見つけよう ! 楽しもう !
令和 3 年度

さいたま市市民活動サポートセンター

オンライン
フェスティバル
フェスティバル HP
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公開期間：令和4年2月28日(月)〜3月13日(日)
U R L： https://saitama-sapofes.com/

市民活動団体のご紹介

市民活動団体の皆さんの日頃の活動をご紹介し、皆様にコロナ
に負けない元気をお届けします。参加団体の動画やチラシ・ポ
スターなど多種多様な情報がありますのでお楽しみください!
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サポフェス
交流カフェの配信

「コロナ禍でも楽しく市民活動」をテーマに交流会をZoomに
て開催します。その模様をライブ配信いたします。

●サポフェス交流カフェ 3月5日（土）13:30〜
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協力校の
市民活動ポスター展示

当センター近隣の中学校及び高等学校の生徒さんに市民活動
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講座・セミナーの配信

今年度サポートセンターで実施した講座の一部を動画で配信し
ます。法律相談事例発表セミナーはライブ配信いたします。

●動画編集講座 ●ショートムービー作成講座 ●Zoom講座
●法律相談事例発表セミナー 3月6日（日）開催予定
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サデコＭＯＮＯがたり

さいたま市では、障害者が作るハートフルグッズが勢揃いす
るオンラインストア「サデコ MONO がたり」をオープンしま
した。
「サデコ MONO がたり」に参加している障害者施設や
その製品などを紹介いたします。
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コムナーレのご紹介

浦和駅東口駅前ビル8〜10階のコムナーレをご紹介します。ま

をテーマとしてポスターを描いていただきました。ぜひご鑑賞

た、当センターがどんなところか知っていただくために、実行

ください！

委員の皆さんと動画を製作しました。ぜひご覧ください。

主催
お問い合わせ

さいたま市市民活動サポートセンター

(指定管理者 公益財団法人さいたま市文化振興事業団)

〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 9F
TEL：048-813-6400

FAX：048-887-0161

Present
フェスティバルのHPに
隠されたキーワードを
見つけると、
サポートセンターにて
先着100名様に景品をプレゼント！

参加団体一覧
医療
福祉

生きがい彩の会

心にひびく活動と素晴らしい仲間たち〜高齢者の生き
がいづくりを応援します。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
さいたま実行委員会

医療
福祉

地域に根差したがんサポーターの和（輪）スローガンは
「迷わせない・困らせない・ひとりにさせない」

特定非営利活動法人ハンドセラピー・彩

医療
福祉

手のひらで伝える温もり

地域福祉事業

青少年の健全な育成

日本心臓ペースメーカー友の会
埼玉県支部

医療
福祉

心臓ペースメーカーを植込むことへの不安・悩みごと
を少しでも解決するお手伝いをします。

公益社団法人さいたま観光国際協会
国際交流センター

国際協力
観光

地 域 の 奉 仕 と 親 睦 と 国 際 交 流。わ た し た ち は 埼 玉
YMCA の青少年育成活動を応援します。

特定非営利活動法人
ワールド・サポート・プロジェクト

国際協力
観光

地球上の水は、
「いくらでもあるもの」から「限られたも
の」になってしまった。人と自然の架け橋となって水資
源を見守りたい。

埼玉県青年国際交流機構

国際協力
観光

今こそ海外。笑顔と感動にあふれた国際交流の魅力を
ご紹介します。一緒に体験してみませんか？

特定非営利活動法人
劇団サードクォーター

芸術

アリスねっと

芸術

「劇団サードクォーターにはそこらへんの草でも食わ
せておけ！」私たちは…負けない！表現の火を燃やし
続ける！

次世代につながるネットワーク

オカリナグループ柿の木

国際協力
観光

芸術

スポーツ
スポーツ

悠久の歴史を持つ国、中国から来たスポーツがカン
フー（中国武術）です。日頃の練習の成果を発表します。

エコ．エコ

環境

自然はともだち−つながりのある自然に気づこう !

地域 ICT クラブさくら

情報化
社会

地域の人々に、ICT（情報通信技術）技術の活用を広め、
より良い住環境を創造しましょう。

一般社団法人あるかでぃあ
多機能型事業所ぱらだいすかふぇ

授産
芸術
施設

〜お部屋を彩り 癒し、笑顔をもたらします〜 お部屋
を彩る手作りのアイテムを心を込めて作っています。

社会福祉法人埼玉福祉事業協会

国際協力
観光

申込者からのニーズに沿ったコースの提示、丁寧な案
内を心がけて、ご満足いく観光をしていただきます。

さいたま市国際ＮＧＯネットワーク
出逢い、つながり、未来へ
て〜

〜共に未来を創る仲間とし

ピアノアンサンブル チェリッシュ
魅惑のサウンド

国際協力
観光

芸術

エレクトーン

町の音楽屋さん音楽部

芸術

唇に歌を

歌声の集い

授産
施設

障がいは重く、困難でも「働きたい想い」を支え、地域で
自立生活を営むための経済活動への参加を実現します。

随筆グループ・如月の会

芸術

芸術

スポーツ

地域の子ども達と振り返れば 10 年近く一緒に踊り、活
動を続けています。ダンスで繋がり、ダンスで笑顔に !!

笹目川の環境を守る会

芸術
環境

川はまちの顔。
まち
（地域）
の人々の生活を映し出す鏡。
水
辺の環境を保全し、
うるおいのある景観を創出しよう。

有限会社福祉ネットワークさくら
多機能型事業所アトリエ・モモ

授産
施設

「私たちは『障がいのある人が作るスイーツを、最高の
スイーツに』をモットーに、妥協しないプロの味を提供
しています」

特定非営利活動法人ゆうの樹

授産
施設

コスタリカコーヒーの販売等を通じて、地域の方々と
関わりあっていきたいです。

社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会
春里どんぐりの家

埼玉骨髄バンク推進連絡会

医療
福祉

『患者を救えるのは、あなたかもしれない！』骨髄バン
クのドナー登録にご協力ください。

特定非営利活動法人エクアドルの子どもの 国際協力
観光
ための友人の会（ＳＡＮＥ）
南米エクアドルの子どもたちに教育を−SANE−

世界文化料理交流会

国際協力
観光

浦和にいながら海外旅行をしている気分になれる楽しい
サークルです！海外の生活・芸術・料理・会話をご紹介

世界に目を向けよう
〜今、私たちにできること〜

国際協力
観光

出逢い、つながり、未来へ 〜 We Are Partners!! 〜
今は Zoom で学習会：学んで伝えるボランティア

二胡ドリーム

芸術

チンドンバンド１丁目１番地

芸術

チンドン太鼓とサックスで昭和歌謡を歌おう

エッセイを書いてみませんか。小説、童話、自分史でも
ＯＫです。年に四回、同人誌を発行します。

浦和美園 Kids Dance Circle

医療
福祉

二胡の優しい音色で、唱歌や歌謡曲、中国の音楽などを
みんなで楽しむ会です。

昔なつかしの童謡・唱歌を楽しくみんなでわきあいあい
と歌っています。
ぜひ一度御見学にいらして下さいね！

オカリナのすてきな響きとアンサンブルですてきな音
楽を届けます。サックスとのコラボもありますヨ。

ジュニアカンフークラブ

大宮観光ボランティアガイド会

パッション・ワーカーズ会

あなたの気持ちを話してみませんか？生きやすい明日
に向けて一緒に前に進みましょう。

ボランティア（ＩＥＣ、通訳翻訳、ホストファミリー、
ユース）随時募集！興味のある方是非ご登録下さい。

埼玉ワイズメンズクラブ

特定非営利活動法人

医療
福祉

ピーコック

授産
施設

使ってくださる人たちのことを思い浮かべながら、心
温まる商品づくりを心がけています。

キャットピープルズ

芸術

猫の三味線弾きは皆様を喜ばし〜コロナも悲しみも吹
き飛ばし〜皆様が笑顔で元気で生きる助けを致します。

街中 × アート

芸術

「街中 アート」はアートを通じて皆様の気持ちに豊か
なものが生まれるよう、日常生活との共存を考えます。

背守り紡ぎプロジェクト

子どもの
健全育成

背守りの刺繍を通して、
地域で子育てを応援していきた
い。
子ども達の学びの支援と子育て家族を応援したい。

さいたま市民ネットワーク

まち
芸術
づくり

「生まれて良かった日本、住んで良かったさいたま市」
と誰もが思える街づくりをめざす、市政サポート NPO。

公益社団法人やどかりの里
すてあーず

授産
施設

一般社団法人空想庭園

授産
芸術
施設

障害のある人の「働きたい」を支える・世界にたった一
つの「もの」を通して社会とつながる

手づくりによる世界でひとつの色と風合いを多くの人
に作品を通して楽しんでいただきたいです。

社会福祉法人ハッピーネット
多機能型事業所 大宮ゆめの園

授産
芸術
施設

“手作り”にこだわり、食べる方・もらう方が嬉しいと
思って頂けるよう心を込めて作っています。

