ぽぽら春日部は、ボランティア、NPO、地域の自治会
活動等、さまざまな市民活動の拠点施設です。

第8号

■あなたのまちをきれいにしませんか？(アダプトプログラム参加団体募集中)
「アダプトプログラム」ってなぁに？

①環境美化活動申込書に清掃範囲が記載された地図

進める新しい「まち美化運動」です。市が管理する

及び団体名簿を添えて、市民活動センター「ぽぽ
②市役所の関係各課が活動内容を確認します。
（月１

市民の皆さんがわが子のように愛情をもって「清掃

回以上の活動を行う必要があります）

美化活動」を行っていただくものです。現在、市内

③確認後、市と団体で合意書を交わします。

で２５団体が活動しています。

などの支給、ごみの回収、啓発看板の設置を行って

春日部市南1-1-7 ふれあいキューブ4階
■TEL：048-731-3550 FAX：048-734-1605
■Ｅ-mail: katsudo@city.kasukabe.lg.jp
■ＨＰ: http://kasukabe.genki365.net/

ら春日部」へ提出します。

公園や河川、道路などの公共空間を養子にみたて、

登録した団体には、保険の加入、清掃用具や花苗

発行 年4回（6月、9月、12月、3月）
春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

登録するには・・・

「アダプトプログラム」は、市民と行政が協働で

Ｑ＆Ａ

団体インタビュー（中面）

「働くことに悩みを抱えている若者をサポート」――埼玉とうぶ若者ステーション(ＮＰＯ法人すだち)
「“語る会”の輪に入りませんか？」――ハートウェア倶楽部

第 3 回市民活動見本市「体験イベント」

Ｑ１．どんな団体が参加できますか？

支援します。

市内で清掃活動を行うグループ、自治会、学
校、ＮＰＯ、企業などが参加できます。
Ｑ２．どんな清掃用具が支給されますか？
ごみ袋、ほうき、チリトリ、火バサミ、軍手、
腕章などを支給しています。花苗やその他必
要な用具については、相談のうえ、支給を決
定します。

ためしてみませんか！
今年の市民活動見本市は、参加者が市
民活動やボランティアを体験してみるこ
とができる内容で開催します。
市民活動やボランティアに少しでも興
味や関心をお持ちの皆さん、是非ご参加
ください。
※応募の方法など、詳細は 6 月 20 日(金)～

■ぽぽら春日部の新職員を紹介します♪

「ぽぽら春日部」ホームページにて掲載し
西井

2014年6月

市民活動をささえる・つなげる・ひろめる「ぽぽら春日部」広報誌

佐々木

義秀です。

雪萌(ゆきほ)です。

ボウリングが大好きで活動してお

ホルンを吹いたりバンドのライブに

ります。皆様の活動が、色々な方に

行ったり、音楽が大好きです。皆様

発信できるように、少しでもお役に

の活動をサポートできるように頑張
ります！よろしくお願いします。

立てればと思っております。

昨年度に引き続き、宮川、関、大澤、遠山もよろしくお願いします。

ます。

■ボランティア・市民活動説明会
日 時：7 月 25 日(金) 13:00～16:00
内 容：市民活動やボランティアの内容や実例について説明し
ます。また、体験先の市民活動・ボランティア団体に
よる活動発表やＰＲを行い、参加者が体験を行う団体
を選びます。
■ボランティア活動体験
体験期間：8 月 1 日(金)～8 月 31 日(日)
内 容：説明会で決定した団体で活動を体験してもらいます。
■ボランティア・市民活動意見交換会、交流会
日 時：9 月 7 日(日) 13:00～16:00
内 容：活動体験終了後、参加者同士でのボランティア体験
の意見交換会を行います。
■体験団体の紹介
期 間：6 月 20 日(金)～9 月 7 日(日)
内 容：体験団体の活動内容を「ぽぽら春日部」内に掲示します。

春日部市コミュニティ推進協議会主催事業

問合せ：事務局（ぽぽら春日部内：048-731-3550）

センターにお越しの際はお気軽にお声かけください。

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

第 9 回春日部コミュニティ夏まつり

案内図
●市立病院

使用時間： 午前 9 時～午後 9 時 30 分
休 所 日： 毎週火曜日、年末年始（12/29～1/3）
※火曜日と休日が重なった場合は開所し、
その日の直後の平日が休所となります。

東武スカイツリーライン/アーバンパークライン「春日部駅」下車
「春日部駅」西口から徒歩 5 分
※駐車場（有料）は数に限りがありますので、公共交通機関を
ご利用ください。

8 月 30 日（土）15：30～20：10
（雨天時 8 月 31 日（日）に順延）

春日部市役所
郵便局

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ

ふ
じ
通
り

緑に囲まれた庄和総合公園で行われる夏のイベントです。
演芸、ダンス、和太鼓等の華麗な演技をお楽しみ下さい。

ふれあいキューブ 4 階
市民活動センター

参加自由の盆踊りや阿波踊り、その他模擬店もあります。
西口

夏まつりの後には、春日部市大凧花火大会実行委員会によ
見て、聞いて、踊って、食べて！
暑い夏、みんなで盛り上がりましょう！！

る「第 7 回春日部市大凧花火大会」が開催されます。
迫力満点の花火をぜひご覧下さい。

団体インタビュ
ー

働くことに悩みを抱えている若者をサポート

これからのイベント情報

■ホタルの鑑賞会を開催します
■夏の夜・・ほたる鑑賞会 未

■設立：2013 年 9 月 1 日

埼玉とうぶ
若者サポートステーション

（「ぽぽら春日部」月間イベント参加）
日

時：ホタル鑑賞会（4 階中庭）
7月10日(木)、11日(金)
19：30 ～ 21：00
音楽の夕べ（3階環境ギャラリー）
11日(金)

内

19：00 ～ 19：30

容：「ホタルを育てる会」の皆さんが育
てたホタル。
「ぽぽら春日部」中庭で
飛び交います。また 11 日(金)は、ホ
タルの鑑賞会の前に「幸せ
グループ」によるハンド
ベルとデジタルホーンの
演奏を行います。

６～８月の月間イベントテーマ
「環境」・・・・・・・・・・・６月/７月
「平和」・・・・・・・・・・・７月/８月
「防災・防犯・高齢者」・・・・・・･８月

(NPO 法人すだち)
日 時：7 月 27 日(日)開場 13:30/開演 14:00
会 場：庄和市民センター正風館
・早乙女弘枝 平和コンサート
・講演“ビキニ被ばく 60 年 いま伝えたいこと”
大石又七(元第 5 福竜丸乗組員)
市田真理(第 5 福竜丸展示館学芸員)
参加券：1,000 円 発売開始：6 月 10 日（火）
発売所：市役所市民参加推進課（市役所向かいア

―この団体について教えてください。

イピービル 1 階）、正風館、コープ大衾店
＊同時開催：平和の七夕まつり(入場無料)
11:00～16:30
平和フェスティバル・プレイベント
～考えよう 話し合おう 歌おう 平和～
日 時：6 月 29 日(日)14:00～16:00
会 場：ぽぽら春日部 会議室１・２(入場無料)

①キャリアカウンセラーによる「就職相談」

厚生労働省の認定事業として、全国に 160 ヵ所

“ぽぽら春日部で市民活動は活性化したか”
3 月 30 日(日)に「ぽぽら春日部」で、市民活動
フォーラムを開催しました。当日は、62 名の参加
がありました。
さいたま市と川口市、それぞれの前センター長
をお迎えし、先進市のお話を伺いました。また、
各市で活躍している団体が活動発表を行い、春日
部市からは「KASUKABE みんな笑顔プロジェク
ト」が参加しました。
会場では、活発
な質疑応答が行わ
れ、参加者は非常
に有意義な時間を
過ごしました。

―今後の予定は？
・6/30(月)に「女性のための就職支援セミナー」を

設置された地域若者サポートステーションの 1 つ

開催します。家事や育児との両立など、女性なら

で、様々な理由で仕事に就くことが困難な方のため

ではの就職活動についてお伝えします。

の自立就労支援機関です。

・7/26(土)には「保護者セミナー」を開催します。

―どんな活動をしていますか？

お子様の自立に悩む保護者の方を対象にセミナー

大きく 3 つの支援活動をしています。

と交流会行います。

・月、水～土（祝祭日除く）
・対象年齢は 15～39 歳

11:00～17:00

・7/29(火)から 4 回にわたりリクルート提供の就職
支援プログラム「ホンキの就職」を実施します。

（要予約）

②就職活動に必要な力を身につける
「就職支援セミナー」

▶「就職支援セミナー」では、
ロールプレイングも交え、
楽しく学べます。

③実際に仕事を体験してみる「ジョブトレーニング」

問合せ：市民参加推進課 048-736-1127

“語る会”の輪に入りませんか？

イベントの報告

第 6 回春日部市市民活動フォーラム

■連絡先：名地 正希 電話：048-614-6790
（ふれあいキューブ４Ｆ貸事務所３）
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.saposute.jp/saitamatoubu/

第 33 回「春日部藤まつり」

ハートウェア倶楽部

■設立：2007 年 9 月 23 日
■連絡先：米田 道夫 電話：048-736-6326
■E-mail：mcoynd@gmail.com

4 月 27 日(日)、春日部駅西口ふじ通りで「第 33
回春日部藤まつり」が開催されました。天候に恵ま
れ、見ごろをむかえた藤棚のフジが、市内外から訪
れた 18 万 3 千人を出迎えました。
当日はパレードや音楽演奏、流し踊り、和太鼓、
よさこいソーラン、キッズダンスなどさまざまな催
しが繰り広げられました。また、各種団体の模擬店
が立ち並ぶなど、ふじ通りは大いににぎわいまし
た。
春日部藤まつりは、より良い地域コミュニティづ
くりを図ることを目的に、多くの事業所や団体の協
力により毎年盛大

―団体の名称の由来を教えてください。
今の世の中、ほとんどのものがコンピュータ化さ
れています。ハードウェアとソフトウェアで動くコ

参加費は１回につき 1000 円です(初めての方は
500 円)。お茶やお菓子も付きます。
―今後の目標は？

ンピュータ。それだけでいいのか？・・いやここに

広報手段を大いに使って活動を広めるとともに、

「心（ハート）」がないのです。そこで生まれたのが

会員による講演を増やしていきたいです。また、こ

「ハートウェア」。約 1３年前に松田隆氏が設立した

の活動に参加しているのは、常連さんと新人さん、

当時の思いも引き継ぎ、再スタートしました。

リピーターさんです。もっと常連さんが増えると嬉

―１回の活動はどのような流れで行われますか？

しいです。話し相手が少なく、家に閉じこもってい

①講演：講師は会員または外部から招きます。

る人に是非来てほしいです。

②質疑応答や会話形式の討論会

に開催されていま

③「スピーチ」＆「ディスカッション」
：様々な話題

す。主催は春日部

をみんなで語り合う場です。
「私も一言」というコー

市コミュニティ推

ナーがあり、毎回全員が一言ずつ話をすることがで

進協議会。

きる雰囲気を作っています。

▶2014.4.20の活動後、参加
者で記念撮影。
外に出て、学んで、人と
話した後の表情は、みなさん
いい笑顔になっていました。

