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。

2015年12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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■ぽぽら春日部に「キッズルーム」があるのをご存じですか？

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」

キッズルームは、小さなお子さんがお父さんお母さんと一緒に遊ぶことができる施設です。
◎設置目的：市民活動中のお子さんの遊び場として設置しています。

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/

その他でも、活動終了後や保健センターでの健診後、
お子さんとの遊びの場としてご利用いただけます。
◎使用方法：センター窓口にて「報告書」を受け取り、使用後窓口へ提出
◎利用対象：０歳〜乳幼児まで（必ず保護者・成人同伴でお願いします）

団体インタビュー（中面）

◎設置している遊具など

「 手のぬくもり

「春日部に
4 階の奥
（事務室側）

ボールプール♪

すべり台♪

絵本♪

廣瀬君から一言

ぽぽらだよりの打ち合わせや窓口業務を体験して、ボランティア
の方や利用者の意識が高く積極的だと感じました。また、親子ワー
クショップでは、普段触れ合うことがない子どもたちの素直な反応
がとても新鮮でした。
公共施設なので 堅い イメージがあったのですが、とても和や
かで明るかったです。実際に体験して気づいたことが多く、とても
良い経験になりました。
2015 年９月〜2015 年１１月までに登録した団体です

頼りなる法律・税務・年金の相談所、春日部市スポーツ推進委員協議会、
ウーマノミクスプロジェクト in 春日部

＼よろしくお願いします／

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

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）

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。

身近な課題に取り組んでいる団体が勢ぞろい！役立つ知識、楽しみがきっと見つかります！

３９団体

みんな集まれ！

ぽぽらフェスティバル

が出展！

特設レーンでボウリングに挑戦！

◇３階
気功と太極拳の体験（両日）
マジックショーとマジック体験…5 日(土)12 時〜
クリスマスコンサート…5 日(土)13 時〜

◇４階
市民活動団体ブース展示・体験講座
小さいアレンジフラワー体験/手話・点字体験/昔の遊び/折
り紙/囲碁体験・将棋入門/パソコン体験/血管チェック/セラ
ピューティック・ケア、ハンドセラピーケアの体験/団体活
動紹介パネル/ぽぽらカフェ など
セラピードッグとのふれあい(中庭)
プラレールで遊ぼう(中庭)
【5 日 15 時〜17 時【市民活動啓発講座】
学生から学ぶ―若者が世界を動かす
事例報告：共栄大学学生、卒業生
参加費：無料 お気軽にお越しください

ふれあいキューブフェスティバル同時開催
◇１階

案内図
●市立病院

※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。

「ぽぽら春日部」オープン４周年記念イベント開催します！

◇２階

君がインターンシップとして「ぽぽら春日部」で実習をしました。
今回の実習では、親子ワークショップの運営の補助や「ぽぽらだより」の打ち合わせに参加しました。

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

を！」――春日部音楽振興会

【イベント内容】

１０月１日〜５日の間、城西大学現代政策学部社会経済システム学科１年 廣瀬翔太（ひろせしょうた）

■新規登録団体を紹介します！

クラシック音楽

ベビーベッド♪

■インターン実習生が市民活動センターの仕事を体験しました！

↑参加した子どもにクレヨンを配る廣瀬君

で体と心を温めます♪」――認定ＮＰＯ法人日本セラピューティック・ケア協会埼玉支部

※詳細につきましてはポスター・チラシをご覧ください。

・春日部女子高校マンドリン部演奏（5 日）
・お絵かき＆羽根つき大会（5 日）
・吉本芸人による工作ワークショップ（6 日）
・バルーンショー＆ワークショップ（6 日）
・カプラ®ブロックで遊ぼう！（6 日）

◇全館

ふれあいキューブ 4 階
市民活動センター

・クイズラリー
西口

◇５階パスポートセンター：まつぼっくりクラフト教室 等
（6 日のみ）

◇６階保健センター：健康フェア

団体インタビュ

手のぬくもり で体と心を温めます♪

これからのイベント情報
市民活動学習講座

第８回市民活動フォーラム

■現場から学ぶ組織運営

■「あしたどうする
きょうどうする 〜春日部〜」

〜仕事としての NPO を知ろう〜

市民活動のつぎの一歩は

協働

へ‼

認定 NPO 法人
日本セラピューティック・
ケア協会埼玉支部

■設

立：2008 年 4 月

■代表者：緒方 美鈴
電話：048-738-9669
■E-mail：ogt.one-fourth@y5.dion.ne.jp
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://therapy-care.net

日

時：１月３１日(日)14：00〜16：00

日

時：２月１４日(日)13：30〜16：00

―団体を設立した目的を教えてください。

会

場：「ぽぽら春日部」6 階 会議室 5・6

会

場：「ぽぽら春日部」４階 会議室１・２

内

容：市民活動・ＮＰＯ法人の運営についての解説

内

容： 協働 についての基調講演と実践団体によ

埼玉でも英国赤十字社発祥のセラピューティッ
ク・ケアのスキルを通して「手のぬくもりで体と心を
温め、笑顔になって頂きたい」
「地域の皆さんが笑顔
で暮らせる街にしたい」と思い設立しました。
「人間の尊厳を大切に」という協会の理念のもと、
活動しています。

とＮＰＯ法人で働いている方の実例報告・パ
ネルディスカッション
講

師：東京ボランティア・市民活動センター 職員

る事例報告・発表、パネルディスカッション
講

パネリスト：武里団地地区少年育成会、春日部市地域子育

パネリスト ：NPO 法人 MCA サポートセンター

て支援協議会、かすかべ案内人の会、春日部

NPO 法人すだち
対

象：活動を始めたいと考えている人、市民活動に

師：牛山 久仁彦 氏（明治大学教授）

―セラピューティック・ケアって何ですか？

市総合政策部
対

関心がある人

象：協働に関心がある人、地域活動・市民活動を
している人及び団体

費

用：無料(※要申込み)

費

用：無料(※要申込み)

定

員：３０名(※先着順)

定

員：６０名(※先着順)

主

催：春日部市市民活動センター

主

催：春日部市市民活動センター

申 込 み：電話、メール、FAX または
センター窓口にて直接お申込
みください

企画・運営：春日部まちづくり応援団
申込み：電話、メール、FAX またはセンター窓口にて

このケアは、着衣の上から両の手のひらを使って行
う優しいマッサージです。
私たちも笑顔で皆様に
お届けしています。受け
る側も施術する側も笑顔
になる、癒し癒されるケ
アです。
豊潤館にボランティアに行きました↑

１０月５日(月)、２３日(金)の２日間、春日部市コ
ミュニティ推進協議会主催で親子ワークショップ「と
んぼさん＆すぎちゃんとあそぼう」が開催され、２日
間で４２組９４名の参加者がありました。
当日は、とんぼさんとすぎちゃんのゆったりとした

■「ぽぽら春日部」共催事業を行いました！
■ こどもライブフェスタ 2015
１１月１４日(土)
忍者修行や人形劇、手作
り品の工作体験など、子
ども達は１日中楽しん
でいました。来場者は約
２,５００人。

ぐるぐるお絵かきをしたり、新聞をビリビリに破いて
みんなで紙吹雪のように飛ばして遊んだり、破いた新

お絵かきや歌が好きな子
もいれば、体を動かすこと
が好きな子もいました。
子どもによって好きなこと
が違うので、その子にあった遊びを見つけてあげるこ
とが大切と、講師のお二人は話していました。

「生老病死」どの場面でも生かして頂けるケアで
す。今後は、育児中のママたちのストレス軽減や、
小中学校の子ども達と家族や地域の方との触れ合い
ツールとして、また病気療養中の方の緩和ケアな
ど・・・様々な場面で生かして頂けるよう活動を広
げていけたらと願っています。
１２月５・６日のぽぽら春日部４周年記念イベン
トに参加いたしますので、ぜひ〝セラピューティッ
ク・ケア″の体験にいらしてください。

春日部
音楽振興会

■設 立：2013 年 6 月
■会員数：５名
■代表者：藤井 昌三
■事務局：高橋 一泰
■電 話：050-1553-9064(高橋)
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kasukabemusic.org

―音楽振興会を設立した目的は何ですか？
音楽の普及を図るために、支援組織としての機能を
発揮し、多くの市民に参加いただき、春日部市の音楽
の普及に寄与することを目的とし、設立しました。

ったり体を動かしたりしました。その後はクレヨンで

た。

―これからの目標、今後の予定を教えてください。

春日部に クラシック音楽 を！

歌と手遊びで始まり、音楽に合わせ親子ペアで手を触

聞を袋に入れてボールを作り、親子で投げて遊びまし

≪活動内容≫
・スキルアップを目的とした交流会（月１回）
・特別養護老人ホームへのボランティア活動（月１回）
・ケア活動（施設からの依頼による）
・講習会を開催し、ケア活動を行う人の育成

直接お申込みください

イベントの報告

■親子ワークショップを開催しました！

■会員数：１４名

■ 総合型地域スポーツクラブミーティング 2015
１１月１５日(日)
スクエアステップやミニ
縁日、講演会など、２０
０名を超える参加者があ
りました。

≪活動内容≫
♪音楽イベント情報の発信
…春日部市内で行われる様々な音楽イベントの情報（主
にクラシック音楽）を発信。
♪音楽イベント振興の支援、サポート
・音楽イベント事業の事務局委託の受付や、組織作り、
実行委員会立ち上げなど。
・音楽イベント事業の補助金、資金調達のお手伝い。
☆その他、音響・進行・会場設営・裏方など、演奏以外
のノウハウを生かした支援。
♪かすかべまちかどコンサート
…毎年１１月、春日部市内の飲食店、生花店など約３０
店舗で行われる「かすかべまちかどコンサート」のバッ
クアップ。

―音楽振興会とはどんな団体ですか？
「春日部市にクラシックの音楽の普及を図る」
ことを目指し、そのためにしくみや環境を整える
こと、市民が自主的に音楽活動を企画し活動に参
加することを支援していく団体です。
―今後の活動予定はありますか？
１２月２０日（日）に「かすかべで第九を歌お
う」コンサートを企画しています。近隣市町でも
盛大に行われている「第九」を春日部でもやりた
いと思い立ち上げました。
合唱は一般参加者と市内中・高校生の合唱部、
オーケストラは高校生と市民オーケストラのみな
さん全員で作り上げるコンサートです。合唱の一
般参加者はまだ募集しておりますので、興味のあ
る方は一緒に歌いましょう！

