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平成２３年度　新規重点項目事業報告Ｐ2
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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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平成２３年度　新規重点項目事業報告
　昨年３月の東日本大震災を受け、彩の国コミュニティ協議会では平成23年度に重点的に取り組む項目と
して、新たに「防災」と「省エネルギー（節電等）」を加え事業を展開しました。また、関係団体（市町村協議
会及び生活学校連絡協議会）へ推進を呼びかけ、活動に対する助成を行いました。各団体より当該事業に
ついて報告がありましたので御紹介します。

  朝霞市コミュニティ協議会「防災講演会」
　昨年の東日本大震災後、誰もが胸を痛めている中、防災のプロである防災士・
災害危機管理アドバイザーをお招きして「大地震から家族を守るために」につ
いてご講演いただきました。当日は雪にもかかわらず、会場がほぼ満席とな
る190名の方々が参加され、熱心に聴講されました。
　実際の被災地体験をもとにしたお話を伺い、改めて震災の怖さを感じると
ともに、人命救助や初期消火は、家族、隣近所の共助に負うところが大きく、
また被災地で犯罪が多発していた実状を聞き、地域コミュニティの重要性を
再認識しました。会場では、参加者同士で備蓄などについて話し合う声も聞かれ、防災意識を高める有意義
な講演会となりました。

  ふじみ野市コミュニティづくり推進連絡会「防災教室」
　東日本大震災を教訓に、電気、ガス、水道が途絶えた時でも、雨水などを
利用してとりあえず温かい食べ物で空腹を満たす方法を身に付けておきた
い、という会長さんのアイディアからこの企画が生まれました。
　来場した参加者は、日赤奉仕団の協力と指導を受けながら、非常炊飯袋「ハ
イゼックス」に、洗った米やポトフの具材をそれぞれ入れて輪ゴムで封をし、
お湯につけて会場へ。被災地に派遣された市職員の体験談を聞いた後、炊き
上がったご飯とポトフの試食をしながら、日頃の防災対策について意見交換
をしました。実習を伴った講習会という点が注目され、報道機関からも当日取材がありましたが、何よりも
参加された方々は、日頃の備えの重要さを実感したようです。

  入間市連合区長会「防災リーダー養成講座」
　入間市の協力を得て、防災リーダー養成講座を２日間の日程で開催しました。
１日目は防災体制の仕組みやあり方等の技術・知識を学びました。２日目は東
日本大震災の被災地支援を行っている団体から、支援活動とコミュニティに期待
することについて話を伺い、その後木下博入間市長より防災に対する行政の考え
方を聴いて全ての課程を終え、修了証の授与を行いました。この機会に防災リー
ダーを志した方やこれまで地域で防災活動を実践していた方も今回の講座を通し
て知識と自信を深め、気持ちを新たに防災活動に取り組む姿勢が見受けられま
した。また、同月に実施された所沢市、飯能市、狭山市との４市合同防災講演会にも多くの防災リーダーが参
加され、入間市全体の意識の高まりを感じました。

  埼玉県生活学校連絡協議会「電力使用量測定器を活用した節電の取組」
　東日本大震災の影響により電力不足が問題になる中、生活学校では「むだな電気は使わない暮らし」を目指
しています。そこで、夏季と冬季に会員３0人の家庭において電力使用量測定器を用いた節電点検を行いまし
た。各家庭の電力使用状況がリアルタイムでわかることから省エネ意識が高まり、電気の使い方を工夫する
ようになりました。今までいかに電気を当たり前のように便利に使っていたかを痛感し、今後のエネルギー
問題について考えさせられる機会となりました。

【生活学校が行う省エネルギー（節電等）事業】

【市町村協議会が行う防災事業】
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講演に聞き入る参加者

非常食の体験実習

帽子とベストはリーダーの証



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？？

自治会と地域団体との協働
「地域による高齢者見守り活動」

伊奈町コミュニティづくり推進協議会

川越市自治会連合会、川越防犯協会、
川越交通安全協会など

　川越市自治会連合会では、昨年、多発した高齢者の交通事故や高齢者を狙った振り込め詐欺被害を
少しでも減らそうと、夏休みを利用して、地域の小学生が高齢者宅を訪問する事業を始めました。ま
た、高齢者が集まる機会を利用して、「高齢者の交通事故防止」と「振り込め詐欺の被害防止」の撲滅運
動を川越防犯協会、川越交通安全協会、川越警察署との協働により
実施しました。
　子ども達が、高齢者宅を訪問し「振り込め詐欺って知っています
か」「高齢者の交通事故が多発していることを知っていますか」と問
いかけました。
　高齢者のみなさんも「孫のような子どもから注意を喚起され、当
たり前のことだが、とても新鮮に感じ、これからは十分注意しなけ
ればいけない」と痛感したようです。
　高齢者宅を訪問することにより、ひとり暮らしの高齢者の安否確
認ができるとともに、子ども達の社会体験及び高齢者と子ども達と
の繋がりにより、地域が深い“絆„で結ばれ、安全で安心して暮らせ
るまちづくりに大きな成果を上げることができました。

川越市自治会連合会（事務局：川越市市民活動支援課）
【TEL】049-224-5705

　伊奈町コミュニティづくり推進協議会は昭和５４年に設立され、町内
の文化協会や子ども会育成連絡協議会など幅広い２２の団体が会員とな
り、コミュニティ活動の推進を図るために、普及啓発事業を行ってい
ます。
　その中でも子ども達に大人気の事業が「夏休みコミュニティ映画会」
です。学校の友達や近所の方、そして家族と一緒に楽しい映画を鑑賞
することで、心豊かなふれあいのある地域づくりを目指しています。
　同時に、防犯・防災の啓発活動として、映画が始まるまでの時間に、
会場の入口で啓発ビデオを上映しています。子ども達は「知らない人に
ついて行かないこと」、「地震が来たら机の下に隠れること」など、ビデ
オをしっかりと見て学習します。
　そうそう、平成２３年度はサイコミ君も駆けつけてくれました。かわ
いいサイコミ君に子どもも大人も大喜びでしたよ！
� 事務局：伊奈町生活安全課【TEL】048-721-2111
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チラシを手渡す子ども達

防犯ビデオ上映中

楽しい映画が始まるよ♪



平成24年 4月1日より彩の国コミュニティ協議会の事務局担当課名が変わります
　「NPO活動推進課」から「共助社会づくり課」へ名称が変更します。所在地や電話番号に変更はありません。

　彩の国コミュニティ協議会のマ
スコットとして

本格的に活動を始めたサイコミ君
。県内の様々な

イベントに参加し、大勢の皆さん
と触れあうこと

ができた１年間になりました。

埼玉県県民活動総合センター

サイコミ君アルバム 2011

この他にも地域のお祭りに行けて

楽しかったよ！また遊んでね♪

　伊奈町にある埼玉県県民活動総合センターでは、ジャズなどのコンサートや寄席、彩の国いきいきフェ
スティバルといったイベントを実施しているほか、パソコン講座や文化教養講座など、多彩な生涯学習
の機会を提供しています。
　また、６0歳からの生きがいづくりを応援するための高齢者いきがい支援センターやシルバー人材セン
ター連合、さらにボランティア活動やＮPO活動を支援する彩の国市民活動サポートセンターを設置し
ています。
　センターには、団体・企業様の研修にも御利用いただける会議室・セミナー室をはじめ、５00名収容
のホール、音楽スタジオ、パソコン研修室、陶芸・工芸制作室、体育館、トレーニング室、定員110名
の宿泊室などが設置されており、皆さまに低廉な価格で御提供しております。また、図書室や、レスト
ラン馬車道も併設されています。

●最寄駅：ニューシャトル内宿駅下車　送迎バス３分または徒歩１５分
●休館日：月曜日のうち毎月２日程度
●連絡先：048－728－7111（代表）

宿泊施設
和室（４名） １２室
洋室（４名） ９室
洋室（２名） ７室

【料金】大人（高校生以上）：２，９００円
　　　小人（小・中学生）：１，４５０円
　　　※６５歳以上の方、障害のある方は、減免制度があります。
○宿泊の際のお食事はレストラン「馬車道」を御利用ください。

「子ども大学あさか入学式
」

新入生をお出迎え

4月

「Ｂ級グルメグランプリ」
ゆる玉応援団に仲間入り

5月

「所沢市民フェスティバル
」

サイコミ君の風船が大好評

10月

「彩の国いきいきフェスティバル」
コバトンとＦＰレンジャーの皆さん

11月

「ＮＡＣＫ５スタジアム大宮
」

ゆる玉応援団でサッカーに挑
戦

1月

１１０名まで対応の
宿泊施設あり
御利用ください！

広げようコミュニティの輪 第３6号4

主な内容CONTENTS
埼玉県のマスコット コバトン

• 市町村協議会が行う防災事業
•生活学校が行う省エネルギー（節電等）事業
•市町村協議会が行う防災事業
•生活学校が行う省エネルギー（節電等）事業

埼玉県県民活動総合センター
サイコミ君アルバム ２０１１
埼玉県県民活動総合センター
サイコミ君アルバム ２０１１

平成２３年度　新規重点項目事業報告Ｐ2

Ｐ3

Ｐ4

●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。

2012.3 第36号

つなげよう　地域の力
市町村コミ協の魅力発見！
つなげよう　地域の力
市町村コミ協の魅力発見！

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/site/sainokunikomikyotop/編集・発行

賛助会員だけの

入会特典
賛助会員だけの

入会特典

訓
練
は
じ
め
！

入会記念としてサイコ
ミ君の

ストラップとプリズム
反射

シールをプレゼント！

おまちして
ます

•「地域による高齢者見守り活動」

•伊奈町コミュニティづくり推進協議会

•「地域による高齢者見守り活動」

•伊奈町コミュニティづくり推進協議会

彩の国コミュニティ協議会マスコット
 サイコミ君


