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。
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■利用団体登録更新＆施設について（利用者会議から発信！）

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」

7 月 18 日(金)14：00〜「ぽぽら春日部」会議室１にて、センター利用団体が集まる
「利用者会議」が行われました。その会議の中から一部をご紹介します。

◆登録更新とは？

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/

◆「ぽぽら春日部」には何があるの？

センター利用登録の有効期間は、登録してから
３年となっています。そのため、オープン３年目
となる今年の 11 月から、利用登録の更新が始ま
ります。

「ぽぽら春日部」は市民活動に必要な様々
な設備があります。
会議室や交流・ミーティングスペース、共
同事務室といった会議、打ち合わせ、作業が

該当する団体で、引き続きセンターを利用され
る場合は、
「春日部市市民活動センター登録証」の
登録日を確認し、手続きをお願いいたします。
詳しい手続きについては、10 月以降、ＨＰをご
覧いただくかセンター窓口にお越しください。
なお、代表者・担当者の

できる場所や、印刷室やメールボックス、ロ
ッカーといった市民活動をサポートする設備
が揃っています。
活動をもっと充実させたい、もっと広めた
い、という団体のお越しをお待ちしておりま
す。

連絡先等の変更については、

この日は１６団体の利用者が集まり、
意見交換をしました。

随時手続きをお願いします。

■インターンシップを終えて

池田君から一言
市民活動センター「ぽぽら春日部」に、インターンシップ実習生と

「まだまだ動くよこのおもちゃ おもちゃ直れば笑顔あり」――春日部おもちゃの病院
「出来る時集まり、やれる事を無理なくやる！」――八木崎花植え会

「ぽぽら春日部」３周年記念イベント

「ぽぽら春日部」３周年記念イベント実行委員会委員を募集します！
「ぽぽら春日部」3周年記念イベントの企画・運
営等に参加する実行委員を募集します！
【活動内容】

【活動場所】
市民活動センター「ぽぽら春日部」
【応募方法】
イベント企画・運営、会場準備、受付案内、会
応募用紙に必要事項を記入し、市民活動センタ
場管理等
ーまで直接持参して下さい
①実行委員会 月1回程度開催する予定
(応募用紙はセンター窓口に配布、またはセンタ
）の
②3周年記念イベント前日（12月5日（金）
ーホームページに掲載します)
準備、当日（12月6日（土）
・7日（日）
）の （平成26年9月17日（水）必着）
運営、翌日（12月8日（月）
）の片付け
【活動期間】
是非一緒に参加
しましょう

夏休みを利用して、共栄大学国際経営学部 3 年 池田樹生（いけだみきお）君が「ぽぽら春日部」でインタ
ーンシップとして１０日間の実習を行いました。実習では、ボランティア体験イベント受け入れ団体へのイン
タビューや、
「ぽぽらだより」の原稿作成をしました。

団体インタビュー（中面）

平成26年9月19日（金）から３周年記念イベ
ント終了まで

して 10 日間お世話になりました。職員の方々や、ボランティア活動
団体の方々からいろいろ学ぶことができました！
将来

月間イベント「防犯対策講座」

春日部市役所で働いて春日部市を盛り上げたい！ という思

「あなたも狙われている！振り込め詐欺の実態と手口！」

いが込み上げてきた、有意義な 10 日間でした。
インタビューに打合せと一生懸命取り組む池田君です。

日 時：９月２８日（日）１４:００〜１５:３０

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

案内図

会 場：「ぽぽら春日部」会議室１

●市立病院

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。

郵便局

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ

ふ じ通 り

※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。

講 師：春日部警察署

春日部市役所

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）

生活安全課

小国 勉 警部補

協 力：ＮＰＯ法人春日部教育フォーラム・春日部市暮らしの安全課
多発する振り込め詐欺の現状と対策のほか、犯罪発生事例
から自分でできる防犯対策、防犯活動の実例・着眼点など防

ふれあいキューブ 4 階
市民活動センター
西口

犯について学ぶ講座です。
わかりやすい寸劇もあります。詐欺の被害に遭わないよう
に、是非ご参加ください！

９〜１１月の月間イベントテーマ
「防災・防犯・高齢者」・・・９月
「子ども・観光」・・・・・・10月/11月

団体インタビュ
これからのイベント情報

【防災】

まだまだ動くよこのおもちゃ おもちゃ直れば笑顔あり
―月間イベント参加事業―

■なにがあっても生き抜いて！
まちづくり応援団 ウィークエンドブランチ
日

時：９月６日(土)10:00〜12:00

会

場：「ぽぽら春日部」会議室１

内

容：「91 年前の関東大震災の当時の児童作文
と 3 年前の東日本大震災の粕壁小児童の
体験から」

ゲスト：中根 政美さん（前粕壁小学校長）

こどもライブフェスタ 2014

■やってみよう！つくってみよう！
だれでもアーティスト in 春日部
日

時：１１月１４日(金)10:00〜16:00
（一部 15:00 まで）

会

場：ふれあいキューブ１〜４階

内

容

◎４階：クラフトキーホルダー・バルーンアート・
ハンドベル・おりがみ・ブンブン独楽・絵

参加費：200 円（コーヒー・紅茶付き）

合わせパズル・フェイスペイント・ＬＥＤ

◎予約は不要ですので、ぶらっとおいでください。
◎参加者には、粕壁小児童が書いた作文を新編集し

【子ども】

灯篭・パネルシアター・幼児の遊び場
◎３階：「音と友に」「ナオイパパ」ミニコンサート

た「大震災記念児童文集」が、中根さんのご好意

◎２階：忍者修行

により全員に配布されます。

◎１階：積み木＆カプラ・落書きコーナー・紙飛行機

【同時開催】「関東大震災と粕壁」写真展
期

間：9 月 1 日(月)〜9 月 7 日(日)

会

場：ぽぽら春日部 交流ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ｽﾍﾟｰｽ

協

力：春日部郷土資料館

問合せ：春日部まちづくり応援団
（担当:藤井 090-8048-8059）

こどもライブフェスタ
は、今年で 8 回目。こど
もの生活圏で「みよう」
「あそぼう」
「かぶこう」
をテーマに、10/13〜
11/29 の間で県内 12
の地域で開催。

■設立：平成 16 年 7 月

春日部
おもちゃの病院

Q. 活動の励みは何ですか？

☆活動日

―おもちゃ修理を通して仲間たちとの会話や、修理

以下の場所で壊れたおもちゃの修理を受け付けています。

したおもちゃを手にして喜んでくれる子ども達の笑顔
が私たちの活力です。

・スマイルしょうわ・・・・・・毎月第１土曜日
(庄和児童センター)

7 月 10 日(木)・11 日(金)19:30〜21:00、
「ぽ
ぽら春日部」4 階交流・ミーティングスペースで
「ホタルの鑑賞会」を開催しました。
この鑑賞会は、市民活動センター月間イベント
の「環境」をテーマに「春日部ホタルを育てる会」
の皆さんが育てたホタルの鑑賞とホタルの生態に

(春日部第二児童センター)
・イオンモール春日部 ２F・・・毎月第３火曜日
・エンゼルドーム・・・・・・・毎月第４土曜日

■市民活動見本市「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験イベント」

も修理に挑戦します。
Q. 最後にお伝えしたいことはありますか？

―「もう直らないんじゃないか」と思われるものも

(春日部第一児童センター)
（受付時間はすべて午前 10:00〜15:00 までです）

多いのですが、診てみると私たちの処置で直せるもの

※修理は原則無料です。

が多くありますので、あきらめずにぜひお持ちくださ
い。

いらなくなったおもちゃの回収も行っています。
回収されたおもちゃは、修理するおもちゃの部品とし
て再利用されますので、お気軽にお持ちください。

八木崎花植え会

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動説明会を開催しました

継続して活動できる
仲間を募集しています！
（若手 Dr.・女性 Dr.歓迎！）

■設立：平成１９年４月
■連絡先：高田 陽一郎
電話：090-8581-7998
■E-mail：yoichiro41@docomo.ne.jp

７月 25 日(金)13:00〜16:00、
「ぽぽら春日部」
4 階会議室 1 で、
「ボランティア・市民活動説明会」
を開催しました。当日は、20 人の参加がありまし

有志を募ってアダプトプログラムに参加し、環境美化
活動を行っています。

☆活動日

た。
はじめに、社会福祉協議会の古屋さんがボラン
ティアについての説明を行い、続いて、18 の団体

て 1,010 人の方が来場しました。特に、親子連れ

から活動紹介がありました。参加者は団体の活動

が多く、子供たちは光り輝くホタルの姿に感動し

紹介を熱心に聴いていました。また、フリートー

ていました。

クの時間では、興味や関心をもった団体に積極的

ホタル鑑賞会に先立ち、3 階

昔のおもちゃから最近のゲーム機までどんなもので

出来る時集まり、やれる事を無理なくやる！

ついて説明を行いました。鑑賞会では、両日併せ

また、11 日(金)19:00 から

Q. どんなおもちゃなら直してもらえますか？

―さまざまな分野に長けたドクターがいるので、

・グーかすかべ・・・・・・・・毎月第２日曜日

イベントの報告

■ホタル観賞会が行われました！

■連絡先：大滝 敞
電話：048-745-2580
■E-mail：ootaki@mui.biglobe.ne.jp

な質問をしていました。
説明会の終了後は、

環境ギャラリーでハンドベル

8 月 1 日〜31 日の

とデジタルホーンの「音楽の

期間に団体と一緒に

夕べ」も開催し、多くの人で

ボランティア体験を

にぎわいました。

しました。

Q. 活動について教えてください

―花は、ひまわり、マリーゴールド、コスモス、ほ
うせん花、ポピー等を植え、作業は水まき、肥料、養
生、種とり、後片付けを行っています。

・毎月第1、3日曜日 8:00〜10:00
八木崎旧税務署跡地（夏季は6:00〜8:00）

Q. イベントについて

―開花時期に合わせて「花を見る会」を開催してい
ます。花を見る会は、60〜70名の方々にご参加いた
だける大きなイベントです。テントで豚汁を作ったり
もしています。ほかにも、パンジーで花の絵を作った
り、親子に株分けをして自宅で花を育ててもらう「花
の里親イベント」への協賛協力をしています。
Q. 最後にお伝えしたいことはありますか？

―一緒に活動する仲間を募集しています。花が好き
な方はもちろん、そうでない方も一緒に楽しく花植え会
を盛り上げてくれる方のご参加をお待ちしています。
特に女性やお子さんの参加は大歓迎です！

