
2022年6月27日発行　第493号 埼玉エリア内で発行しているイベント情報紙ですコープみらい さいたまインフォメーション

※各イベントについてのお問い合わせは主催者にお願いします。　お預かりした個人情報は催し物のために利用し、その他の目的には一切利用いたしません。 2022年6月27日発行  第493号次回の発行は2022年7月11日です
新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止・延期となる場合があります。詳細は各主催者にお問い合わせください。
参加される際には感染症予防対策にご協力をお願いいたします。
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コープみらいは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

主催・申し込み　埼玉県自然学習センター
☎048(593)2891 9時～17時（月・祝日の翌平日休）
＊詳しくはホームページをご覧ください

申し込み コーププラザ所沢　
☎04(2992)2595 10時～16時（日祝休）
E-mail：saitama_jg8423@coopdeli.coop
(件名：「平和」参加希望、①参加者全員の名前②☎を明記してください)

夏休み自由研究応援企画
子どもオンライン連続講座「SDGs を学ぼう」（全2回）

■日時　8月22日（月）10時30分～12時　人のくらしとSDGs
   8月23日（火）10時30分～12時　環境とSDGs

■募集　10人（要申し込み・抽選）　＊両日参加可能な小学4年生以上の子ども対象
 ＊パソコン・タブレット・スマホでZoomが使用できる環境が必要です

■申込期間　6月27日（月）～7月15日（金） 
＊結果は7/22に全員に送信し、参加者には学習資料とZoomの使い方を郵送します

学学びを深める夏にしようびを深める夏にしようin埼玉in埼玉

『疑似体験コーナー』では、戦時
下の小学生の夏のある1日を
約15分で疑似体験できます。

夏休み宿題応援
未来へつなごう！平和のバトン
～きく・しる・まなぶ～
エッセイストでもある山中さんから、2 歳時の被爆体験から今日まで
の平和活動についてお話いただきます。
平和の大切さを知り、皆さんで交流しましょう。

■日時 7月27日（水）10時～11時30分
■会場 所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室1号(所沢市泉町1861-1）

西武線「新所沢駅」西口徒歩5分、「航空公園駅」西口徒歩10分
駐車場あり＊公共交通機関をご利用ください

■募集 12人（要申し込み・抽選）＊小学生以上対象
■持ち物　筆記用具、飲み物
■締め切り 7月20日（水）

＊抽選にもれた方のみ7/23までに連絡します

メッセージについて
核兵器のない世界や平和への思いを記入
した画像をメールでお寄せください。

メッセージ画像の撮影について
スマホなどで撮影した写真データで
サイズは自由です。
＊メッセージが読み取れるものをお送りください
＊メッセージのみ、集合写真など表現は自由です
＊お顔出し・記名は自由ですが、個人情報の写りこみにはご注意ください
＊特定の対象への批判や誹謗中傷は禁止です

共催 地域クラブピースガーデン・埼玉西南ブロック委員会

参加費
無料

オンライン

＊二次元バーコードからも
お申し込みいただけます

埼玉ピースミュージアム（東松山市岩殿241-113）

検索埼玉ピースミュージアム

SDGs（持続可能な開発目標）を、クイズや体験を通し学習いただけます。
一人ひとりが SDGs の達成に向けた「今の私にできること」を考え、理解を深めませんか。

申し込み　二次元バーコードからお申し込みください
主催・問い合わせ　埼玉県本部 参加とネットワーク推進部　☎048(839)2711 9時～17時（土日祝休）

昭和初期から終戦までを中心に、県民
と戦争との関わりを、歴史的な移り変
わりのなかで理解できるように展示。
新聞や日用品などからは、当時のくら
しを感じられます。

問い合わせ　
☎0493(35)4111 （月休）

平和を学ぶ

自然を学ぶ

防災を学ぶ

入場
無料 桶川飛行学校平和祈念館（桶川市川田谷2335-16）

戦時下には、飛行兵の実技教習施設と
して実際に使用された熊谷陸軍飛行学
校桶川分教場を復原整備。平和を発信
し、平和を尊重する施設として開館し
ました。

入場
無料

学校生活の写真や、実際に使用
された教科書、装備品の展示な
どからも、飛行兵たちの当時の
くらしがうかがえます。 検索桶川飛行学校平和祈念館

問い合わせ　
☎048(778)8512 （月・月末休）

企画展『奥秩父の自然』（7/2
～ 10/16）では、甲武信ユネス
コエコパークにも認定された奥秩
父の魅力を紹介。

埼玉県立自然の博物館（秩父郡長瀞町長瀞1417-1）

検索埼玉県立自然の博物館

化石や鉱物、動物、植物など埼玉の自
然を紹介。全長12ｍの巨大ザメの復元
模型や、謎の海獣パレオパラドキシア
の全身骨格化石など、展示は迫力満載
です。

問い合わせ　
☎0494(66)0404 （月休）

観覧料  　　　一般 200円
高校・大学生 100円

＊中学生以下無料

埼玉県自然学習センター/ 北本自然観察公園（北本市荒井5-200）
里山の自然環境を残し、野生の生きもの
がくらしやすいよう、また来園者が自然に
親しめるように整備した公園です。
自然学習センターにはスタッフが常駐し
公園内の動植物の情報を提供しています。

土・日・祝日には自然学習指導員
が公園内の旬を案内する『定例
自然かんさつ会』（当日先着）など
さまざまなイベントがあります。 検索埼玉県自然学習センター

問い合わせ　
☎048(593)2891（月休）

入場
無料

4コースある見学会では、地下神殿とも
呼ばれる調圧水槽や、立坑、排水のた
めの巨大なインペラ（羽根車）などを見
ることができます。
＊コースにより見学部分は異なる
＊小学生以上対象

首都圏外郭放水路（春日部市上金崎720）

検索首都圏外郭放水路

地下鉄よりも深い地下 50ｍに作られた
首都圏外郭放水路は、埼玉県東部の低
平地域を洪水から守るための施設です。
その荘厳なスケールから、映画やドラマ
のロケにも活用されています。

要事前申し込み・先着　
有料（コースにより異なる）
申し込み ☎048(747)0281

提供　国土交通省江戸川河川事務所 地震体験コーナーは、見慣れた風
景の中でのリアルな体験を通して
地震発生時の行動に
ついて学習できます。

埼玉県防災学習センターそなーえ（鴻巣市袋30）

「いざ」というとき行動するためには
事前の準備が大切。
いのちを守る適切な行動や対処方法を
展示や体験コーナーで学びましょう。

入場
無料

検索埼玉県防災学習センター

問い合わせ　
☎048(549)2313（月休）

見て 感じて

参加費
無料

講師 : 山中 茉莉さん
（埼玉県原爆被爆者協議会しらさぎ会理事）

申し込み
E-mail：saitama_jg8427＠coopdeli.coop
FAX 048(573)9344
郵送 〒366-0052 深谷市上柴町西1-23-4 コーププラザ深谷
（①「ブルーベリー摘み」参加希望②代表者の名前、住所、日中連絡の取れる
☎③参加者全員の名前（子どもは年齢）を明記してください）
問い合わせ　コーププラザ深谷
☎048（572）8886 10時～16時（日祝休）

ブルーベリー摘みに行こう！in美里町
国内有数の産地である美里町で、農薬や化学肥料を削減して作った
ブルーベリーについて学び、摘み取り体験をしてみませんか。
人気のブルーベリーソースを使った試食もあります。

■日時 7月31日（日）9時～11時
■集合 遺跡の森総合公園 第3駐車場（児玉郡美里町甘粕343)

＊お車でお越しください
■参加費 600円（入園料、お土産用200ｇ容器付き）

＊０～２歳 無料
■募集 30人（要申し込み・抽選）
■持ち物 筆記用具、飲み物、帽子、タオル、軍手、虫よけグッズ、雨具、マスク
＊長袖、長ズボンでご参加ください。サンダル不可
■締め切り 7月19日（火）必着
＊結果は7/20以降全員に電話で連絡し
当選者には後日詳細を郵送します

＊二次元バーコードからも
お申し込みいただけます

野外の危険講座 ハチへの対処法
野外活動時に気を付けたいハチ。でも、事前に
対処法を知っていれば大丈夫です。彼らも自然
界にはなくてはならない生きもの。まずはその
習性を知り、上手な付き合い方を学びましょう。
■日時 8月20日（土）9時30分～12時
■会場 埼玉県自然学習センター(北本市荒井5-200)

JR「北本駅」からバス「北里大学メディカルセンター」または
「石戸蒲ザクラ入口」、「自然観察公園前」下車徒歩3分 駐車場あり

■参加費 １,０００円
■募集 12人（要申し込み・先着）＊中学生～大人対象
■受付開始 7月20日（水）

共催 美里町・埼玉北部ブロック委員会

美里町マスコット
ミムリン

第37回埼玉県原爆死没者慰霊式に
「平和のメッセージ」をお寄せください

原爆によって亡くなられた方々の追悼と、核兵器が世界からなくな
ることを願って、被爆者の皆さんとともに毎年原爆死没者慰霊式を
おこなっています。当日会場にてスライド上映するメッセージを募集
します。皆さんの平和への思いをお寄せください。
＊式典終了後も動画配信サイトYouTubeで公開予定です

■募集期間 6月27日（月）～7月22日（金）

助成団体 NPO法人プロテクトチルドレン～えいえん乃えがお～
川口市

コープみらいでは、千葉県、埼玉県、東京都内で豊かな地域社会
づくりのために活動している市民団体を応援しています。
毎年、団体の活動に助成をおこない、埼玉県内では 2014年から
148団体に助成しています。2021年度に助成した埼玉県内15団
体の活動をシリーズで紹介してます。

コープみらい くらしと地域づくり助成
助成団体の紹介

助成事業 いじめや虐待の相談受付と対応、関係諸機関への
働きかけ事業          　　

子どもたちの命や尊厳を守り、一人ひとり
が日々笑顔で過ごせるよう、問題を解決
改善に導く活動を
おこなっています。

助成団体 NPO法人三郷おあしす会 三郷市　
助成事業 おあしす子ども食堂

2017年4月、孤食の子どもに寄り添いた
い気持ちで始めた子ども食堂ですが、次
第に子どもも大人も参加できる多世代型
の居場所として定着しています。コロナ禍
の折、テイクアウト方式の子ども食堂に切
り替え、毎回120食程度を提供しています。

いじめや学校問題に関する講演会を実施し、保護者対象の勉強会を検討しています。いじめや学校問題に関する講演会を実施し、保護者対象の勉強会を検討しています。

子どもたちと共に遊びや学習支援の再開を望んでいます。子どもたちと共に遊びや学習支援の再開を望んでいます。

送付先
E-mail：heiwatunagu@saitama-k.com
(件名：平和のメッセージ、名前を明記、写真データを添付して送信ください）
＊郵便での応募はご遠慮ください
問い合わせ 第37回埼玉県原爆死没者慰霊式実行委員会事務局

（埼玉県生活協同組合連合会内)
☎048(844)8971 10時～16時（土日祝休）

埼玉県原爆死没者慰霊式は7月31日(日)に開催します。
式典の様子はYouTubeでどなたでもご覧いただけます。
https://youtu.be/TFL9DZzDL3U

＊二次元バーコードからも
お送りいただけます

主催 第37回埼玉県原爆死没者慰霊式実行委員会

検索埼玉県自然学習センター

メッセージ例




