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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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２８年度 「月間イベント」事業に参加しませんか？

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」

月間イベント事業とは・・・
市民活動センターで、各月ごとに市民活動のテーマを設定し、各団体がテーマにあった活動

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/

発表（パネル展示）や活動に関する講習会等のイベントを開催できる事業です。
市民活動を多くの方に知っていただく機会にしたいと考えておりますので、
皆さん是非ご参加ください！
団体インタビュー（中面）

今年度のテーマや申込み方法については、市民活動センター内で配布して
おりますチラシをご覧いただくか、ホームページにも掲載しております。 市民活動センターHP の QR コード

「水田の中に輝く

桜並木と農村公園の景観

をみんなの手でまもっていこう！」
――NPO 法人庄和ふる里を守る会

■３年の登録更新について

「子ども達に昔あそびを伝えたい！」――昔の子ども遊びいちごの会

市民活動センターに登録している団体は、登録してから３年間が有効期間となっています。

市民活動センター「ぽぽら春日部」共催事業

３年経過する団体には、平成２６年１１月から、随時更新

『ホタル鑑賞会』を開催します！

の通知を送付しています。今後もセンターを利用する団体は、
必ず手続きをお願いします。
なお、更新手続きがない場合は登録取消となります。
※更新対象団体(H28.6 現在)：〜０００３３８までが対象です。

■ぽぽら春日部の新職員を紹介します！

会
市民活動センターの職員は

中内 瑞穂です。趣味は映画鑑賞
です。何かおススメの映画があり
ましたら、ぜひ教えて下さい。
まだまだ仕事については、勉強中
ですが、皆様の活動に対して、少
しでもお役に立てるように頑張
りたいと思います。

■新規登録団体を紹介します！

７月２２日（金）、２３日（土）
１９：３０〜２１：００

市民活動センターの登録証は緑色です。

木舟、中内、遠山、寺嶋、佐々木、西井
がおりますので、お気軽にお声かけくだ

場：「ぽぽら春日部」４階
交流・ミーティングスペース
主 催：春日部ホタルを育てる会
問合せ：
「ぽぽら春日部」または下記まで
ところ

さい。よろしく

春日部ホタルを育てる会 戸頃090-8345-2816

お願いします！

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。

参加費は無料です！

2016 年 3 月〜2016 年 5 月までに登録した団体です

春日部市コミュニティ推進協議会主催事業

埼玉県春日部剣道連盟、いきがい春日部Ⅱ―４校友会、春日部１６ミリ映画鑑賞会、
シニアのためのパソコン教室、昔の子ども遊びいちごの会、民主文学会、リンパ・セルフケア教室、
春日部会計教育サークル

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

春日部市役所

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
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ふ じ通 り

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。

会

郵便局

【ホタル鑑賞会】
日 時：７月１８日(月・祝)19：30〜21：00
会 場：黒沼公園ホタルハウス

問合せ：事務局（ぽぽら春日部内：048-731-3550）

８月 ２７日 （土 ）15：3 0〜20：10
（雨天時８月２８日（日）に順延）

案内図
●市立病院

【ホタルの幼虫放流日】
日 時：６月 12 日(日)10：00〜11：00
会 場：黒沼公園ホタルハウス

第１１回春日部コミュニティ夏まつり

＼よろしくお願いします／

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。

「ぽぽら春日部」以外のホタル鑑賞会のお知らせ

場：庄和総合公園 「南桜井駅」北口下車徒歩約 20 分
緑に囲まれた会場で行われる夏のイベントです。春日部市

内で活動する各団体による演芸、ダンス、和太鼓、阿波踊り、

ふれあいキューブ 4 階
市民活動センター

よさこいソーラン等の華麗な演技をお楽しみ下さい。
西口

この夏最後の思い出
を作りましょう！

また、多くの模擬店や参加自由の盆踊りもありますので、
是非お越しください！

団体インタビュ

水田の中に輝く 桜並木と農村公園の景観
をみんなの手でまもっていこう！

これからのイベント情報

NPO 法人庄和
ふる里を守る会

■設

立：2016 年 4 月

■代表者：菊地
■連絡先：有井

重雄
正雄（事務局）

―団体の活動目的はなんですか？

≪第１１回かすかべ平和フェスティバル中止のお知らせ≫

・「平和フェスティバルプレイベント」
日時：７月２日（土）
場所：市民活動センター
今後の予定につきましては、決まり次第お知らせいたし
ます。
問合せ：市民参加推進課 048-736-1111

庄和地区の農村公園・中庄内排水路・桜並木
然環境と憩いの場」の保全を図り、地域とのコミュニ

会員９７名と、団体

ケーションの推進と豊かな地域社会の発展に寄与する

賛助会員で新たな活

■月間イベント テーマ：「環境」(６・７月)

ことを活動の目的としています。

動がスタートしまし

語ろう！聴こう！自然・春日部、今と昔と

―団体の活動内容と紹介をお願いします

た。

日
会
内

時：７月１６日(土) 13：00〜16：00
場：「ぽぽら春日部」 会議室１
容：たまには室内でゆっくりと語り合いましょう！
自然の秘密・春日部の今と昔…
参加費：無料
パネル展示：６月３０日(木)〜７月２１日(木)
(交流・ミーティングスペースに「写真で紹介する春日
部の自然」を展示します)
主 催：埼玉県生態系保護協会春日部支部
問合せ：三好 763-7610

次の活動を平均して月２回ほど行っています。

■春日部藤まつり「プレイベント」
を開催しました！
4 月 17 日(日)ララガーデン春日部１階 みんなの広

ングスペースにて、
「印刷室の利用について」の利用者

場

会議が行われ、当日は、１７名の参加がありました。

ントを開催しました。

にて、今回初めての試みとして藤まつりのプレイベ

・清掃、ゴミ収集…農村公園・中庄内排水路で実施

１週間後に迫った「春日部藤まつり」をＰＲするため

の概要や説明、現状と課題について説明しました。その した。

の提供を、行政や関係団体との協力で維持し発展させる

・花植え…農村公園の花壇で実施

ことが目標です。今後の予定としては、
「会報」の発行を

・イベント…桜・曼珠沙華、花植えの時期に実施

行い、会員を含めた多くの人への活動報告と活動場所の

「美しいふる里を守る会」のボランティア活動を、
１０年間積み重ね、その経験を発展させるために

昔の子ども遊び
いちごの会

■設

―目標や今後のお知らせ等を教えてください。
「子どもの声が聞こえる街つくり」これは先輩からい

子ども達に昔あそびを伝える団体です。
以前、昔あそびのイベントの事務方をつとめた時

ただいたスローガンです。
この会のメンバーは、いきがい大学・ふれあい大学の

に、教わる子どもも、教える大人も実に楽しそうでし

がグループワークを行ったところ、主に下記の様な意見

の雨でしたが、開始と同時

きっかけで、会ができました。遊ぶ子ども達の目を

が出されました。

に晴れ間が見え、店内で買

見ると、自分も至福の時です。

<意見>

い物中の多くのお客様にご

・印刷室の利便性を

覧いただきました。

た。自分達もこんな活動ができたらいいなというのが

―団体の活動はどのようなものがありまか？

運営に協力していただい

パートナーの必要性

た DROPS.の立石美香さん

「ものつくり教室」

・印刷室運営の改善策

からは「私たちも初めて企

割りばし鉄砲、リサイクルロケット、折り紙など

ます。

画・運営に携わり、とても

他にも意見が次々と発表されて、とても活発な意見交換 楽しかったです。また今後
も、プレイベントを通して藤まつりをお知らせしていけ
ればいいなと思います」との感想でした。

OB、昔の遊び本舗、ベエこま協会、ゆびうんどうの会、
ダディーズの会、といった協働ボランティアの皆様に支
えられています。
一緒に活動できる方、大歓迎です！

昔あそびを子ども達と一緒に楽しめる教室を開催してい

・運営

の場となりました。

るイベントの企画を考えています。

■連絡先：戸塚 晃
電話：048-736-2795
■E-mail：totsuka@nn.iij4u.or.jp

当日は開始まであいにく

の提案など

情報提供を行います。また、子どもや若い方が参加でき

立：2014 年 9 月

後、印刷機器の疑問点を解決するために、出席者の方々

利用者会議での発表の様子

庄和地区の清潔で心なごめる自然環境や「憩いの場」

・桜の管理…毛虫駆除、無駄枝の除去

―団体について教えてください

結果と報告を行いました。次に、印刷室の利用について に、１１団体が参加し、会場でダンスや演技を披露しま

求める意見

―今後の目標、予定について教えてください

子ども達に昔あそびを伝えたい！

５月１６日(月)に「ぽぽら春日部」の交流・ミーティ

まず事務局から、前回行われた利用者会議についての

しました。
正会員・個人賛助

イベントの報告＆活動団体紹介

■利用者会議を行いました！

NPO 法人を設立

（３.１４Kｍ）とその地域周辺を取り巻く良好な「自

掲載しておりました「第 11 回かすかべ平和フェスティバル」及び「平和フェステ
ィバルプレイベント」は都合により中止となりました。
・「第１１回かすかべ平和フェスティバル」
日時：７月３０日（土）
内容：宝田明氏講演や飯沼中学校吹奏楽部演奏など。
場所：正風館

電話：090-7903-3971

「むかしのあそび」

主な活動場所
・春日部第１児童
センター
「エンゼル・ドーム」
・庄和児童センター
「スマイルしょうわ」

わなげ、けん玉、ヨーヨー、紙ふうせん、ゴムと
エンゼル・ドームで行われた子ども遊びの様子です。

び、お手玉、あやとり、コマ、ベーゴマなど

