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。

■月間イベントに参加しませんか？
「ぽぽら春日部」では、月ごとにテーマを設け、
みなさんの日ごろの活動の成果を発表できる場所が

2015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
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【平成２７年度テーマ】
◇環境（6・7 月）

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」

環境美化や生物、生態系について

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/

◇平和（７・8 月）

あります。
今年度のテーマも決定しましたので、この機会を

平和・国際関係について
◇防災・防犯・高齢者（8・9 月）

是非ご利用ください！

防災や防犯、高齢者やいきがい、生涯学習について
≪対象≫

◇観光・子ども（10・11 月）

・「ぽぽら春日部」登録団体
≪申込み期間≫

◇スポーツ・レクリエーション（1・2 月）

・開催月３ヶ月前１５日〜１ヶ月前１５日まで

スポーツやレクリエーション活動について

※所定の参加申込書をぽぽら窓口までご提出ください
≪使用施設・使用料≫
①会議室

団体インタビュー（中面）

観光や歴史、子育てや親子のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて

◇まちづくり（2・3 月）

「外国人観光客を おもてなし の心で迎えます！」――英会話サロン
「 かわづくり から まちづくり へみんなの想いを共有しませんか？」――春日部Ｃ工房

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」を紹介します！

自治会活動、地域活動、まちづくりについて

３時間以内／１部屋無料

■名称：春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

◇健康（3 月）

②展示パネル ４週間以内／２枚(４面)まで無料

健康体操、メンタルケアや食生活について

■設立年月日：2011 年 11 月 14 日
■場所：ふれあいキューブ

４階(一部会議室が６階)

その他の規定の詳細や参加申込書は「ぽぽら春日部」窓口にて配布、もしくはホームページをご覧ください。

■登録団体数：420 団体(2015.5.21 現在)

■ぽぽら春日部の新職員を紹介します！

■「ぽぽら春日部」の「ぽぽら」とは？

木舟 宏美です。
（センター所長）

寺嶋

翔大(しょうた)です。

緑に囲まれた中でのゴルフが大好き

旅行が好きで、各地の温泉を巡って

です。なかなか練習にも行けず上達

います。車イスで目立つと思います

できないのですが…。

が気軽にお声がけください。

→イタリア語で「ポポラーレ(市民の)に由来

6Ｆ

保健センター・ぽぽら春日部(会議室 4〜6)
創業支援ルーム・パスポートセンター・商工会議所

少しずつですが勉強してまいりま

5Ｆ

いと思います。

す。

4Ｆ 市民活動センター「ぽぽら春日部」

よろしくお願いします！

よろしくお願いします！

■新規登録団体を紹介します！

2015 年 3 月〜2015 年 5 月までに登録した団体です

いきがい大学１８期３班「チーム麦畑」/八木崎小学校ＰＴＡ/八木崎自治会 /春日部落語研究会 /キルト ラボ
ハンプティダンプティ/埼玉導引養生功協会/ふじの街自治会/一般社団法人 感動プロジェクト/ＡＡ春日部グ
ループ/パネルっこの会

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

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。

ふれあいキューブ「交流スペース」

援し、団体同士をつなぎ、活動の活性化を支援

1Ｆ

ふれあいキューブ「多目的ホール」
・「屋外広場」

しています。

地域のみなさんの自主的・公益的な活動を支

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）

第１０回春日部コミュニティ夏まつり
8 月 29 日（土）15：30〜20：10
（雨天時 8 月 30 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

拠点施設です。

2Ｆ

会場：庄和総合公園 「南桜井駅」北口下車徒歩約 20 分

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。

地域の自治会活動など、さまざまな市民活動の

ふれあいキューブ「環境ギャラリー」

案内図

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）

市民活動センターは、ボランティア・ＮＰＯ・

3Ｆ

よろしくお願いします♪

●市立病院

「ふれあいキューブ」

（埼玉県と春日部市の複合拠点施設）

≪施設案内図≫

一緒に市民活動を盛り上げていきた

昨年度に引き続き、関、遠山、西井、佐々木もよろしくお願いします！

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設

緑に囲まれた会場で行われる夏のイベントです。演芸、ダ
ンス、和太鼓、阿波踊り、よさこいソーラン等の華麗な演技

ふれあいキューブ 4 階
市民活動センター

をお楽しみ下さい。

西口

また、参加自由の盆踊りや模擬店もありますので、夏の最
みんなで盛り上がりましょう！

後の思い出づくりに、是非参加してみませんか？

団体インタビュ

外国人観光客を おもてなし の心で迎えます！

これからのイベント情報

■ホタルの鑑賞会を開催します！
日

時：7 月 9 日(木)、10 日(金)
19：30 〜 21：00
会 場：「ぽぽら春日部」４階
交流・ミーティングスペース
内 容：ホタルの観察、説明
参加費：無料
主催・共催 ：春日部ホタルを育てる会・「ぽぽら春日部」
問合せ：
「ぽぽら春日部」または
戸頃 090-8345-2816
春日部のまちなかでホタルが鑑賞できるのはここだけ！

■平和フェスティバル
を開催します！

【ホタルの幼虫放流日】
日 時：６月７日(日)10：00〜11：00
会 場：黒沼公園ホタルハウス
【ホタル鑑賞会】
日 時：７月４日(土)19：30〜21：00
会 場：黒沼公園ホタルハウス

英会話サロン

日

時：7 月 18 日(土)開場 13：30/開演 14：00

会

場：庄和市民センター正風館

「市原悦子

朗読とお話の世界」

鑑賞券：1,000 円

発売開始：6 月 16 日（火）

、
発売所：市民参加推進課（市役所向かいｱｲﾋﾟ-ﾋﾞﾙ 1 階）
正風館、コープみらいミニコープ大衾店
同時開催 フロアイベント(入場無料) 11：00〜
内

当日は室内で、幻想的なホタルの世界をお楽しみください。

「ぽぽら春日部」以外のホタル鑑賞会のお知らせ

■設

容：お話「生かされて 79 年」仲田清一郎氏

英語で外国人と楽しくコミュニケーションを図れ
る春日部市民を増やし、春日部市の国際親善に貢献
したいと思い設立しました。

―活動内容と団体の紹介をお願いします
現在は、２つのグループに分かれて、英会話の練

（学童疎開船 対馬丸 生存者、庄和地区在住）

習や、風俗・習慣などの外国事情についてフリート

パネルシアター、手話ダンス、うたごえ広場 他

ーキングを行っています。

＜春だ！桜だ！コラボしよう！！＞

を高めたいという人た

会

場：ぽぽら春日部 会議室１・２(入場無料)

ちが集まり、自由な雰

レベルや年齢を問わず春日部市民に広く開かれてい

内

容：
《報告》
「帰ってきた手帳」

囲気の中、国際交流を

ますので、外国人観光客を迎え入れようとする商店の

目指す活動をしていま

方々やホームステイを受けようとする方々は是非ご参

他

（春日部中の姉妹校交流が届けた元日本兵の手帳）
平和の歌（早乙女弘枝）、手話ダンス（ちゅらさん）

もてなし」の心で迎えることを目標としています。

す。

加ください！

《展示》「戦時下の庄和地区」

新・春日部市施行 10 周年記念

第 34 回「春日部藤まつり」

かわづくり から まちづくり へ
みんなの想いを共有しませんか？

春日部Ｃ工房

4 月 26 日(日)、春日部

■設 立：2012 年 春
■連絡先：西山 光昭
電話：048-752-7822
■E-mail：mitsuaki.2480@topaz.ocn.ne.jp
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://in-river-field-cafe.jimdo.com/春日部 c 工房/

駅西口ふじ通りで「第 34 回

―春日部Ｃ工房について教えてください
「考えることのよろこび・ものをつくりだすよろこ

―今後の予定や、やっていきたいことはありますか？
古利根川流域の総合計画(自然・学び・医療・アート・

び・遊びをつくりだすよろこびを、いろいろな方々と

あそびなど)の検討や、埼玉県「新たな森」計画の検討

共有・協働しながら、大切なものを見つけ出し、次の

に

世代に手渡す」ということを目的に、
「川・まち・子ど

他には、他市で取り組んでいる「オープンガーデン」を

介やＰＲができる「ぽぽらビンゴ」

も」に着目しながら活動を行っています。

春日部でもできたらいいなと思います。

を行い、豪華な賞品もあって会場は

―今行っている活動には
どのようなものがありますか？
古利根川沿い遊歩道等の整備に関する提案活動や、

当日は、参加した団体の中から選ばれた 6 名と市民

春日部藤まつり」が開催され

生活部長、センター長が息を合わせて「コラボ寿司」

ました。藤棚のフジも丁度見

という長いのり巻を作りました。

ごろをむかえ、青空晴天のも

また、番号を団体名に見立てたカー

と、市内外から 18 万人の来

ドを配り、名前が呼ばれると団体紹

場者でにぎわいました。

大盛り上がりでした。
この事業は、普段の講演会や講習会のようなものと
は違う「１年間の活動お疲れ様！次年度も頑張ろ
う！」というリラックスした雰囲気を作ろうと、春日

行われました。

話を楽しんだり、春日部市を訪れる外国人観光客を「お

時：6 月 21 日(日)14：00〜16：00

行われ、30 団体 49 名の参加がありました。

団の企画・運営で

―これからの意気込みを教えてください

日

「ぽぽら春日部」で利用者交流会が
3 月 27 日(金)、

部まちづくり応援

◆活動日
Ａグループ：第２・４土曜日
Ｂグループ：第１・３土曜日
◆活動時間
13：30〜15：00
◆活動場所
「ぽぽら春日部」交流・ミーティングスペース

英会話力を身に付けて、海外旅行で出会う人々と会

この団体は、英語力

平和フェスティバル・プレイベント

イベントの報告

春の利用者交流会」

■連絡先：宮本 弘司
電話：048-752-8453
■E-mail：hmiyamoyo@ybb.ne.jp

―団体を設立した目的はなんですか？

問合せ：市民参加推進課 048-736-1127

「ぽぽら

立：201２年１１月

今年は新・春日部市施行
10 周年記念として、パレ
ードに「クレヨンしんちゃ
ん」や「春日部市内のゆる
キャラ」も登場し、会場を
わかせました。

市の都市計画課・埼玉県生態系保護協会春日部支部と

市民参加型 で携わっていきたいと思っています。

興味のある方はぜ
ひ一緒に取り組み
ませんか？

共催で景観の保全と景観登録活動を実施しています。
また、地域のコミュニティ空間の整備として「ポケッ
トパーク」づくりや、
「こどもライブフェスタ」への協
力もしています。

↑古利根川沿いにある「八幡橋ポケットパーク」の取組みの様子

