
令和４年度まちなかステージ関連施設指定管理事業：協働のまちづくり推進事業

こども、保護者、子育て関係団体が集まり交流することで、子育て関連の人・団体のつながりを作り、地域の子育て活動を
活性化させることを目的に開催しているこどもまつり。３年振りの開催となった2022年は10団体が参加しました。

日 時 令和４年５月５日（木祝） 10：00～14：00

会 場 十日町市市民交流センター分じろう 全館

主 催 NPO法人市民活動ネットワークひとサポ こどもプロジェクト

後 援 十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社、東頸新聞社、FMとおかまち

ジャズダンス お箏の演奏と唄

ピアノとフルートの
アンサンブル



ミニチュアお子様
プレートづくり

お菓子な
ポーチづくり

新聞紙のつりざおで
おさかなつり

パネルシアター

木の勾玉づくり

親子でつくろうマイバック



こわれたおもちゃの修理

着物リメイク衣装

デジタルサイネージで
活動紹介



 

      こどもまつり in 分じろう 2022 報告書         
【開催趣旨】 

まちなかステージ関連施設指定管理事業：協働のまちづくり推進事業の一環として、こども、保護者、子育

て関係団体が集まり交流することで、子育て関連の人・団体のつながりを作り、地域の子育て活動を活性化

させることを目的に開催。 

 

【日  時】令和４年 5月 5 日（木祝） 10：00～14：00 

【会  場】市民交流センター分じろう 全館 

【主  催】NPO 法人市民活動ネットワークひとサポ こどもプロジェクト 

【後  援】十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社、東頸新聞社、FMとおかまち 

 

 ■スケジュール                                      

９：00  ～        搬入、準備開始 

10：00         開会 

10 : 30 ～  11 : 30   ステージ発表 

14：00         閉会 

14：00 ～       片付け 

15：00           完全撤収 

 ■実施概要                                                                                        

・十日町地域を中心とした 10 の子育て応援団体が活動の PR やこども向けブースを出展し、こどもや保護者

と交流。 

・参加団体の情報を掲載した情報紙を来場者や参加団体メンバーに配布し、団体情報を発信。 

 

■出展分野 

分 野 団体数 

体 験 ４ 

発 表 ２ 

展 示 ２ 

その他 ２ 

合 計 10 

 

 

■参加団体一覧  10団体（申込順、新規(★)４団体） 

No 分類 団体名 内 容 

1 発 表 ラソダンススクール ジャズダンス３曲 

２ 発 表 ★双葉会こども教室 箏
こと

の演奏と唄３曲 

３ 体 験 ★株式会社良品計画 無印良品直江津 B5 サイズのバッグにお絵かき(150円) 

４ 体 験 ★伊乎乃
い お の

の里・縄文サポートクラブ 木の勾玉
まがたま

作り(500 円) 

５ その他 アレグロ フルートとピアノで BGM 演奏 



 

６ 体 験 子そだてサークル むすび 
①新聞紙の釣り竿でおさかなつり(100 円) 

②パネルシアター 

７ 体 験 ★MOGU
も ぐ

 to
と

 TE
て

 
①ﾐﾆﾁｭｱお子様プレート作り(1,000円) 

②お菓子なポーチ作り(800 円) 

８ 展 示 十日町おやこ劇場 デジタルサイネージで活動紹介 

９ その他 十日町おもちゃ病院 壊れたおもちゃの修理 

10 展 示 まちなか手芸部 着物リメイク衣装の展示 

  ※ステージ発表司会：韮澤篤(ひとサポ理事) 

 

 ■来場者数                                       

   230 名 （前回(平成３１年度)：６00 名） 

 ■広報・印刷物                                        

・チラシ：A4カラー両面、5,000部。市内保育所・小学校、津南町内保育所・小学校の園児、児童全員に 

配布および公共施設へ配架依頼 

・子育て応援団体インフォメーション：A4白黒両面、200 部。当日来場者へ配布 

・十日町タイムス「市民活動つうしん」4 月号、記事提供 

・その他掲載：市報お知らせガイド、ニューうおぬま 

 



令和４年度まちなかステージ関連施設指定管理事業：協働のまちづくり推進事業

5月5日（木） 10：00～14：00
会場：十日町市市民交流センター分じろう（本町2丁目226-1）

ご来場の際は、分じろう裏手の立体駐車場（有料）をご利用ください。
分じろう１階の多目的トイレ内に、ベビーシートがあります。

くわしい出展内容はうら面をご覧ください

NPO法人 市民活動ネットワークひとサポ ☎761-7444（火曜定休）問合せ

十日町新聞社、十日町タイムス社、妻有新聞社、東頸新聞社、FMとおかまち後援

NPO法人 市民活動ネットワークひとサポ こどもプロジェクト主催

ぶん

～保護者の方へ～
・当日はマスクの着用、手指の消毒、検温にご協力をお願いします
・37℃以上ある場合や、体調が優れない場合は来場をお控えください。



子育てに関連するチラシや
団体情報紙を設置します

ダンス発表
こどもたちがジャズダンスを披露！

和の世界を楽しみましょう
こどもたちによるお箏(こと)の演奏
（「まりと殿様」他１曲を予定)

アンサンブル
フルートとピアノで会場を盛り上げます

親子でつくろうマイバッグ
B5サイズのマイバッグに絵を描いて、世界に１つだけ
のオリジナルマイバッグをつくろう！ （¥150）

木のまがたまづくり
“木”を使って勾玉（まがたま）をつくろう！
つくった勾玉はチャームにできるよ♪（¥500）

ミニチュアお子様プレートづくり
ねんどで、小さくてかわいい自分だけのオリジナル
お子様ランチプレートをつくろう！（¥1,000）

お菓子なポーチづくり
お菓子の袋で、チャック付きのかわいいポーチをつくろう！
お菓子はポーチに入れて持ち帰れるよ♪（¥800）

パネルシアター
どんなお話かは当日のお楽しみ♪

11時と13時の２回行うよ

おさかなつりをしよう！
新聞紙でつりざおをつくって、魚釣りのゲームを楽しもう！
※釣り竿はお持ち帰りください （¥100）

おもちゃの修理
こわれてあそべなくなったおもちゃを修理します

活動紹介
おやこ劇場は今年で３０周年！どんな団体かな？

大きなモニターで見てみよう！

きものリメイク衣装展示
きものがタキシードやワンピースに大変身！



こどもまつりに集まった市民活動団体の情報を掲載しています。
仲間づくりや、子育て関連の活動・お楽しみをお探しの時にぜひお役立てください。

【発行】2022年5月5日 NPO法人市民活動ネットワークひとサポ
〒948-0082 十日町市本町2丁目226番地1
TEL 025-761-7444 FAX 025-761-7445 E-mail  info@hitosapo.info

とおかまち
市民活動
ひろばHP

フルートとピアノのアンサンブルです。
段十ろうにて下記日程で練習しています。
月曜夜（第１、３、５ ) ：練習室１
日曜午後（第２、４） ：練習室３

興味ある人は、フルートでなくてものぞいてください。

昨年１１月、川西公民館千年の森ホールでラソダンス
スクールのバレエ伴奏、今年２月の段十ろうのステージ
開放で、バレエ伴奏に加えてアレグロ単独のステージ発表

をやらせてもらいました。
お客様を意識して緊張の下で演奏
することは何よりの勉強でした。

ピアノとフルートのアンサンブル♪

アレグロ

📱 025-757-4779（内山）

ラソダンススクール
バーレッスンを基礎にモダンバレエやジャズダンスのレッスンをして
います。柔軟性、体幹の形成、バランス感覚は、あらゆるスポーツの
基礎になります。
指先や姿勢の美しさは一生の宝になるでしょう。
昨年秋には全日本小中学生ダンス
コンクールに出場しました。
好きな事は頑張れる！
踊る事が好きな子、
一緒にレッスンしましょう♪

モダンバレエ、ジャズダンス教室

✉ milk.4412@gmail.com(太島彰子)

※生徒さん随時募集中※

千手コミュニティセンター
★エントランス

(年少トイレの自立～)
毎週木曜日17:00～17:50

段十ろう講堂
★ビギナー(小学２年生～選抜)
毎週水曜日17:00～18:15

★アドバンス(小学３年生～選抜)
毎週水曜日17:00～18:35

📱 080-5006-8804(杉本登美子)

双葉会こども教室
・学校教育にも取り入れられた和楽器(箏・三弦)を楽しむ
サークルです

・和楽器を通してコーラスや他の多くの楽器とのジョイントを
楽しみながら、大勢の老若男女の方々と童謡や民謡の樂曲を
学びコミュニケーションを計っております
(演奏会や施設訪問など)
６月開催予定の市民音楽祭に参加予定(開催日はまだ未定)
12月４日双葉会主催演奏会に参加します

箏(こと)演奏を学び楽しみます

★レッスン日(個人レッスン)
毎週土曜日13:30～
中里保健センター

十日町市と連携協定を結び、月１回、毎月10日に移動販売
バスで十日町市に来ています。

無印良品は衣服、生活雑貨、食品という幅広い品ぞろえか
らなる品質の良い商品として、1980年に日本で生まれまし
た。無印良品の店舗は現在、全世界で1000を超え、商品ア
イテムも、衣服や生活雑貨、食品、そして家まで、7000ア
イテムを超えました。

移動販売バス運行中！

株式会社良品計画 無印良品直江津

〒942-0004
新潟県上越市西本町3-8-8
直江津ショッピングセンター２階

☎ 025-520-7591

無印良品
直江津HP

十日町市やその周辺地域の縄文時代の遺跡などを活かす
ような活動を行ない、人と人との交流を盛んにして活気
ある地域づくりをすることを目的として活動しています。
木の勾玉作りやベンガラ染めワークショップなどの出張
イベントも開催しています。
会員も随時募集しています。お気軽にお問い合わせ下さい。

イベント開催、運営、遺跡のガイド等

伊乎乃の里・縄文サポートクラブ

✉ iwononosato@gmail.com

Twitter Instagram

いおの



十日町おもちゃ病院
壊れたおもちゃを修理する「おもちゃの病院」です。
(交流電源のもの、モデルガン等は修理不可)
会員(ドクター)12人、毎月第３土曜日10:00～15:00
(受付は14:00まで)に分じろう２階のルーム１で病院を
開設しています。

おもちゃの修理に興味ある方、一緒に活動しませんか？
女性も大歓迎です。

おもちゃの修理します

📱 090-1030-5042（事務局 長野和明)

【2022年度開設予定日】
6月18日、7月16日、8月20日、9月17日、10月15日、
11月19日、12月17日、1月21日、2月25日、3月18日

ＮＰＯ法人 市民活動ネットワークひとサポ
人とひと、人と団体、団体と団体をつなぎ、絆を紡いでいくことで
十日町市の市民活動を充実・活性化させるために発足した団体です。
分じろう・十じろうの管理運営、交流イベント、市民活動相談窓口

などを通して十日町市が元気
になる活動を応援しています！

市民活動でまちを元気に

☎ 025-761-7444（火曜定休）

とおかまち
市民活動
ひろばHP

「タンスに眠る着物を世の中へ」をコンセプトに活動
しています。

着物リメイクフォーマル衣装の制作やレンタル、
ファッションショーなどを行なっています。

まちなか手芸部

着物リメイク衣装の制作とレンタル

📱 090-9018-5341（久保田果奈子）

月に数回、分じろうや様々な所でワークショップをして
います。
ミニチュア・お菓子なポーチ・マクラメ・ミサンガ・
つまみ細工などかわいい＆おしゃれな雑貨を一緒に
作りませんか？
物作りの楽しさ、できた！！の喜びを一緒に感じましょう！

その他、子供会や各種団体の行事などにも、お気軽に
お声がけ下さい。

ＭＯＧＵ ｔｏ ＴＥ

かわいい♪楽しい♪ワークショップの開催やイベント出店

もぐ と て

LINE
※こちらからお友達登録後、トーク画面にて
メッセージを受付ています。

子育て、お茶会

子そだてサークル むすび

毎月第２・４木曜日に川治公民館で活動しています。
(10時半～14時ごろ）

子育て中のアレコレをおしゃべりしたり、情報交換したり、
ちょっとのんびりしたり、しませんか。
詳細や定期活動以外の活動のお知らせはfacebookページで
案内しています。

📱 080-5426-5524（阿部）
✉ tokamachi.musubi@gmail.com

◎未就園児と保護者のお楽しみ「わくわくKIDS」、色々な世代の女性の交流
「大人バレエ＆ヨガ」、ハロウィンシーズンには大人も子どもも仮装でノリノ
リ！他にも高学年キャンプや暗やみ豆まき会など、アイディア出し合って楽しみ
ます(^O^)／
◎今年は十日町おやこ劇場３０周年！上質の生のステージを、どうぞご一緒に！
☆「チョコレートはんぶんこ/ピアノ弾き語りコンサート」５月15日(日)15時～
会場：千手コミュニティセンター

☆「シャボン玉の魔術師ミケーレ・カファッジ」６月26日(日)15時～
会場：ユーモール中里

更に11月「ピアニカの魔術師」etc
コロナに負けず「文化の灯」をともし続けましょう♪

十日町おやこ劇場

「文化で子育て！」親子で鑑賞会や自主活動を楽しみ、感性豊かに育ち合います

📱 090-2548-0507（丸山）

✉ oyako.wakuwaku.10.2@gmail.com

Instagram


