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協働情報紙

vol.

協働推進ニュース
”協働推進ニュース”事業のお申込・お問合せは、
和光市市民協働推進センターまで
TEL 048-424-9120 FAX 048-464-2090
メール kyodo@city.wako.lg.jp

協働事業提案を募集！
～令和２年度実施事業～

協働事業提案制度とは
地域活動団体や市民活動団体からの企画・提案をも
とに、団体と行政が地域課題の解決に向けて事業を
行う制度です。
一緒に素敵な和光市をつくってみませんか？
◆募集期間
８月８日（木）～９月２０日（金）
◆事業実施
令和２年４月～令和３年３月までに完了する事業
◆応募できる団体
市内に事務所及び活動場所を有する地域活動団
体・市民活動団体等（個人は対象外です）
◆募集する事業 ～市民提案型～
市民の皆様が普段感じている、地域の『課題』に
ついて、行政と一緒に解決したいと想うことを、企
画・提案してください。
（新規事業の場合は、50 万
円を上限とします。
）
※詳細は窓口配布の募集要領や市ホームページをご
覧ください。
募集に関する説明会
【日時】８月８日（木）１回目：１０時
２回目：１９時
【場所】市役所６階 交流スペース
【内容】協働事業提案の概要説明

第１回和光市協働推進懇話会
和光市の協働について、学識経験者及び市民活動団
体・公共団体の代表者、庁内からの代表が集まって、
総合的な視点で話し合います。傍聴にいらっしゃいま
せんか？
ママ友カフェ in 和光
日 時：８月６日（火）１５時～１７時
場 所：中央公民館 研修室
議 題：
◆協働事業の検証について（市内の協働事例につい
て、評価シートを用いながら懇話会で検証します）
◆協働の課題について（年間テーマ：改定した協働指
針における"協働の課題"について検証します）

団体イベント情報
映画『みんなの学校』
上映会 + 対話会
『すべての子供に居場所がある学校を作りたい』不登
校も特別支援学級もない、同じ教室で一緒に学ぶ、ふつ
うの公立小学校のみんなが笑顔になる挑戦。
全国で話題のドキュメンタリー映画、和光市初上映を
市民の手で実現しました！
日 時：９月８日（日）
①上映会 10:30～／13:30～（開場 30 分前）
②対話会 15:30～
場 所：和光市民文化センター サンアゼリア 小ホール
定 員：各回 200 名
費 用：前売り大人 1,000 円（当日 1,200 円）
前売り小中高校生 500 円（当日 600 円）
※未就学児の入場可
（膝上無料、座席が必要な場合は子ども料金）
※車椅子スペースあります
※授乳室、おむつ交換室のご用意あります
※ベビーカーは、お預かりいたします
主 催：「みんなの学校」みんなで観よう！ in 和光
実行委員会
申込み・問合せ：
https://www.wakokyodo.net/minschool/

団体イベント情報

地域のイベント
夏のラジオ体操

シニアがホストの夏休みこどもサロン
工作（万華鏡、ブレスレット、他いろいろ）遊び・読み聞かせ
の他、絵本から飛び出したタコやイカ達が踊る絵本歌遊び＆合
奏（11：00～、13：30～）もあるよ。飲食スペースでは休
憩や持参したお弁当を食べることも可能。ゆめあい工房のパン
の販売あり。今年も涼しい場所でいっぱい遊ぼう！
日 時：8 月 19 日(月)10:00～15:00
場 所：和光市民文化センターサンアゼリア小ホール
対 象：未就園児・園児（保護者
同伴）小学生低学年
定 員：100 名（工作は材料が
なくなり次第終了）
申込み：事前申し込みなし、直接
お越しください
参加費：無料
その他：保育はありません／水分
補給の飲み物を必ず持参
／ケガ等への保険はあり
ません
主 催：NPO 法人みんなで元気
問合せ：070-6638-3750
（山川）

夏は各地域でラジオ体操が実施されます。
参加してみませんか？
ラジオ体操教室 中央公民館体育室
参加自由、参加費無料。途中参加可
問合せ：048-464-1123（中央公民館主催）
◆7 月 26 日(金)13:30～15:00
◆8 月 2 日(金)13:30～15:00
◆8 月 9 日(金)13:30～15:00
◆8 月 16 日(金)13:30～15:00
◆8 月 23 日(金)13:30～15:00
朝のラジオ体操（参加自由、雨天中止）
◆下新倉小学校の校庭
（スポーツ青少年課主催）
8 月６日(火)～8 日(木) 7:00～7:15
◆北原小学校の校庭（北原地区社協主催）
8 月 19 日(月)～23 日(金) 6:30～6:45
◆和光樹林公園芝生広場
（スポーツ青少年課主催）
8 月 20 日(火)～22 日(木) 6:30～6:45
◆本町小学校の校庭（地元自治会主催）
8 月 19 日(月)～23 日(金) 6:30～6:45

音楽とお茶を楽しむ会

オペラ勧進

素敵な演奏を聞いた後に歓談し、お友達の輪を広げ
ませんか。８月はピアノアンサンブル（井上ゆり子、
小川教子、Miran Devetak）
、9 月はチェロ（野津真
亮）とピアノ（清田千絵）のコンサートです。

～歌と芸術よもやま話～ おはなし 和田タカ子

◆8 月 26 日（月）14:00～15:30
◆9 月 30 日（月）14:00～15:30
場 所：シーアイハイツ和光 集会棟 会議室
対 象：どなたでも参加できます。(車椅子でも OK)。
ただし、乳幼児はご遠慮願うことがあります。
（ご相談ください。）
定 員：なし（事前申込不要、当日受付）
費 用：800 円（３か月定期会員／1,500 円）
主 催：気持ちは和会
問合せ：090-7722-2623（吉田）
発行：和光市市民協働推進センター
（和光市役所市民活動推進課内）
℡：048-424-9120
メール：kyodo@city.wako.lg.jp
他にもイベント情報多数
あります！イベントカレ
ンダーも見てみてね！

◆No.133 8 月 23 日（金）15:30～16:30
◆No.134 9 月 20 日（金）15:30～16:30
場 所：音楽レストラン クロシェットドゥボワ
定 員：30 名
費 用：1,000 円
（コーヒーまたは紅茶付き）
主 催：特定非営利活動法人オペラ彩
問合せ：048-201-3121（和田タカ子）

歌声カフェ
～日本の名歌・季節の歌を歌いましょう～
演奏指導・おはなし
和田タカ子
（毎月第 1 水曜日に開催予定）です
◆第 50 回 8 月７日（水）15:30～16:30
◆第 51 回 ９月４日（水）15:30～16:30
場 所：アルコイリス
定 員：20 名
費 用：1,000 円（ドリンク付き）
主 催：特定非営利活動法人オペラ彩
問合せ：048-201-3121（和田）
090-5335-5359（南）

