郷土を描いた
特選作品約1,000点を展示　③(社)埼玉県校外教育協会(県
義務教育指導課内)℡048-830-6778 ④25日�まで開催

県コミ協
事務局通信

本号４ページに掲載している県民の日記念式典において第39回シラコバト賞の表彰を行います。今年度は、これまで推薦の少なかった郷土を知り、郷
土を想う活動についても多くの推薦をもらおうと、はじめて各市町村の観光協会や文化担当課に募集案内を配布しました。その結果、多くの方々から各
活動分野についてバランスのとれた推薦をいただくことができました。
今後とも、シラコバト賞の趣旨が広く県民に理解され、地域で地道な活動をされている方々を表彰できるよう努力していきたいと思います。(担当Ｎ)

イベントカレンダー�イベントカレンダー�

日� 月 火 水 木 金 土

・�・�・�・�1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

11
月�

３日(土)

北本まつり「宵まつり」(北本市)

①北本駅西口周辺　②パレード、流し踊り、パフォーマ
ンス ③北本市コミュニティ協議会(北本市地域づくり
課内)℡048-591-1111

きくまつり(北本市)

①北本総合公園　②市民が栽培した菊の展示　③北本市
コミュニティ協議会(北本市地域づくり課内)℡048-591-

1111 ④４日�も開催
ヤングフェスティバル(毛呂山町)

①毛呂山町福祉会館　②毛呂山町の流鏑馬祭りにあわせ
てストラックアウト等を行う ③毛呂山町コミュニティ
協議会(毛呂山町総務課内)℡049-295-2112

吉見音頭発表会（吉見町）
①吉見町ふれあい広場　②吉見まつりの一環として開催
③吉見町コミュニティづくり推進協議会(吉見町政策財
政課内)℡0493-54-1511

第44回文化の祭典(春日部市)

①春日部市民文化会館　②華道・陶芸等の展示、舞踊等
の舞台発表等　③春日部市文化連合会(問い合わせは彩
の国コミュニティ協議会事務局まで) ④４日�も開催
４日(日）

「環境美化の日」一斉美化清掃活動(所沢市)

①居住地周辺の道路、水路、広場等　②居住地周辺の道路
等を清掃し、ゴミを指定集積場所にあつめる ③所沢市自
治連合会(所沢市コミュニティ推進課内)℡04-2998-9083

北本まつり「産業まつり」(北本市)

①北本中学校　②商工バザール、農協バザールなど　

日� 月 火 水 木 金 土

・�・�・�・�・�・�1
2 3 4 5 6 7 8
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12
月�

23
30

24
31

８日(土）

吉見郷土かるた大会(吉見町)

①吉見町役場コミュニティホール　②吉見かるたを使用
したかるた大会　③吉見町コミュニティづくり推進協議
会(吉見町政策財政課内)℡0493-54-1511

イルミネーションフェスタ2007(吉見町)

①町民館南側駐車場　②町内全体に飾り付けをしてもら

い、外壁にシンボルツリーを設置する。③吉
見町コミュニティづくり推進協議会(吉見町
政策財政課内)℡0493-54-1511 ④24日�まで

９日(日）

北本駅伝競走大会(北本市)

①北本総合公園　②小学校の部から一般の部まで　③北
本市コミュニティ協議会(北本市地域づくり課内)℡048-

591-1111

16日(日）

さいたま郷土かるた毛呂山町大会(毛呂山町)

①毛呂山総合公園体育館　②彩の国21世紀か
るた大会の毛呂山町予選　③毛呂山町コミュ
ニティ協議会(毛呂山町総務課内)℡049-295-

2112
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11月14日(水)

県民の日事業についてのお問い合わせは、埼玉県総務部県民・消費生活課まで　℡０４８－８３０－２８２６
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 .sa i tama. lg. jp/A01/BQ00/kenminnohi/ index.htm
また、スタンプラリーの応募用紙も兼ねたリーフレットは、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
していますが、ホームページからダウンロードしていただくこともできますのでご活用ください。

毎年11月14日は、埼玉県が誕生した記念すべき日です。
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！

￥460 ￥230

￥450 ￥230

￥460 ￥230

JRはSuicaをご利用ください。(JRのフリー乗車券の発売はありません)JRはSuicaをご利用ください。(JRのフリー乗車券の発売はありません)

※埼玉高速鉄道の学生用の購入には、学生証などの身分証明書が必要です。
※秩父鉄道では、さらに整理券(要予約：500円　tel：048-523-3317)を購入するとSLに乗車できます。�

11月14日�の県民の日に限り、県内の各電車を一日中乗り降りできるお得な
乗車券。彩の国めぐりスタンプラリーでは、この乗車券の「県民の日」という
文字のところを切り取ってはがきに貼り付ければ、あとはスタンプ１ヵ所で
応募できます！
今年は電車でどこへ行く？ 

￥350
￥400 ￥200￥1000 ￥500

11月８日�～14日�
11月14日�県民の日�

発売期間 
乗車日 

フリー乗車券�
フリー乗車券�

フリー乗車券�
フリー乗車券�

フリー乗車券�

11月1
4日�

県民の
日 

県 民 の 日 �

スタン
プラリ

ー�

記念�
フリー乗車券�
の発売�

記念�
フリー乗車券�
の発売�

埼玉県庁では家族で１日楽しめるイベントや、知
事公館での埼玉農産物まつりなどを行います。
なかなか入ることのできない県議会議事堂や県警
通信司令室も公開しています。
受付で地図を手に入れて１日県庁で楽しもう！
日時：11月14日�９：30～16：00(一部時間指定あり)

受付：埼玉県庁県民案内室(本庁舎東側１階)

動物園や博物館、日帰り入浴施設や農産物直売所などをめぐ
る大人気のスタンプラリー。
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!!
各施設を２カ所以上回って応募すると、抽選で245名の皆様

に埼玉ゆかりの素敵な賞品が当たります。
詳細や応募方法については、お問い合わせください。

埼玉県のマスコット�
コバトン 

プレゼント�
盛りだくさん！�


