
（熊谷市）記者クラブ取材情報 

事業の名称等      第６回 ニャオざねまつり 

１．実施日時等   平成２５年１０月１３日（日）午前１０時００分から午後３時００分 

２．会場・主催地 

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・ＰＲポイント 

 

 

 

（１）県内の状況 

  ア．県内で初めて イ．県内で    番目     

（２）他市が実施している事業に比べて本市の特色 

 

 

  ・他市と同じ 

※ 資料の有無（ 有 ・ 無 ） 

担当者 

連絡先 ＴＥＬ                                                    

 

や環境など様々な分野の団体が展示、手作り品販売を行うほか、特設ステージではダンス

など日頃の活動成果を発表します。今回のテーマは「つながろう 和！輪！ワッ！！熊谷」。

市民や市民活動団体が共につながり、大きな輪になって市民活動を盛り上げていく。 

昨年は、妻沼地域において２つの会場での

実施であった。今回はコミュニティひろば１会場で、市民活動団体のブース出店やステー

ジイベントを実施するので、より一層盛り上がります。 

 また、隣の会場では「くまがや地場産ぐるめ市」が同時に開催されます。 

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

今年で６回目となるニャオざねまつりは、４月に新たな執行部体制での実

を体験・展示・発表することで、市民に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。 

熊谷市コミュニティひろば（熊谷市本町２丁目） 

 

ニャオざねまつり実行委員会 

080-5500-4186 会長 小林 勉 

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

行委員会を立ち上げた。実行委員会では５つのグループに分かれ、今回のテーマに沿った

企画を練るなど、おまつり当日に向けた準備を行ってきた。 

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。また、まち中心部で開催することにより、市街地の活性化も期待できる。 

 

５２４－１１１１（４７５） 

 青木、田島、森田 

平成２５年９月２５日発表 

担当課：市民活動推進課 



第6回ニャオざねまつり参加予定団体 名簿

N O 団体名

1 綺楽々翔華

2 熊谷山草会

3 アンサンブルジョア

4 くまがや健康マージャンの会

5 めぬまチャンネル

6 趣味サークル

7 熊谷そば打ち愛好会

8 熊谷友の会

9 おふくろの会

10 自画自賛

特定非営利活動法人 熊谷の環境を考える連絡協議会

12 箱田長寿連合会

13 いきがい大学校友会34期 はやぶさ雑芸団

14 太陽光発電所ネットワーク埼玉北部エリア交流会

15 市民とともに成年後見を学ぶ会

16 NPO法 人エコネットくまがや
，
′ NPO法 人ピースふぁいぶるクラブ チアダンスサークル Teamミラボ&ラポラ

18 NPO法 人 ピースふぁいおミるクラブ

19 いきがい大学熊谷学園校友会 いきがい30マ ジック同好会

20 いきがい大学熊谷学園校友会 秩父音頭を楽しむ会

21 熊谷市赤十字奉仕団

22 performars organization SIGMA

23 熊谷吹奏楽団

24 美聡バトン

25 熊谷市ほたるを保護する会

26 熊谷市青少年相談員協議会

27 だんごむしの会

28 惇と多終音F2033

29 オープンガーデン花友遊くまがや

30 NPO法 人くまがや小麦の会

31 熊谷明るい社会づくりの会

32 熊谷歌舞伎の会

33 RFC熊 谷

34 熊谷青年会議所

市外から参加

351総合武術教室 武活動 MaAial Arts ttfe

行政機関

361埼玉県北部地域振興センター



今年のテーマは

第●回
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城ネ申社

谷市コミュエティひろ

目玉企画

☆ステージイベン ト

☆大抽選会

☆ゆるキャラ撮影会

☆パネル展示

☆市民活動体験コーナー

☆物品販売

葬みあ
熊谷垂B便局

Eヽ

胎騨

甲弱穆0毎]司⑥同¶③□ ≪□)ン腱雪]
開催時間 :10時 ～15時 (雨天決行)

△
蚕 場 : ユ _ア ィひろば

※公共交通機関をご利用下さしヽ。
バス停 :「周前」もしくは「コミュニティひろば前」十ゅうゅうハス|

※車はお乗り合わせのうえ最寄りの磁車場をご利用下さい。
場内での盗難・事故については一切責任を負しヽません。

国道 17暑
一八木橋

や、 ♪
川お祭り広場

星川あおそら市

☆ 物品販売

☆ 野菜・果物

ナ うどん

★軽食ほか

通常は毎月第 2、 第 4日 曜日

午前 8時 ～午前 11時 30劣

売切 じましヽ

主催 :ニャオざねまつり実行委員会 後 援 :熊谷市
お問しヽ含わせ先 :ニャ牙ざねまつり実行委員会事務周 宙 048-523-8171(小 林)

熊谷市 市民活動推進課      宙 048-524-1111(内 線 475・ 330)



第6回 ニャオざねまつリ イ ベントー覧

※下記イベントの他、熊谷市コミュエティひろばにて各団体
の紹介コーナー、パネル展承、市民活動体験コーナー、物品
販売等もございます。

大抽選会 (熊谷市コミュニティーひろば)

各団体のフースで体験するともらえるスタンプと各所に設
置されたスタンプを集めて抽選が出来ます。豪華景品と市民
団体提供の景品も当たるはすれなしの楽しい抽選会です。

く主な景品〉

」TB旅 行券

」TB選 べるギフト

ニャ牙ざね夕牙ル

各種商品券

など

熊谷市コミュニティひろば
市民活動団体の日頃の活動の成果を発表します。

みんなで輪になつて踊ろう 1

ステージイベント

よさこしヽ

バンド演案

曲芸ショー

マジックショー

ダンスパフォーマンス

演武パフォーマンス

プレイベント

開催日時 :10月 6日 (日)14時 ～15時 (予定)

場  所 :熊谷駅東□ □―タリー

内 容

よさこしヽ

ダンスメヾフォーマンス

チラシの配布

●三ャ牙ざねまつりとは?

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。6回 目を迎える今回のおまつ

りは、熊谷市コミュエティひろばを会場として開催
します。また、星川お祭り広場ではあおそら市を共
催しております。

ゆるキャラ撮影会 参ヵB予定のキャラクター

ニャオざね えんむちゃん

星川お祭り広場

星川あおそら市と共催します。

物品販売

野菜・果物、うどん、

熊谷青果市場青果商組合

星川通中央親交会

参加 ・協力団体一覧

NPO法 人エコネットくまがや、NPO法 人ピースふぁい′sやるクラブ、

チアダンスサークル Teamミ ラボ &ラ ポラ、綺楽泉朔】華、熊谷反の会、

明るしヽ社会づくりの会、アンサンフル.ジョア、しヽきがい大学校反会 34

期はやSやさ雑芸団、しヽきがい大学熊谷学園校反会、いきがしヽ 30マ ジッ

ク同好会、いきがい大学熊谷学園校反会 秩父首頭を楽しむ会、美聡バ ト

ン、熊谷市膏少年相談員協議会、NPO法 人くまがや小麦の会、趣昧サー

クル、熊谷そば打ち愛好会、埼玉県北吉B地域振興センター、めぬまチャ

ンネル、総含武術教室 武活動 Mattal Arts Ltte、熊谷山車会、

倶楽部 2①33、 くまがや健康マージャンの会、NPO法 人熊谷の環境を

考える連絡協議会、太陽光発電所ネットワーク埼玉北部エリア交流会、

熊谷歌舞伎の会、熊谷吹案楽団、自画自贅、熊谷市ほたるを保護する会、

だんごむしの会、おも、くろの会、箱日長寿連含会、市民とともに成年後

見を学もヽ会、Perforrnars organization SiGMA、熊谷市赤十字奉仕団

(深谷市、寄居町)、オープンガーデン花反遊くまがや、RFC熊 谷。

共催 :星川あおそら市
(順不同、敬称D各)

9月 5日 8き点のため変更がある場合があります。
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