
（熊谷市）記者クラブ情報

 事業の名称等

1. 実施日時等 平成 24 年 10 月 28 日 ( 日 ) 午前 10 時 00 分 から

平成 年 月 日 ( ) 午後 3 時 00 分 まで

2. 会場・主催地

（雨天時は、妻沼勤労福祉会館［妻沼1706-1］ほか。）

3. 主催者・関係者

(1)団体名等

(2)代表者名 ＴＥＬ

4. 事業内容

5. 目的・理由

6. 経緯・経過

7. 影響・効果

8. この事業の実施による特記事項

　ア.県内で初めて イ.県内で 番目 実施市別紙のとおり

(2)他市が実施している事業に比べて本市の特色

※資料の有無 （

担当課

連絡先 ＴＥＬ

て、妻沼のまちなか全体をおまつりの会場として活用することにより地域活性化が期待される。

市民活動団体同士の交流・連携を図るとともに、市民活動団体の活動内容を体験・

展示・発表することで、市民活動団体を知ってもらい、市民活動に参加してもらうことを目的として

いる。

昨年のニャオざねまつり開催後、今年のおまつりのあり方を検討する２回の検討

会では５つのグループに分かれ、それぞれの担当ごとに知恵を出し合い、おまつり当日に向けた準備

市民活動団体の手作りのおまつりであるので、市民活動団体の企画力や実行力が

向上する。また、市民活動団体同士及び市民活動団体と市民のつながりを作るきっかけとなる。併せ

を行ってきた。

第５回　ニャオざねまつり

妻沼さくら公園（妻沼1720-4）、井田記念館（妻沼1706-1）ほか。

ニャオざねまつり実行委員会

会を開催。その後、企画を練る３回の企画委員会を経て、実行委員会を立ち上げた。６回の実行委員

会長　須藤　晃治 ５８８－５０５０

市民活動支援センターの登録団体等が開催する市民活動団体のおまつり。福祉や環

境など様々な分野の団体が展示、手作り品販売等を行う。今回のテーマは「心ときめく縁むすび」。

妻沼のまちなかをスタンプラリー形式で周る「縁結びまちなか散歩」やそれに連動した大抽選会、

ゆるきゃら撮影会、結婚式等を開催する。

有 ）

トリート」と称し空き店舗等を利用した市民活動団体のブース出店を行う。また、妻沼さくら公園

（「ニャオざね＆えんむちゃんミニタオル」の販売あり。）、熊谷商工信用組合旧妻沼支店跡地の

昨年に引き続き、県道太田熊谷線の商店街を「妻沼縁ジョイス

(1)県内の状況

２ヶ所にステージイベント会場を設営し、おまつりを盛り上げる。

５２４－１１１１　内線４７５

熊谷市 市民活動推進課 担当者 大谷、田島、坂本



第 5回

開催時間
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☆大拍選会
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☆パネル展示
☆物品販売
☆市民活動体験コーナ

妻沼勤労福社会館価天時会捌
※駐車スペースに限りがあります。公共交通機関をご利用下さい。

10時～15持 t雨天決行}
妻沼登くら公園、井日記念館

妻 沼 縁 ジ ョ イ ス ト リ
ー

ト保道太日・熊谷線沿州

森谷宅 ・  ・ 新井米店

井出ラジ挙字
豆

9橋 上宅

☆お案会☆
1時/② 13時

井日 旧販回

記念館 医院

今年のテーマは

ゴ
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お問合せ発:ニャオざねまつり実行委員会事務局  8048口 588・5050(須 藤}

熊谷市役所 市民活動推進課  8048・ 524口1111(内 線475・330)

《副 殿講!

妻沼縁ジョイストリート
・門前商店会
・仲BJなかよし商店会
。したまち商店会
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ニヤオざねまつり会場



第5回 ニャオぎねまつリ イベントす覧

※下記のイベントの他【さくら公園にて各団体の紹介コーナー、

パネル展示、市民活動体験コーナー、物品販売等もございます。

●エャオざねまつりとは?

熊谷市内の市民活動団体が企画 ・運営を行う手づく

りのおまつりです。5回 目を迎える今回のおまつりは、

聖天様の一般公開開始で盛り上がる妻沼で開催するこ

ととなりました !

まちなか散歩コースにあるスタンプを 10個 集める
と抽選ができます。豪華景品以外にも市民活動団体が

持ち寄つた心温まる品々が当たるはずれなしの抽選会

<景 品一覧>
・」TB旅 行券
・」TB選 べるギフト
・ニャオざねタオル
・各種商品券 な ど

商店街の 「復活 !空き店舗」がにぎやかな団体のブ
ースに大変身 !コンサー トやアクセサリー販売、食べ

物の販売など、各団体の特色を生かした出し物が商店

街を彩ります。

く参カロキャラクター〉
・ニャオざね
・えんむちゃん
・コパトン
・サイコミくん ほ か

|   ・

市民活動団体の日頃の活動の

成果を発表します。

県内のよさこい団体も集結 し、

ステージを盛り上げます。

<内容>
・よさこい
・バンド演奏
・フラダンス な ど

【メーン会場】
さくら公園 G旨谷市妻沼 1720-4)

督看蓄謹院駐車場

での
期襲懸螢就。

商店街買物客専用駐車場

妻沼行政センター

妻沼小学校 (雨天不可)な ど

10/28(日)おまつり会場

【バス】
・」R熊谷駅より朝日バスにて約30分
・妻沼聖天前行き又は太日駅行き又は妻沼行き
・妻沼下町で下車、徒歩3分

プ レ イ ベ ン ト

お祭り開催前にニャオざねまつりをPRす るイベン

トを開催 します。 10/28の おまつり当日がもっと

楽 しくなる特典も !ぜひ足を運んでください。

<日 時>
・9月 15日 (土)16:00～ 21:00

会場 :熊谷スポーツ文化公園

内容 :大宮アルディージャ xサ ガン鳥栖戦にて

チラシの配布など
・10月 8日 (月、祝日)11:00～ 14:00

会場 :利根川河川敷 (赤岩渡船東側)

内容 :利根川ポタリングフェスティバルにてチラシの

配布など
・10月 18日 (木)16:00～ 18:00

会場 :妻沼聖天山

内容 :妻沼聖天山秋季大祭でチラシの配布など
。10月 21日 (日)12:00～ 15:00

会場 :コ ミュニティ広場

内容 :く まがや文化カフェスティバルにて

団体の発表やチラシの配布など

祝 国宝指定 「歓喜院聖天堂」

妻沼ガイドボランティア 「阿うんの会」、めぬまくらしの会、吟子の会、妻沼レディース、茶道同

好会、熊谷友の会、NPO法 人エコネットくまがや、めぬまチャンネル、NPO法 人 NPOく まがや、

明るい社会づくりの会、くまがや市民活動ふれあいネットワーク、ピースふぁいぷるクラブ (フラ

オ八ナ カプア イビ/お ふくるの会)、一六会、太陽光発電所ネットワーク埼玉北部エリア交流会、

NPO法 人熊谷の環境を考える連絡協議会、くまがや地域通貨研究会、劇団Q、 オープンガーデン

花友遊、熊谷そば打ち愛好会、だんごむしの会、折り紙さくら会、♪自画自賛、キッズビクス Ring

2、ネセサリーサービスセンター、チャリティ指圧、武活道 Martial Arts iife、社団法人熊谷青年会

議所、倶業部 2033、 綺楽々 翔華、熊谷市吉少年相談員協議会、埼玉県北部地域振興センター、

くまがや健康マージャンの会、熊谷歌舞伎の会、金井園芸、この街体操クラブ、アンサンブルジョ

ア、井出ラジオ、森谷宅、新井米店、藤川屋、旧佐藤整形外科、林宅、(有)中 屋商店、日久 (旧

そば屋)、妻沼聖天山、門前商店会、仲町なかよし商店会、したまち商店会、自彊術、熊谷布絵本

の会 「玉てばこ」、3B倶 業部、熊谷市赤十字奉仕団妻沼分団、ウインター ・ローズ、スピリッツ、

ありえるパンド、エコネットくまがや、民謡 ・民舞連合会、フラ ・アイリス、雀幸園

※9/1現 在のもので、今後、変更のある場合もございます。


