
アンケート協力や LINE 登録で
企業からの素敵な協賛品や
オリジナルグッズをプレゼント！

熊谷の自然を守る活動や病気や介護などの生活のお悩み、
多文化共生や健康づくりといった、様々な活動に取り組む
団体がPRする、手づくりのお祭りです。
今年で 15回目の開催。

ステージプログラム

10月2日（日）

10月1日（土）
会場はニットーモール 1階！

ニットーモール会場

12:35～

13:30～

14:00～

「籠原駅を愛する会」
緑綬褒章受賞記念コンサートの様子

「ひばり会　歌ボランティアグループ」
10/2 日に発表会を開催。歌う仲間募集中！

「シフォン」篠笛ヴィオリラ演奏
馴染みある曲を優しい音色の篠笛で演奏

14:30～ 「フラ・レイ・ロゼラニ」
フラダンスで楽しく健康に！

15:00～ ラジオ中継②

17:00～ 市民活動を動画で紹介！

10:00～ 市民活動を動画で紹介！

11:00～ ラジオ中継①

12:15～

12:45～12:45～

13:30～

13:15～

14:00～

15:00 ～

「アクセント」（キッズダンス）

ニャオざねまつり実行員会トーク

「コールNK」

協力企画：ココロトオドルカフェ

15:00～ 協力企画：ココロトオドルカフェ

歌を通じて、健康で明るい地域づくり

15:30～ 「熊谷街音準備会」　平和の唄　ギター

メンバーが福祉関係従事者のバンドです！

14:30 「Seeds」
ゴスペルを一緒に楽しみたい方、募集中！

12:15～ 「Amazing  joy」　ゴスペルクワイヤ
アメイジングに喜んで賛美する集まりです！

16:00～ ザ・クンパクンパ

熊谷を音楽で楽しい街に！

「二十二夜　～今と昔を重ねる処～」
古の時より続く民間信仰「月待ち講」
を復活させ、不定期にイベントを開催

子供たちの元気なダンスを披露

16:30～ 「鳴子会　熊舞」　よさこいソーラン踊り
活動 21年目。踊って笑ってリフレッシュ！

17:00～ フィナーレ　委員長よりご挨拶

11:00～ ラジオ中継③

PLACEホール（アズ６階会場）

今年は２会場！
中継・配信も !!

（順不同・敬称略）

※1日の上限があります

LINE

ご協力、
　ありがとうございました！

9月 27日（火）12:00～
　10月 2日（日）　18:00 まで

ニャオざねまつり 2020　プログラム　ニャオざねまつり 2020

主催：ニャオざねまつり実行委員会 お問い合わせ・048-522-1592

Wood Cottage　
株式会社　紅葉屋本店
立正大学　
タカヒロフーズ株式会社
社会医療法人　熊谷総合病院
松本米穀精麦株式会社　
くまがや市商工会　
株式会社　武州養蜂園　
株式会社　ピーアイピー
株式会社　西田園　
熊谷産業株式会社　
有限会社　小此木商店　　

株式会社ポスネット　ポスネット埼玉
赤尾商事株式会社　セルフ妻沼SS　
日清シスコ株式会社　東京工場
おふろカフェ　ハレニワの湯　
社会福祉法人　熊谷福祉会　はなぶさ苑　
ひばり会（歌ボランティアグループ）
認定NPO法人　熊谷市ほたるを保護する会 
NPO法人　熊谷の環境を考える連絡協議会　
熊谷健康づくりウオーキングクラブ
ゼリア新薬工業株式会社　埼玉工場
深谷のもやし屋　飯塚商店

ワイルドナイツカフェ
日清シスコ株式会社　東京工場　
大和屋　株式会社
熊谷明るい社会づくりの会
おふくろの会　
FMクマガヤ　
 ITC-J   
エコネットくまがや   
シナリ―化粧品
株式会社　クジライ
積水ハウス（株）埼玉北支店

「ニャオざねまつり」は

協賛品・協賛金などで応援をいただいた
企業・団体のみなさま

アンケート



くまがやをもっと良くしたい！
さまざまな団体の活動をパネル展示で紹介

食器洗いで活用「綿たわし」制作
※材料費 100円

ビーズで
ストラップづくり

熊谷友の会

子どももシニアも楽しめる、
エコドライブ体験

昨年、大好評だったバルーアート

遊 to ピア

気軽にできる！
バルーンアート
さいのくに
ケアリングクラウン隊

親子でも楽しめる
折り紙教室
折鶴の会

くるみボタンで
マグネットづくり
布絵本の会「玉てばこ」

趣味サークル

余った布でリサイクル
布ぞうり講習

9月 30日（金）

10月 1日（土）

ラジオ (FMクマガヤ )で活動紹介！

10 月 1日（土）
○今、必要な防災知識のご紹介
　防災支援研究会
○一緒に身近な国際交流を体験しませんか？
　熊谷市国際交流協会
○子どもたちに自然を残そう！
　(N) エコネットくまがや

○殺傷分０ を目指ざす、地域猫活動
　COCOレンジャー
○熊谷の魅力を案内！
　くまがい探偵団
○立正大学
　地域とつながる活動の紹介

○ゴスペルをはじめてみませんか？
　Seeds　Amazing joy
○楽しく歩いてフレイル予防！
　熊谷健康づくりウオーキングクラブ
○妻沼の文化や荻野吟子記念館を案内
　めぬまガイドボランティア阿うんの会

○こども、若者の居場所づくり
　NPO法人 若者支援ひろば三愛
○よさこいの踊り手大募集！
　くまがや鳴子会　熊舞
○地域の自然を守る活動
　熊谷の環境を考える連絡協議会

○熊谷の若者、学生の活動紹介（立正大）
　熊谷キャンパス活性化プロジェクト
○蔵と古民家の納屋を活用
　二十二夜～今と昔を重ねる処～
○ニャオざねまつり実行員会

10 月 2日（日）

ITC-J
くまがい探偵団　　　　
防災支援研究会
熊谷友の会　
おふくろの会　　
あおぞら研究会　
籠原駅を愛する会　
アンサンブル・ジョア
さきたま新聞

製本装幀クラブ　
コミュニティハウス 310
すいっと熊谷
立正大学
9条の会・熊谷　
「阿うんの会」
AXENT（アクセント）
明るい社会づくりの会
彩活アクティブサポート　

製本装幀クラブ
製本講習

エネルギーかるた
(N) 熊谷の環境を考える
連絡協議会

エコドライブ体験
手づくり教室
(N) エコネットくまがや

発電体験
太陽光発電所
ネットワーク
埼玉北部エリア交流会

10 月 2日（日）

思い出を缶詰に！
コミュニティ
ハウス 310

AAリボーントライグループ
NPO法人 自立生活支援センター遊ＴＯピア
NPO法人 くまがや地域通貨研究会
NPO法人 くまがやピンクリボンの会
認定NPO法人 熊谷市ほたるを保護する会
手づくりマイ紙芝居・紬（つむぎ）の会　
二十二夜～今と昔を重ねる処～
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
熊谷健康づくりウォーキングクラブ
介護者サロン　熊谷ほっとたいむ
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会
NPO法人 エコネットくまがや
埼玉県北部地域振興センター   　　

手づくりや地域や環境に優しい、小物の販売

活動をちょっと体験できる、ワークショップ

在宅ライフ倶楽部
布絵本の会「玉てばこ」
あすなろ・すみれ会
熊谷友の会
あおぞら研究会
趣味サークル
アンサンブル・ジョア
こぐまハウス
二十二夜　～今と昔を重ねる処～
製本装幀クラブ
NPO法人 自立支援センター 遊ＴＯピア
COCO レンジャ -
ひだまりの会

9条の会・熊谷
NPO法人 熊谷そば打ち会
NPO法人　市民後見センター
NPO法人　ＮＰＯくまがや
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 くまがやピンクリボンの会
めぬまガイドボランティア「阿うんの会」
NPO法人 熊谷の環境を考える連絡協議会
折鶴の会
ITC-J
熊谷健康づくりウォーキングクラブ
ハチドリくらぶ

9 月 27 日（火）12：00～
9月 29 日（木）18：00

※順不同・敬称略

申込みは総合案内か、048-522-1592 へ！

15:00～

16:00～

15:00～

11:00～

11:00～
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11:00～13:00 13:00～16:00 16:00～18:0010:00～13:00

14:00～16:00 13:00～14:30

10:00～14:00 11:00～16:0010:00～13:00

15:00～16:0013:00～15:00


