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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■ぽぽら春日部「貸事務所」入居団体を紹介します！
貸事務所とは、市民活動団体の活動を発展させ、自立した組織運営が実現で
きるように支援するための施設です。市民活動センター内に５部屋あります。
現在、３団体が入居しています。
◎一般社団法人 感動プロジェクト(かすかべ若者サポートステーション)（貸事務所１）
◇活動内容
働くことに悩みを抱えている１５歳〜３９歳までの若者の就職を支援しています。就職
活動の相談や就職に向けた各種プログラムを実施しており、多くの方に利用していただい
ています。
♪今後のお知らせ
平成 28 年 12 月 10 日（土）16:00〜「ぽぽら春日部」にて「就職支援セミナー」を
開催します。就職に悩みを抱えている方、そのご家族が対象の事業になっていますので、
興味のある方はご参加ください。

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」
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/
貸事務所はここにあります。

団体インタビュー（中面）
◎貸事務所利用団体募集中！

◎みらいラボ（貸事務所３）
◇活動内容
未来志向の対話を通じて、多様な人たちによる共創の場づくりを目指しています。社会
分野、まちづくり分野などの研究会やセミナー等を開催していきます。
♪今後のお知らせ
平成 28 年 12 月 4 日（日）に、ぽぽら春日部 5 周年記念イベントに参加します。是非
お越しください！

募集対象：市民活動を行う
団体で、市民活動センター
を使用する他団体と協働す
る意欲のある団体
使用料：月額 16,000 円
使用期間：1 年
※入居審査があります。

「健康自主自律！家族の健康は自分が守る！」―― ＫＵＢＩＲＥサークル春日部

「パソコンを通じて「ふれあい」の場を大事にしよう！」―― 春日部シニアふれあいＰＣサークル

「ぽぽら春日部」オープン５周年記念イベント開催します！
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！

【イベント内容】
◇１階

◎埼玉県ボウリング連盟（貸事務所５）
◇活動内容
ボウリングを通じて地域活動やスポーツの普及・振興を目指して、親子ボウリング体験
教室や県民大会を開催したり、障がいを持つ方の教室に指導者を派遣しています。
♪今後のお知らせ
平成 29 年 2 月 25 日（土）13:00〜「ぽぽら春日部」「春日部ターキーボウル」にて、
「親子ボウリング体験教室」を開催します。親子・家族先着 10 組！是非ご参加ください。

みんな集まれ！

ぽぽらフェスティバル

■共栄大学で講義を行いました！
11 月 3 日(木・祝)に共栄大学の文化祭「樹麗祭」で、遠山主事が「ボランティア・市民活動のススメ」をテーマに講
演を行いました。講演では、まず初めに、春日部市についての説明、また、事業の案内、ぽぽら春日部の概要、市民活動・
ボランティアの違いや活動を行うための心得などの説明を行いました。その後、ディスカッションを実施しました。
今後は、市民活動センターと大学との連携を検討していき、それぞれの活動を繋げていくことで、より市民活動が広範
囲に渡って、活発化していくことを目指していきます。

■新規登録団体を紹介します！

2016 年 11 月までに登録した団体です

いきがい大学 PC 野村塾、センターヒルズ春日部自治会、みらいラボ、公益社団法人 自彊術普及会 春日部支部、
かすかべＤ．Ｈ．Ｑ、一般社団法人埼玉県マンション管理士会、栄町二丁目町会、ＮＰＯ法人埼玉情報センター
＼よろしくお願いします／

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

案内図

３５団体
が出展！

物販・展示ブース
放射線技師／病院／赤十字／山岳／春日部観光／ロボット／
いきがい・ふれあい大学／ホタルの幼虫／ごぼう／金ゴマ／
まつり寿司
◇２階 特設レーンでボウリングに挑戦！
◇３階 開会式…3 日(土)9 時３０分〜
ゲスト：井田寛子さん（かすかべ親善大使）
アカペラ・オペラコンサート…3 日(土)13 時〜
心を開く音楽会…4 日(日)13 時 30 分〜

◇４階
市民活動団体ブース展示・体験講座
昔の遊び/将棋/多言語遊び／レゴロボット教室／折り紙／
フラワーアレンジメント／パソコン体験／点字教室／
ハンドセラピーケア、セラピューティック・ケアの体験/
ＫＵＢＩＲＥ体操／自彊術／かすかべ探訪／ハートウェア
／ボーイスカウト／ボランティア／学校図書館を考える／
ぽぽらカフェ／石鹸販売(中庭)など

ふれあいキューブフェスティバル同時開催
春日部市役所

※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。

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）

ふれあいキューブ 4 階
市民活動センター
西口

◇１階

※詳細につきましてはポスター・チラシをご覧ください。

・秋田県湯沢市観光物産コーナー
・キッズダンスパフォーマンス・バルーンアートショー
・ミニライブ・健康食育いきいき隊活動ＰＲ・ミニライブ
・吹奏楽・クラシック音楽・鍼灸マッサージ師会簡単講和
・ご当地ヒーローショー・マジッククラブ等
◇全館：クイズ・スタンプラリー

◇６階保健センター：健康フェア

団体インタビュ

健康自主自律！家族の健康は自分が守る！

これからのイベント情報

■設

市民活動学習講座

春日部市共催事業

■資格取得を提案する就職支援セミナー

■「伝わる記事の書き方と取材講座」
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内
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時：12 月 10 日(土)16：00〜17：30
場：「ぽぽら春日部」4 階 会議室 2
容：働くことにあと一歩が踏み出せない方に、就
職に有利な資格の取得について伝授します
力：一般社団法人 感動プロジェクト
師：株式会社 BRIA エデュケーション
諸星伸純氏
象：15 歳〜39 歳の方 ２０名
用：無料 ※要事前申込み

時：1 月 21 日(土)･28 日(土)13：30〜17：00
場：「ぽぽら春日部」４階 会議室２
容：まちづくり実践者への模擬取材を通して、編集
のプロから伝わる記事の書き方、取材のコツ、
写真のとり方を学びます。
対 象：市民活動をしている方 20 名
費 用：2,000 円（2 回連続講座）※要事前申込み
持ち物：筆記用具、カメラ（携帯電話でも可）
主 催：NPO 法人 埼玉情報センター

■市民リーダーシップ講座
〜今、必要とされるリーダーシップとは〜
日
会
内

時：2 月 5 日(日)14：00〜16：00
場：「ぽぽら春日部」4 階 会議室 1
容：今、必要とされているリーダーシップについ
て学びます
講 師：認定 NPO 法人日本 NPO センター
新田英理子氏
対 象：市民活動に関心がある人 ３０名
費 用：無料 ※要事前申込み

ＫＵＢＩＲＥサークル
春日部

立：2009 年 1 月

■代表者：矢野 剛敏
■電話：0480−53−4878
■E-mail：info@taoransu.com
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://ameblo.jp/corarpo/

―団体を設立した目的を教えてください。
現在、健康問題に対して、自分で出来ることは自分
でやるといった、自主自律の気持ちが求められていま
す。しかし、自分なりに何をしたらいいのか？という
ことを教えるシステムが充分ではありません。この様
な状態を鑑みて、ＫＵＢＩＲＥサークル春日部を設立
し、健康体操連盟に加入しました。

月間イベント事業（2 月スポーツ）

■ 健康づくりと交流に一役
親子ボウリング体験教室
日 時：2 月 25 日(土)13：00〜
会 場：「ぽぽら春日部」会議室 2＆春日部ターキーボウル
内 容：基本ルール・マナー・実技指導
対 象：親子・３世代 １０家族（小学生は保護者同伴）
費 用：１人 700 円 ※要事前申込み
募集期間：平成 29 年 2 月 3 日(金)〜
主 催：埼玉県ボウリング連盟

―団体の紹介をお願いします。
健康自主自律！家族の健康は自分が守る！その様
な意識を持っていただくために、柔道整復師が空手と
整体を融合させたＫＵＢＩＲＥ体操を広めています。
賢く健康を目標とした 地域賢康コミュニティ！
最大の特徴は、その人数の多さ、１クラス１００人を
超えることもあり、たくさんの友達を作ることが出来
ます。孤独という病気を治せます！

イベントの報告

■利用者会議を開催しました
１０月２日(日)、３日(月)の２日間、ぽぽら春日部
にて、
「これからの市民活動センターについて語ろう」
をテーマに利用者会議が行われました。
まず、事業を委託している、春日部まちづくり応援
団から、市民活動センターの機能、役割、使用方法に
ついて説明を行いました。その後にグループ内でワー
クショップを行い、
「市民活動センター」について、
自由に様々な意見を出していただきました。
主な意見としては、
「施設においては楽しく、また
活動しやすい」
、
「センター自体を知っている人が少な
いのではないか」
、
「もっとセンターの存在をアピール
できないか」といった内容でした。２日間に渡り、と
ても活発な意見交換の場となりました。

■月間イベント事業参加団体
■ ９月(防災・防犯・自治会)
・しっぽとかぞく
・春日部Ｃ工房

・放射能から子どもを守る会

■ １０月(子ども・観光)
・春日部おやこ劇場
・多言語広場ヒッポファミリークラブ

１０月２３日(日)10:00〜13:00
主催：春日部羽つき大会実行委員会
羽子板お絵描きと羽根つきを通
じて、桐のまち春日部の伝統工芸
にふれる体験が行われました。

■ 健康セミナー
「手術で治せる認知症、歩行障害、尿漏れ」
11 月 12 日(土)14:00〜15:50
主催：公益社団法人 春日部法人会
現代社会において関心が高い
「認知症とその他脳の病気につい
て」の公開講演が行われました。

■ こどもライブフェスタ 2016
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
11 月 14 日(月)10:00〜16:00
主催：春日部おやこ劇場
埼玉県民の日に開催し、今年は影絵劇
や忍者修行、手作り品の工作体験など、
様々なブースで子供達が１日中楽しむ
ことができました。

―お知らせや、今後の予定を教えてください。
体験は、いつでもどこでも無料で受けることが出来ま
す。
（ただし１回のみです。）事前に連絡はいりませんの
で、直接会場に一度足を運んでください！
12 月 3 日（土）には、ぽぽら春日部 5 周年記念イベ
ントに参加します。①10：30〜
②13：00〜に行いますので、
ぜひＫＵＢＩＲＥサークルの体験
にいらしてください。
楽しく体操しています！

※申込みは、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
■「ぽぽら春日部」共催事業を行いました！
■ 「春日部市民の日」記念
お絵描き＆羽根つき大会

≪活動内容≫
・ぽぽら春日部で下記のとおり開催しています。
月 10：00〜11：30、19：00〜20：30
木 14：00〜15：30 金 19：00〜20：30
※春日部市内では、他に庄和地域では正風館で週２回、
また、内牧地区公民館で週１回活動しています。
※会費については、お問い合わせください。

パソコンを通じて「ふれあい」の場を大事にしよう！
春日部シニアふれあい
ＰＣサークル

■設 立：2013 年 8 月
■代表者：三輪 勝
■電話：090-4843-8131
■E-mail：m0503ru@yahoo.co.jp

―団体を設立した目的は何ですか？
会員相互間の交流を通して親睦を図り、会員の健康
や、趣味、教養面に関して、生活を豊かなものにする
ことを目的としています。地域社会（コミュニティ）
の活性化のため、コミュニケーションを共有し、ボラ
ンティア活動に積極的に参加しています。
―団体について教えてください。
私たちの団体は、協力し合い、心地良く、楽しく学
びながら、コミュニティの活性化に繋げるため、毎週
パソコン勉強会を開いています。
勉強会は、ふれあいの機会を大事にしており、気楽
に相談できる仲間づくりを目的としています。
どなたでも参加することができ、自分の知りたいこ
とを学びながら、好きなことを
すすめることができます。
とても熱心に活動しています。

≪活動内容≫
毎月、以下のとおり活動しています。
第 2・4 水曜日・第 2・4 木曜日
第 1・3 金曜日
（合計：月６回）
※ただし第 1・3 金曜日は初心者（入門コース）
対象としております。
※入会金無し
会費（会場費、資料費など） 月 300 円

―目標や、今後の活動予定を教えてください。
団体設立３周年になります。会員数は５０名を超えま
した。気楽で楽しく、
「寺子屋スタイル」での活動はと
ても好評です。機会がありましたら、いつでも気楽にお
声をお掛けください。パソコンを通じて「ふれあい」の
場を大事にしながら、コミュニケーションの共有を図
り、コミュニティの活性化に繋がるような活動を展開し
ていきたいと考えています。
12 月 3 日（土）
、4 日（日）のぽぽら春日部 5 周年
記念イベントにも参加します。
パソコン公開教室でお待ちしています！

