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「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

彩の国コミュニティ協議会
設立３０周年特別企画

P2

会員紹介
・おくる会

市町村コミ協の魅力発見！
・越谷市コミュニティ推進協議会

～ふれあい芸能まつり～
地域の絆P3

１１月１４日（土）は県民の日！P4

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
協議会事務局まで御連絡ください。

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。

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     　　　　　 募集!!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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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！

埼玉県のマスコット
コバトン

彩の国コミュニティ協議会
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みんなで
お出かけ

!
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　上記の他にも、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
県内各地で開催します。動物園や遊園地の
入場料が無料・割引になるなど、楽しいこと
がいっぱい！！
　今年は、クイズに答えて県産品が当たる
プレゼント企画もあります。お得な情報や
プレゼントの詳細は、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。

　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。

※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
　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　
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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!土
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魅力 ！市町村コミ協の 発見

　越谷市のコミュニティ推進協議会は、越谷市全体で活動する全市
コミ協（越谷市コミュニティ推進協議会）と、各地区内で活動する
地区コミ協（地区コミュニティ推進協議会）という２本の柱でなり
たっています。
　全市コミ協は、ふれあい豊かな地域社会を創造するため、構成団
体相互の連携と協調を図り、市民のコミュニティ活動の推進を図る
ことを目的として平成３年に設立されました。
　そして地区コミ協は、居住地域における住民間、住民と行政との関
わりを考える組織として地区内の諸問題・諸課題を地区住民相互に
話し合い解決を図るための組織を目指し平成５年から順次各地区で
設立されました。市内に13あるコミュニティ区域ごとに設置されてお
り、全市コミ協の構成団体を中心に、地域の特性を踏まえたその他
の団体やコミュニティづくりに関心のある市民で構成されています。
　現在、越谷市では地区からのまちづくり
を推進するため、各地区で行うまちづくり
事業、スポーツ・レクリエーション推進事
業、成人式や文化祭等の生涯学習事業に対
して地区コミ協が事業提案をし、平成20年
度は、地区全体で374事業を行いました。

設立 周年特別企画30
彩の国コミュニティ協議会

越谷市コミュニティ推進協議会

会員紹介

コミュニティリーダー養成講座
も盛況でした

さいたまコミュニティ
（S54～S62）

事務局：越谷市地域活動推進課　℡０４８－963－9153

　時代と共に会報も移り変わっています。知っているもの、見覚え
のあるものはありますか？

　彩の国コミュニティ協議会は、前身団体『あすの埼玉をつくる県
民運動推進協議会』から、昭和54年に『埼玉県コミュニティづくり
県民運動推進協議会』としてスタートしました。
　地域社会における相互交流を通じ、県民が役割意識を持って地
域活動に参加できる住みよい社会の実現。当時の活動方針は、現
在にも受け継がれています。

　これまでにコミ協が行ってきた事業の一例です。

…オイルショックの影響から省エネの動きが始まり、コミ協でも啓発ポスターや
ステッカーの作成等を行いました。

●省資源・省エネルギー運動（Ｓ５４～Ｓ６０）

…「埼玉都民」と呼ばれるサラリーマンの地域活動参加を呼びかけるため、出前
講座や交流会を開催しました。

●企業コミュニティ推進事業（Ｈ４～Ｈ１１）

…企業・市民・行政による芸術文化の普及育成を支援する委員会を立ち上げ、意
見交換や調査研究を実施しました。

●メセナ活動支援事業（Ｈ７～Ｈ８）

…コミ協が主催するイベントの参加者に対し参加証明書を発行、県民が地域活
動に関わるきっかけづくりを行っています。

●県民の地域活動参加100万人運動（Ｈ２０～現在）

　昨今、少子高齢化の影響か「跡継ぎもなく、配偶者も他界

し、他に親戚もいない。金銭的にも余裕がないので、埋葬（永

代）を迎えたらどこに行くのだろう」との問い合わせが増えて

まいりました。そこで、他の葬祭業や社会福祉の関係者に尋ね

たところ「遺骨を一時お預かりするようなやり方はある」とい

うのが現状でした。不安を抱える皆様のため、住み良い県民生

活環境の一環になれたらと、宗教法人や医療法人、会社法人

等の賛同者を構成員として、２年ほど前に『おくる会』を設立、

合祀墓碑を建設いたしたところでございます。県北部を中心に

御相談が寄せられ、現在は40体ほ

どの御霊を祀っております。

　その他、ペットの葬儀にまつわる

御相談など、県民の皆様が安心し

て生活が送れるよう、身近なところ

でお手伝いができればと思ってい

ます。お気軽にお問い合わせくだ

さい。

◎おくる会　事務局
サンアイ(有)家族葬祭 所在地：鴻巣市鎌塚1-5-1 TEL：048-548-4694

新しいメンバーが加わりました！ 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？？

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？？おくる会

彩の国コミュニティ協議会

　彩の国コミュニティ協議会は、今年で設立から30周年を迎
えました。これまでのこと、これからのこと…彩コミ協について、
簡単に御紹介します。

　設立30周年の今年は、６月に総会と併せて記念イベント「協働に
よる地域づくりの集い」を開催しました。
　また、今後の地域コミュニティのあり方を検討するため、平成21年
３月に「コミュニティ協議会のあり方検討会」を設置。県協議会の
あり方や、活動の核となる市町村協議会とＮＰＯ等との連携につい
て、検討を重ねてきたところです。年内には報告書をまとめる予定
になっています。
　これからも、会員の皆様に親しんでいただけるような協議会運営
を目指していきますので、御協力をお願いいたします。
＊設立10周年記念事業で誕生したコミ協のマスコットキャ
ラクター『サイコミ君』も数年ぶりに復活の噂が…
どうぞお楽しみに！

本庄児玉郡市 １市３町コミュニティ協議会による協働本庄児玉郡市 １市３町コミュニティ協議会による協働

ふれあい芸能まつりふれあい芸能まつり

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」を昨年度に引き続き、
皆様にお伝えしていきます。
今回は、コミュニティ協議会同士の協働事例です。

　本庄市、美里町、神川町、上里町の１市３町によって構成さ
れる本庄児玉郡市。各市町のコミュニティ協議会が力を合わ
せ、地域住民の皆さんとの『ふれあい』をキーワードにイベン
トを開催しています！

地域の地域の

絆絆
き ず な

実行委員会 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 TEL：0495-21-7688

　埼玉県で最も北西に位置し、利根川沿いに広がる平野と山間地

からなり、貴重な自然を有しています。交通の便にも恵まれ、鉄道は

上越新幹線・JR高崎線・八高線、道路は国道17号（中山道）・254

号・462号と関越自動車道が通り各方面と結ばれております。歴史あ

る緑と水の地域であり、景観は四季を通して見事です。

本庄児玉郡市とは・・・本庄児玉郡市とは・・・

　この芸能まつりは各市町コミュニティ協議会が中心となり、実行

委員会を毎年組織し、打ち合わせ会議を重ねながら実施していま

す。昨年（平成20年）の会議では、伝統芸能が中心であった『ふるさ

と芸能まつり』が、伝統芸能の後継者不足等から、参加団体が減少

している現状が話し合われました。その反面、全国の民謡がレクリ

エーションとして盛んになり、さらにフォークダンスやエアダンス、

エアロビクス、フラダンスの流行などから、現在は故郷の芸能とい

うよりインターナショナルの演技出演が主力になってきています。

このようなことから、今年の第28回目からは「ふるさと」という名称

を「ふれあい」に変更、新たに『ふれあい芸能まつり』として開催す

る予定です。大正琴の演奏や太極拳（中国武道）、体操演技など、

様々な芸能文化をお楽しみいただけます。

　地域住民のふれあいを大切に「いいまち・いい人・いいふれ
あい」の社会づくりの実践として、『ふれあい芸能まつり』は１
市３町のコミュニティ協議会が合同で開催しております。地域
の歴史を伝承し、大切に育ててきた伝統芸能も、現在では後継
者の減少で活動に苦慮しているのが実情です。しかし、新しい
文化が芽吹き、インターナショナルなリズムによる舞踊演技が
盛んになっている昨今、まつりやイベントの芸能舞台も着実に
進化してきています。県内の各市町村で行われているイベント
や芸能まつりの変化はどうでしょうか。『ふれあい芸能まつり』
は世代を超え、さらには市町村の壁も越えたコミュニティ協議
会の協働事業です。皆さんの地域でも参考にしていただければ
と思います。

新たな芸能のかたち
“ふれあい”芸能まつりスタート
新たな芸能のかたち
“ふれあい”芸能まつりスタート

　昭和54年、彩の国コミュニティづくり県民運動推進協議会（現・

彩の国コミュニティ協議会）の設立に合わせ、本庄児玉郡地域で同

時期にコミュニティ協議会が発足。当時、１市４町１村による児玉郡

市コミュニティ連絡協議会が設置されました。そんな中、広域での

交流を深め、地域の連携を図る事業として企画されたのが『ふるさ

と芸能まつり』です。昭和57年11月14日、県民の日協賛事業と銘打っ

て、記念すべき第１回ふるさと芸能まつりを郡市連携で開催、現在

に至っています。

　郷土に息づく伝統芸能、また新しい文化の息吹を養う芸能を、郷

土の歴史を知り、住民同士が積極的に結びあう機会ととらえ、各市

町村の芸能参加を呼びかけたところ、伝統芸能・民謡・日本舞踊・

祭り囃子・吟詠・コーラスなどの団体が参加。第２回以降も地元の

伝統芸能、獅子舞、屋台囃子、地元音頭、神楽などが披露され、盛

大な芸能まつりに定着してきました。

郷土の伝統“ふるさと”芸能まつり郷土の伝統“ふるさと”芸能まつり

●実行委員会より●

今年の『ふれあい芸能まつり』は

どうぞ皆様でお越しください！！

11月8日日 本庄文化会館大ホールにて11月8日日 本庄文化会館大ホールにて11月8日日 本庄文化会館大ホールにて
入場無料!
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魅力 ！市町村コミ協の 発見

　越谷市のコミュニティ推進協議会は、越谷市全体で活動する全市
コミ協（越谷市コミュニティ推進協議会）と、各地区内で活動する
地区コミ協（地区コミュニティ推進協議会）という２本の柱でなり
たっています。
　全市コミ協は、ふれあい豊かな地域社会を創造するため、構成団
体相互の連携と協調を図り、市民のコミュニティ活動の推進を図る
ことを目的として平成３年に設立されました。
　そして地区コミ協は、居住地域における住民間、住民と行政との関
わりを考える組織として地区内の諸問題・諸課題を地区住民相互に
話し合い解決を図るための組織を目指し平成５年から順次各地区で
設立されました。市内に13あるコミュニティ区域ごとに設置されてお
り、全市コミ協の構成団体を中心に、地域の特性を踏まえたその他
の団体やコミュニティづくりに関心のある市民で構成されています。
　現在、越谷市では地区からのまちづくり
を推進するため、各地区で行うまちづくり
事業、スポーツ・レクリエーション推進事
業、成人式や文化祭等の生涯学習事業に対
して地区コミ協が事業提案をし、平成20年
度は、地区全体で374事業を行いました。

設立 周年特別企画30
彩の国コミュニティ協議会

越谷市コミュニティ推進協議会

会員紹介

コミュニティリーダー養成講座
も盛況でした

さいたまコミュニティ
（S54～S62）

事務局：越谷市地域活動推進課　℡０４８－963－9153

　時代と共に会報も移り変わっています。知っているもの、見覚え
のあるものはありますか？

　彩の国コミュニティ協議会は、前身団体『あすの埼玉をつくる県
民運動推進協議会』から、昭和54年に『埼玉県コミュニティづくり
県民運動推進協議会』としてスタートしました。
　地域社会における相互交流を通じ、県民が役割意識を持って地
域活動に参加できる住みよい社会の実現。当時の活動方針は、現
在にも受け継がれています。

　これまでにコミ協が行ってきた事業の一例です。

…オイルショックの影響から省エネの動きが始まり、コミ協でも啓発ポスターや
ステッカーの作成等を行いました。

●省資源・省エネルギー運動（Ｓ５４～Ｓ６０）

…「埼玉都民」と呼ばれるサラリーマンの地域活動参加を呼びかけるため、出前
講座や交流会を開催しました。

●企業コミュニティ推進事業（Ｈ４～Ｈ１１）

…企業・市民・行政による芸術文化の普及育成を支援する委員会を立ち上げ、意
見交換や調査研究を実施しました。

●メセナ活動支援事業（Ｈ７～Ｈ８）

…コミ協が主催するイベントの参加者に対し参加証明書を発行、県民が地域活
動に関わるきっかけづくりを行っています。

●県民の地域活動参加100万人運動（Ｈ２０～現在）

　昨今、少子高齢化の影響か「跡継ぎもなく、配偶者も他界

し、他に親戚もいない。金銭的にも余裕がないので、埋葬（永

代）を迎えたらどこに行くのだろう」との問い合わせが増えて

まいりました。そこで、他の葬祭業や社会福祉の関係者に尋ね

たところ「遺骨を一時お預かりするようなやり方はある」とい

うのが現状でした。不安を抱える皆様のため、住み良い県民生

活環境の一環になれたらと、宗教法人や医療法人、会社法人

等の賛同者を構成員として、２年ほど前に『おくる会』を設立、

合祀墓碑を建設いたしたところでございます。県北部を中心に

御相談が寄せられ、現在は40体ほ

どの御霊を祀っております。

　その他、ペットの葬儀にまつわる

御相談など、県民の皆様が安心し

て生活が送れるよう、身近なところ

でお手伝いができればと思ってい

ます。お気軽にお問い合わせくだ

さい。

◎おくる会　事務局
サンアイ(有)家族葬祭 所在地：鴻巣市鎌塚1-5-1 TEL：048-548-4694

新しいメンバーが加わりました！ 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？？

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？？おくる会

彩の国コミュニティ協議会

　彩の国コミュニティ協議会は、今年で設立から30周年を迎
えました。これまでのこと、これからのこと…彩コミ協について、
簡単に御紹介します。

　設立30周年の今年は、６月に総会と併せて記念イベント「協働に
よる地域づくりの集い」を開催しました。
　また、今後の地域コミュニティのあり方を検討するため、平成21年
３月に「コミュニティ協議会のあり方検討会」を設置。県協議会の
あり方や、活動の核となる市町村協議会とＮＰＯ等との連携につい
て、検討を重ねてきたところです。年内には報告書をまとめる予定
になっています。
　これからも、会員の皆様に親しんでいただけるような協議会運営
を目指していきますので、御協力をお願いいたします。
＊設立10周年記念事業で誕生したコミ協のマスコットキャ
ラクター『サイコミ君』も数年ぶりに復活の噂が…
どうぞお楽しみに！

本庄児玉郡市 １市３町コミュニティ協議会による協働本庄児玉郡市 １市３町コミュニティ協議会による協働

ふれあい芸能まつりふれあい芸能まつり

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」を昨年度に引き続き、
皆様にお伝えしていきます。
今回は、コミュニティ協議会同士の協働事例です。

　本庄市、美里町、神川町、上里町の１市３町によって構成さ
れる本庄児玉郡市。各市町のコミュニティ協議会が力を合わ
せ、地域住民の皆さんとの『ふれあい』をキーワードにイベン
トを開催しています！

地域の地域の

絆絆
き ず な

実行委員会 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 TEL：0495-21-7688

　埼玉県で最も北西に位置し、利根川沿いに広がる平野と山間地

からなり、貴重な自然を有しています。交通の便にも恵まれ、鉄道は

上越新幹線・JR高崎線・八高線、道路は国道17号（中山道）・254

号・462号と関越自動車道が通り各方面と結ばれております。歴史あ

る緑と水の地域であり、景観は四季を通して見事です。

本庄児玉郡市とは・・・本庄児玉郡市とは・・・

　この芸能まつりは各市町コミュニティ協議会が中心となり、実行

委員会を毎年組織し、打ち合わせ会議を重ねながら実施していま

す。昨年（平成20年）の会議では、伝統芸能が中心であった『ふるさ

と芸能まつり』が、伝統芸能の後継者不足等から、参加団体が減少

している現状が話し合われました。その反面、全国の民謡がレクリ

エーションとして盛んになり、さらにフォークダンスやエアダンス、

エアロビクス、フラダンスの流行などから、現在は故郷の芸能とい

うよりインターナショナルの演技出演が主力になってきています。

このようなことから、今年の第28回目からは「ふるさと」という名称

を「ふれあい」に変更、新たに『ふれあい芸能まつり』として開催す

る予定です。大正琴の演奏や太極拳（中国武道）、体操演技など、

様々な芸能文化をお楽しみいただけます。

　地域住民のふれあいを大切に「いいまち・いい人・いいふれ
あい」の社会づくりの実践として、『ふれあい芸能まつり』は１
市３町のコミュニティ協議会が合同で開催しております。地域
の歴史を伝承し、大切に育ててきた伝統芸能も、現在では後継
者の減少で活動に苦慮しているのが実情です。しかし、新しい
文化が芽吹き、インターナショナルなリズムによる舞踊演技が
盛んになっている昨今、まつりやイベントの芸能舞台も着実に
進化してきています。県内の各市町村で行われているイベント
や芸能まつりの変化はどうでしょうか。『ふれあい芸能まつり』
は世代を超え、さらには市町村の壁も越えたコミュニティ協議
会の協働事業です。皆さんの地域でも参考にしていただければ
と思います。

新たな芸能のかたち
“ふれあい”芸能まつりスタート
新たな芸能のかたち
“ふれあい”芸能まつりスタート

　昭和54年、彩の国コミュニティづくり県民運動推進協議会（現・

彩の国コミュニティ協議会）の設立に合わせ、本庄児玉郡地域で同

時期にコミュニティ協議会が発足。当時、１市４町１村による児玉郡

市コミュニティ連絡協議会が設置されました。そんな中、広域での

交流を深め、地域の連携を図る事業として企画されたのが『ふるさ

と芸能まつり』です。昭和57年11月14日、県民の日協賛事業と銘打っ

て、記念すべき第１回ふるさと芸能まつりを郡市連携で開催、現在

に至っています。

　郷土に息づく伝統芸能、また新しい文化の息吹を養う芸能を、郷

土の歴史を知り、住民同士が積極的に結びあう機会ととらえ、各市

町村の芸能参加を呼びかけたところ、伝統芸能・民謡・日本舞踊・

祭り囃子・吟詠・コーラスなどの団体が参加。第２回以降も地元の

伝統芸能、獅子舞、屋台囃子、地元音頭、神楽などが披露され、盛

大な芸能まつりに定着してきました。

郷土の伝統“ふるさと”芸能まつり郷土の伝統“ふるさと”芸能まつり

●実行委員会より●

今年の『ふれあい芸能まつり』は

どうぞ皆様でお越しください！！

11月8日日 本庄文化会館大ホールにて11月8日日 本庄文化会館大ホールにて11月8日日 本庄文化会館大ホールにて
入場無料!
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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

「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26号 2009.10

●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

彩の国コミュニティ協議会
設立３０周年特別企画

P2

会員紹介
・おくる会

市町村コミ協の魅力発見！
・越谷市コミュニティ推進協議会

～ふれあい芸能まつり～
地域の絆P3

１１月１４日（土）は県民の日！P4

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
協議会事務局まで御連絡ください。

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。

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     　　　　　 募集!!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
コバトン缶バッチ（2個）を
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！

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 !

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！

埼玉県のマスコット
コバトン

彩の国コミュニティ協議会

にのってにのってにのって

みんなで
お出かけ

!
みんなで

お出かけ
!

みんなで
お出かけ

!秋風秋風秋風秋風

　上記の他にも、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
県内各地で開催します。動物園や遊園地の
入場料が無料・割引になるなど、楽しいこと
がいっぱい！！
　今年は、クイズに答えて県産品が当たる
プレゼント企画もあります。お得な情報や
プレゼントの詳細は、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。

　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。

※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
　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　

プレゼント
が

盛りだくさ
ん !プレゼント
が

盛りだくさ
ん !プレゼント
が

盛りだくさ
ん !

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!土

埼玉県のマスコット
コバトン

広げようコミュニティの輪 第26号04


