
議会棟

総合案内（本部）

会場案内、遺失物・迷子の受付等

和光自然環境を守る会/生き物の水槽展示

環境課/補助金制度の周知

和光おもてなし隊

活動報告、五輪わなげ、紙芝居

わこう子育てネットワーク

活動紹介、チラシ配布

和光市身体障害者福祉会

ポップコーン販売

ぽけっとクラブ/缶飲料、おやつ販売

クリード和光/アクセサリー販売

オペラ彩/イベントのお知らせ、

オペラの魅力発信

和光市100人カイギ実行委員会

活動紹介、ライブ配信

長寿あんしん課/救急医療情報キットの紹介

行政棟

展示棟

１０：００～ オープニングセレモニー

１０：２５～ 和太鼓会和光太鼓

１０：４５～ 和光ラジオ体操会

１０：５５～ ＰＲタイム①

クリード和光/TJUP/図書館

社会福祉協議会/すまいる工房

１１：１０～ ポイ① 左上詳細記載

１２：１０～ ポイ+エイサー①

１２：３０～ ＰＲタイム②

公園みどり課/和光市 100人カイギ

和光市チーム SDGｓ/

長寿あんしん課

１２：４５～ WAKOゴスペル

１３：０５～ ポイ②

１３：５５～ ララ・ジョイサークル

１４：０５～ エイサー 左上詳細記載

１４：３５～ ポイ+エイサー②

さつきなどの盆栽・山野草の展示

みどりのパートナーパネル展

盆栽の手入れ実演 13:30～14:30

緑の募金（協力者には苗木のプレゼント）

子どもの絵画入選者作品展示

みどりの基本計画パネル

会場案内中央広場ステージ

5月 2９日 （日）

10時～15時

植込み体験講座 13:30～15:00
【企画展示室】事前申込み制

♪
♪

ステージ

和光消費生活の会/活動紹介、クイズ

和光姉妹都市交流会/パネル展示、ゲーム

わこらぼフェス・エイサー×

和光市民舞を踊る会

太鼓・三線の展示

わこらぼフェス・ポイ/ポイの製作

埼玉東上地域大学教育プラットフォーム

大学・短期大学の案内パンフレットの配布

政策課/和光市のまちづくりクイズ

和光市自治会連合会

ヨーヨー、自治会加入促進PR

77.5LivelyFM/チラシ配布

みんなの

わこらぼまつり

2022

わこらぼフェスタイムテーブル

●コロナ感染症対策のため、会場内は飲食禁止です●

わこらぼフェスコンテンツ紹介

和光市チームSDGｓ/エコグッズ販売

わこうフードネットワーク準備委員会

活動紹介、フードドライブ受付

社会福祉協議会 地域福祉課

取り組み、運営事業所の紹介

すまいる工房/パン、自主生産品の販売

和光市農産物庭先販売組合

産業支援課

市内産農産物の販売、PR

図書館/古本配布、読み聞かせ、

ブックスタート

わこらぼフェスプロジェクトメンバーは市民

や和光市につながりのある方、目的に賛同

いただいている方等約40名により構成さ

れています。半年間にわたりワークショッ

プにてコンテンツづくりを進めてきました。

今年度は『ポイ』と『エイサー』のステージで

す。

●ポイ

昨年度大好評だったジャグリングパフォ

ーマンスを幅広い年代で披露します！

⑭ブースではワークショップを行います。

一緒に回しましょう！

●エイサー

和光市民舞を踊る会がフェスとコラボ。

⑭ブースでは楽器に触れることがで

きますよ。一緒に踊りましょう♪
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みんなの活動マルシェ



６
長寿あんしん課
高齢の方等に対して救急医療情報キットを無料で

配布しております。ご自宅に救急隊を呼んだ際に、

かかりつけ医や緊急連絡先を記載して、救急搬送に

役立てるものです。もしもの時のために、ご自宅に

備えておきましょう！

２ ６
越戸川で活動を始めてから 25 年余。都市化で

汚染されていた川に今や清流が戻り、様々な生き

物が溢れ、子供達の歓声がこだましています。和光

市の皆様、川仲間に加わり一緒に汗をかきません

か。

「100人カイギ」とは、その街で働く・学ぶ・

住む100人の生き方を聞く試みで、毎月５名の

ゲストにお話し頂いています。是非、近くに住む

素敵な方々と繋がりにいらしてください。

FB：https://www.facebook.com/wako100nin/

社会福祉協議会 地域福祉課

和光自然環境を守る会 和光市100人カイギ実行委員会

７
政策課
和光市のまちづくりをクイズ形式で紹介します。

クイズに答えてくれた方へ、バルーンアートやトー

トバッグ、クリアファイルをプレゼント。是非、遊

びに来てください。

３ ７
埼玉東上地域の大学が「多様な高等教育の提供」

「生活しやすい地域づくり」「地域産業の活性化」

を掲げ、自治体と地元企業とともに地域活性化を

目指したプラットフォームです。

和光おもてなし隊 埼玉東上地域大学教育プラットフォーム

４
ぽけっとクラブ

８
77.5 LivelyFM
受信地域である朝霞市・志木市・和光市・新座市

に暮らす人々が主役となる情報をラジオ放送で発

信しながら、まちづくりを推進していきます。ブー

スにはチラシを設置します。

４ ８自治連ブースではヨーヨー釣りを開催します。自

治会に関する質問にも対応いたします。皆様のご来

場を、心よりお待ちしております。

ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク

和光市自治会連合会

５
特定非営利活動法人オペラ彩

５
障害者共同生活援助施設のクリード和光と申しま

す。当施設では作業として利用者さんと支援員が協力

してアクセサリー作りを始めました。多少不揃いのと

ころもあるかもしれませんが、是非見ていってくださ

い。

クリード和光 和光市農産物庭先販売組合・産業支援課

みんなの活動マルシェ

和太鼓会和光太鼓
和太鼓の響きに心をひかれ、一打

一打真剣に稽古をしています。なか

なか体験することがない和太鼓！

皆さんも是非叩いてみません

か！！

和光ラジオ体操会

参 加 団 体 紹 介

２
雨水は貴重な水資源です。市では貴重な水資源

である雨水の有効活用や湧水の保全、雨水の涵養

のため、雨水設備関連の補助事業を実施していま

す。ご興味ある方は、環境課までご連絡ください。

環境課

３

『心を込めた花で明るい街づくり』をテーマに駅

前広場に花プランターを設置しています。水やり等

の作業に皆さんも一緒に参加してください。

和光市身体障害者福祉会

「一人の子育てからみんなの子育てへ」を合言葉

に、地域に顔が見えるつながりを生み出し、子育て

をみんなで支えあう社会の実現を願い活動してい

ます。

ふれあい、助け合って、いくつになっても生き生

きと自分色の暮らしが出来るよう、会員相互の親睦

を広げていくことを希望します。

和光に生活クラブ生協ができて40年経ちました。

食材の宅配を通して同じものを食べる仲間を増やす

こと、環境のこと、未来のことを一緒に考える仲間づ

くりをしています。是非ご家族でお越しください。

９
１０

組合員の畑の庭先に設置した野菜販売機などで、

新鮮な野菜をお届けしています。毎月第４水曜日

（１６時から１８時頃まで）には、南口駅前広場で

「軽トラ市」を実施し、生産者自ら販売しています。

是非、お立ち寄りください。

古本の提供とブックスタート事業の紹介を行

います。

図書館

１１
和光市チームSDGs
和光市チーム SDGs「わこサス」です。私たちは

SDGs を実践する様々なイベント（本の交換会、子ど

も食堂、畑で自然体験、フードパントリーなど）を実

施しています。ぜひ一緒に活動しましょう！当日はエ

コグッズ販売を行います。

わこうフードネットワーク準備委員会

１１

１２
１２
チャレンジドの日常生活と社会生活の自立を目的と

した施設です。焼き立てのパンは地域の皆さまにおいし

いと評判です。普段の売り場ではテイクアウトのほか喫

茶コーナーではドリンクと共にお食事も可能です。

社会福祉協議会就労継続支援B型施設すまいる工房

１３
和光消費生活の会

和光姉妹都市交流会

１３
身近に国際交流を感じてみませんか？姉妹都

市、ワシントン州ロングビュー市について多くの

方々に紹介し、ホームステイ・ホームビジット等

の相互交流体験談を交えて今後の活動指針を作り

たいと思います。会員随時募集しています。

１４
「エイサー」と「七頭舞」という踊りを練習してい

る「和光市民舞を踊る会」です。幼児から大人まで踊

りに興味がある人は大歓迎です。Facebook やメール

（sonodakousei@hotmail.com）でご連絡ください。

わこらぼﾌｪｽ・エイサー×和光市民舞を踊る会

私たちは和光市内半径２キロのおすそわけができ

る場、食を中心に、みんなの居場所を作りたいと立ち

上がった団体です。こども食堂も和光市内に増やした

いと思っています。よろしくお願いします。

皆さまからの会費や共同募金で福祉共育や交流事

業、住民主体の活動を支援するほか、チャレンジド施設

等を運営し、成年後見制度や障がい福祉サービスの利

用、家計の見直しなどの相談機関も受託しています。

第一月曜日に市役所６階協働推進センターで例会

を開催しています。「より良い消費生活をする為に」を

目的に発足した６名の市民団体です。最近は和光市に

多くのスーパーがオープンしており、「○○スーパー

はポイントが良い」等の情報交換も行っています。

ラジオ体操は大人から子どもま

で共通で楽しめます。ラジオ体操

で健康づくり、コミュニティづく

りをしませんか？

WAKOゴスペル
～清水かつらをうたう～
とにかく自分たちが楽しむのが

目的で集まっています。楽しく歌っ

ていると、周りも楽しくなります

よ。

ララ・ジョイサークル
ソロ・ウクレレをアンサンブル

（パートに分け演奏）でも楽しめま

すが、数本のウクレレもパートに分

けて演奏するウクレレ・アンサンブ

ルに挑戦しています。

ステージ上をはじめとした会場の装飾は、わこらぼフェスの「装飾チーム」が

担当しました。装飾のテーマを「エシカル（倫理的な）」とし、処分予定の枝葉

や古布を活用し地球環境へ配慮したものとしました。この取り組みにあたって

は市内で造園業を営む株式会社ループグリーン様に手入れ後の枝葉をご提供い

ただいたほか、保管方法等についてもアドバイスをいただきました。またポイで

使用するテニスボールは和光市テニス協会様からご提供いただきました。他に

も広報活動にご協力いただいた皆さまなど、わこらぼまつり開催にあたりご協

力いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます。

和光市民文化センターでのオペラ上演、移動公演「泣い

た赤鬼」、「オペラ勧進」「歌声カフェ」等、和光市を中心

に38年間活動しています。HP：https://opera-sai.jp/

ステージ発表 市民活動団体

１４
ニュージーランド発祥のアートパフォーマン

ス、ポイ。ブースではポイにて使用するジャグリ

ング道具を製作します。一緒に作って、ポイのパ

フォーマンスに飛び入り参加しませんか。

わこらぼﾌｪｽ・ポイ

団体紹介の番号は、表面テ

ントブース番号です♪


