
見沼区市民活動ネットワーク第５回交流会 

（書面開催） 

１ 報 告 

（１）出張！見沼区市民活動ネットワークＰＲ展 ［１ページ］ 

（２）市民活動ネットワークまつりの代替案の内容変更 ［２ページ］ 

２ そ の 他 

 （１）市民活動ネットワーク広報紙について ［３～６ページ］ 

（２）市民活動ネットワークＰＲコーナーの使用場所の抽選について ［７ページ］ 

（３）令和３年度見沼区ふれあいフェア実行委員の推薦について ［８ページ］ 

（４）令和３年度見沼区みんなの広場への参加依頼について ［９ページ］ 
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１ 報告 

（１）出張！見沼区市民活動ネットワークＰＲ展 

ふれあいフェアに代わるＰＲとして、２月２６日(金)まで開催を予定していましたが、

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言により、１月２５日(月)以降の展示

は中止となりました。 

〇展示スケジュール 

令和２年１２月２１日（月）～２５日（金）【開催済】①見沼区役所

令和３年 １月 ５日（火）～２１日（木）【開催済】②東大宮コミュニティセンター

     １月２５日（月）～２９日（金）【 中止 】③見沼区役所

       ２月 ２日（火）～１８日（木）【 中止 】④片柳コミュニティセンター

       ２月２２日（月）～２６日（金）【 中止 】⑤見沼区役所

※中止を受け、さいたま市ホームページや見沼区役所 Twitter に、各団体の展示を掲載

する予定です。

〇各会場の様子

〈見沼区役所１Ｆ ロビー〉

〈東大宮コミュニティセンター１Ｆ ラウンジ〉 
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（２）市民活動ネットワークまつりの代替案の内容変更

前回の交流会で、ネットワークまつりの中止が決定し、その代替案として次の①・

②を実施することが決定しました。

①３月８日（月）～１２日（金）の１週間、見沼区役所１Ｆロビーにて、 

「出張！見沼区市民活動ネットワークＰＲ展」の再展示 

②動画作成講習会を開催し、各団体でＰＲ動画を作成 → 展示の際に放映 

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、幹事会で議論した結果、以

下の内容に変更とします。

① ⇒ 予定通り実施します。（コミュニティ課職員で設営します。）

② ⇒ 動画作成講習会は中止とします。

※ 緊急事態宣言が延長された場合、展示を中止することがあります。
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２ その他 

（１）市民活動ネットワーク広報紙について 

 今年度も見沼区市民活動ネットワーク広報紙「つながる」を作成しています。完成品は

区内公共施設に配架するほか、見沼区内の自治会へ回覧を依頼する予定です。（新型コロナ

ウイルス感染症の流行状況により、回覧依頼を差し控える場合があります。） 

○掲載する団体情報のご確認をお願いします。 

令和３年４月１日（木）時点の情報で、以下の団体名・ホームページアドレス・代表者にご変更が

ある場合は、３月２日（火）までにご連絡ください。 

団体名／ホームページアドレス 代表者 

大宮河川愛護会 会長 藤木 茂 

NPO法人自然観察さいたまフレンド 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~sa-sa-ki/ 
代表理事 小野 達二 

NPO法人地域人ネットワーク 

https://chiikijin.com 
代表理事 白瀧 康次 

ボーイスカウト見沼区所在団 団委員長 伊藤 薫 

つくしんぼの会 代表 竹内 カツ子 

さいたま市PTA協議会見沼区連合会 会長 石川 淳 

浦和友の会 

http://urawa-tomonokai.org 
代表 猿渡 美奈子 

埼玉雑学大学 代表理事 佐々木 明男 

埼玉竹とんぼの会 会長 荒川 忍 

編んでるシアター館「童話の国」 

 http://www.anderutheater.jp/ 
代表 小林 秀子 

NPO法人みぬまで暮らす会 

http://www.minuma-hausu.net/ 
代表理事 長沼 和子 

場助っ人 

http://basketcepohmiya.web.fc2.com/index.html
サークル代表 保坂 拓磨 

膝子こいのぼりの会 会長 中野 栄寿 
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団体名／ホームページアドレス 代表者 

地域 de子育て応援サークルVanilla 

http://minumavanilla.wixsite.com/vanilla 
代表 中林 明子 

見沼区防災アドバイザー会 会長 小野寺 博志 

片柳伝統文化保存会 会長 髙橋 慶治 

さいたま市みどり愛護会見沼区連絡会 代表 小野 達二 

NPO法人見沼ファーム２１ 

http://www.minuma-farm21.com/ 
理事長 島田 由美子 

みぬマルシェ（地産地消市）実行委員会 

http://minumarche.com/ 
委員長 岡田 克己 

NPO法人健康増進推進会議 代表理事 浅沼 芽薫美 

すまいるカフェ 会長 吉木 美和子 

るぴなす文庫 主宰者 小池 淑子 

見沼はるかぜキッチン 代表者 佐々木 郷美 

活き活き体操・ヨガ 代表者 石川 豊子 

アトリエ・アルテコンテ 会長 高岡 一二三 

NPO法人さいたまユースサポートネット 

http://saitamayouthnet.org 
代表理事 青砥 恭 
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〈作成中の原稿〉
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（２）市民活動ネットワーク PR コーナーの使用場所の抽選について

◆市民活動ネットワークＰＲコーナー 

  見沼区役所多目的室前に、市民活動ネットワークＰＲコーナーを設置していま

す。パネルとラックがあり、どちらも市民活動ネットワーク登録団体が団体のＰ

Ｒのために使用できます。 

◆抽選日時

例年、年度末の交流会にて使用場所の抽選を行っていますが、今回は延期し、

令和３年度第１回交流会（６月を予定）で実施します。
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（３）令和３年度見沼区ふれあいフェア実行委員の推薦について

例年、市民活動ネットワークから２団体を選出し、その団体から各１名の推薦をお

願いしています。（実行委員は団体代表者でなくても構いません。）令和３年度第１回

交流会（６月を予定）にて、選出団体を決定します。ふれあいフェアに参加予定の団

体は前向きなご検討をお願いします。

◆見沼区ふれあいフェア

 ○開催主旨：郷土づくりと郷土意識の醸成及び地域住民の連帯をより一層高める

ことを目的に開催します。

○日  時：令和３年１１月１３日（土）（予定）９時３０分～１５時３０分

※荒天の場合１４日（日）

○場  所：堀崎公園、見沼区役所

◆実行委員の活動内容

○実行委員会（全４回）と部会（全１回）へ参加し、ふれあいフェアの内容・実

施方法について検討します。

○まつり当日に実行委員として参加していただきます。

近年の選出状況

平成 28 年度 地域人ネットワーク ボーイスカウト見沼区所在団

平成 29 年度 つくしんぼの会 ボーイスカウト見沼区所在団

平成 30 年度 見沼区防災アドバイザー会 健康増進推進会議

令和元年度 見沼区防災アドバイザー会 （ネットワーク脱退団体）

令和 2 年度 埼玉竹とんぼの会 みぬマルシェ実行委員会 

※連続しても構いません。
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（４）令和３年度見沼区みんなの広場への参加依頼について

例年、市民活動ネットワークから３団体選出し、その団体から各１名の参加を依頼

しています。（参加者は団体代表者でなくても構いません。）令和３年度第１回交流会

（６月を予定）にて、選出団体を決定します。

◆見沼区みんなの広場

○目  的：区の魅力をより一層高めるため、区民の意見を集め、区の施策を充

実させる方向で区民と区職員が協働の可能性も含めて話し合う場と

して開催します。

○日  時：年３回（７月、９月、１２月ごろを予定）

○場  所：見沼区役所

◆依頼内容

  ○みんなの広場（全３回）に参加し、テーマに沿って話し合っていただきます。

これまでのテーマ

令和元年度 見沼区ガイドブックの作成について

令和 2 年度 みんなで作ろう！私たちのまちのウォーキングコース

近年の選出状況

平成 27･28 年度

区民会議

地域人

ネットワーク

埼玉

雑学大学

見沼

ファーム 21 
（ネットワーク

脱退団体）

平成 29･30 年度

区民会議

地域人

ネットワーク

みぬまで

暮らす会

膝子こいのぼり

の会

見沼

ファーム 21 
令和元年度

みんなの広場

地域人

ネットワーク

ボーイスカウト

見沼区所在団

見沼区防災

アドバイザー会

令和 2 年度

みんなの広場

自然観察

さいたまフレンド

見沼 

ファーム 21
るぴなす 

文庫 

※連続しても構いません。
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