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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■ぽぽら春日部の「貸事務所」を利用しませんか？
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。
※貸出には審査があります。詳しくは「ぽぽら春日部」窓口までお越しください。

≪使用条件≫

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/

事務机・イス・ロッカー

①市民活動センター登録団体であること
②市民活動センターを使用する他団体と交流・連携をする
ことに努めること
③活動報告書を３か月に一度提出すること
④団体情報及び活動報告書を常時公開すること
≪使用期間≫

団体インタビュー（中面）

打合せテーブル
折りたたみイス 2 脚

■貸事務所レイアウト（面積：約 8 ㎡）■

使用開始月から１年間までの期間内。
更新の申し出があった場合は、春日部市市民活動センター

備品の他、有線 LAN 回線、固定電話回線の配管、
電気コンセントが整備されています。

貸事務所使用団体候補者審査委員会要綱に基づく春日部市

〜貸事務所を利用している団体の声〜

市民活動センター貸事務所使用団体候補者審査委員会の審

貸事務所に入居したことにより、活動拠点が
できたので、団体としての活動が行いやすくな
りました。
また、他団体や様々な人との交流や連携も増
え、会の活動の活性化にもつながっています。

査を経て、更新の必要があると認められたときは、１年を
超えない範囲においてその期間を更新することができます。
≪使用料≫
月額 １６，０００円

貸事務所３ みらいラボ

■春日部市ふれあい大学で「ボランティア・市民活動」の講義を行いました！
8 月 8 日(火)・9 日(水) にふれあい大学の授業で梅田主査、遠山主事、寺嶋主事が「ボランティア・
市民活動のススメ」をテーマに講義を行いました。講義では、市民活動
とボランティアの違いや、活動を始めるにあたっての注意点・継続する
ためのコツについて説明しました。また、
「相手に伝えること」をテー

「ペットも一緒に安心・安全に暮らせる社会を目指して」―― しっぽとかぞく
「地域活動・市民活動への参加で、社会への恩返しを」―― 彩の国いきがい大学春日部学園 22 期校友会
市民活動センター「ぽぽら春日部」主催事業

市民活動センター「ぽぽら春日部」オープン６周年記念イベント
開催日：１２月９日（土）・１０日（日）１０：００〜１５：００
6 回目となる今年度は、合計３５団体が勢ぞろい。
様々なイベントやブースが皆さまをお待ちしておりますので、ぜひお越しください。
※詳細は、ぽぽらだより 12 月号に特集を掲載します。

【イベント内容（※予定）】
◇１階
◇２階
◇３階
◇４階
◇６階

物販・展示ブース
特設レーンでボウリング体験！
ミニコンサート&落語
市民活動団体ブース展示・体験講座
保健センター「健康フェア」

マに隣の人とお互いに自己紹介を行い、紹介された相手について説明を
行う「他者紹介」を行いました。

市民活動センター「ぽぽら春日部」共催事業

会場内はとても和やかな雰囲気で、センターの職員、ふれあい大学の

こどもライブフェスタ 2017
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

学生がともに充実した講座となりました。

■新規登録団体を紹介します！

※昨年度の様子

2017 年８月までに登録した団体です

春日部・岩槻立教校友会、埼玉県言語聴覚士会、こみゅっと！in 春日部、ふれあい大学寺子屋パソコンクラブ、
春日部市回想法ボランティア（ふれあい幸齢倶楽部）

春日部市市民活動センター「ぽぽら春日部」

案内図
春日部市役所
郵便局

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ
ふれあいキューブ 4 階
市民活動センター

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。

時：１１月２６日（日）１０：００〜１５：００

会

場：ふれあいキューブ１〜３階、「ぽぽら春日部」４階

内

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。

日

西口

容：
「ふしぎ！？不思議！？ふしぎ！？」を
テーマに工作ブース、折り紙、積木、
ホイールスコープ（万華鏡）
、忍者修行、
マジックスクリーン、マジックショー、
フルート＆クラリネットアンサンブル 他
対 象：幼児〜小学生
※昨年度の様子
費 用：無料（一部有料）
申込み：不要
主 催：春日部おやこ劇場
共 催：春日部市・埼玉ふれあい拠点運営共同事業体
後 援：埼玉県・埼玉県教育委員会・春日部市教育委員会・埼玉新聞社
問合せ：090-1603-4553（春日部おやこ劇場・新井）

団体インタビュ
これからのイベント情報

問合せ＆申込み：市民活動センター「ぽぽら春日部」

市民活動学習講座

春日部市コミュニティ推進協議会主催

■パネル１枚で魅せるテクニック

■親子ファミリー劇場
アンディ先生のストリートマジック

日 時：９月２０日(水) 14：00〜16：00
会 場：「ぽぽら春日部」４階 会議室１
内 容：分かりやすく、目を引くようなパネル展示
の方法や内容について伝授します。
定 員：30 名（※パソコンをご持参ください）
参加費：無料
講 師：i-casket 代表 吉田 理子氏
春日部市コミュニティ推進協議会主催

■親子ワークショップ
日
会
内
講
対

時：10 月 16 日(月)・21 日(土)
10：30〜11：45（受付 10：00〜）
場：「ぽぽら春日部」4 階 会議室 1・2
容：いろいろな世界のことばや歌を通じて、家
族みんなで楽しめるワークショップ
師：多言語広場ヒッポファミリークラブ
象：小学生までの子どもとその家族 各 20 組
（※両日とも同じ内容です）

日 時：11 月 12 日(日)
14：00〜15：30 (開場 13：30)
会 場：中央公民館１階講堂
内 容：幼児から大人まで楽しめるマジックショー。
瞬間移動、イリュージョンなど、想像を超え
る魔法世界をお楽しみください。
公 演：マジックファクトリー
対 象：幼児〜小学生と保護者等
定 員：350 人
参加費：無料（※要整理券）
※整理券は、10 月 11 日(水)から市民活動センター
「ぽぽら春日部」内コミュニティ推進協議会事務
局、市役所別館３階市民参加推進課、各公民館、
ハーモニー春日部、各児童センター・児童館で配
布します。１人 4 枚まで。

※詳細は、ぽぽら春日部ホームページ（http://kasukabe.genki365.net)にも掲載しています。

イベントの報告

ペットも一緒に安心・安全に暮らせる
社会を目指して

048-731-3550

○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○

しっぽとかぞく

6 月 15 日(木)に開催。
参加者は 18 名。

■ホタル鑑賞会
7 月 14 日(金)・15 日(土)
に開催。
来場者は 2 日間で 470 名。

■市民活動学習講座
無理のない事業計画の作り方
7 月 19 日(水)に開催。
参加者は 11 名。

■ビジネスマナー講座
7 月 29 日(土)に開催。
参加者は 5 名。

7 月 30 日(日)に春日部コミュニティビジネス倶
楽部Ｋａｓ−Ｂｉｚと共催で、子ども向けの職業体
験イベント「わくわくワーク in 春日部」を開催し、
46 名のお子さんが参加しました。
今回のイベントは、夏休みを利用して、小〜中学
生の子どもを対象に、プロカメラマンによる「カメ
ラマン体験」、リフォーム業者による「障子・網戸
張り体験」、ファイナンシャルプランナーによる「お
こづかいゲーム」を行い
ました。また、上記以外
の起業家の紹介として、
職業紹介カードを作成し
て子供たちに配りました。
子どもたちは、専門家
による、アドバイスを受
けながら、夢中になって
楽しく仕事体験を行って
いました。

■電話：080−1114−3737

―団体を設立した目的は何ですか？

る方、飼われていない方のお話

3 世帯に 1 世帯がペットを飼っているといわ
れるペット大国日本。現在では、ひと昔前の「番
犬」という飼い方から「家族の一員」として迎え
る家庭が多く、ペットのあり方も変わってきてい

を伺い、どんなことに困ってい
るのか、どんな情報や取り組み
を必要としているのかリサーチ
して発信しています。殺処分な
どで奪われる命が無くなるよう
冊子を作って配布したり、ペッ
トをつれての防災の掲示や展示、

ます。そんな中、しつけやマナー、飼育環境など
の必要な知識や意識が置いてけぼりになってい
ると感じる事が多々あり、犬や猫が好きな人もそ
うでない人も、笑顔で共に生活できる街になって
ほしいという想いから設立に至りました。

夏には「犬の熱中症」のチラシ
を配布しています。
―団体の自己紹介
―今後の予定
犬や猫など、私たちの身近な存在である彼らの
ぽぽら春日部にて、9 月 1 日(金)〜9 月 28 日(木)
ことを知り、学ぶことは、犬や猫が好きな人にと に「ペットと防災」をテーマにした展示を行います。
ってはもちろん、そうでない人たちにとっても、
また、9 月 16 日(土)13：30〜16：30 に「避難
生活しやすい環境作りには、とても大切なことだ 所運営シミュレーション HUG」の体験イベントを開
と思います。市内を中心に、犬や猫を飼われてい 催します。※ 参加費無料（※小学校以下のお子さまは保護者同伴）
○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○

地域活動・市民活動への参加で
社会への恩返しを

■子どもしごと体験イベント
わくわくワーク in 春日部

■いきいきボランティア
養成講座

■設 立：2016 年 8 月
■代表者：山本 夏聖
■会員数：１名

彩の国いきがい大学
春日部学園 22 期校友会

■設 立：2016 年 4 月
■代 表：長内 正行
■電話：048−974−9655
■E-mail：osanai.masayuki@outlook.com
■会員数：85 名

―団体の紹介をお願いします。

いきがい大学 22 期は、卒業生同士の親睦を図
り、また、いきがい大学で学んだことを活かし活
動しています。地域や社会参加活動への意欲を助
成し、いきがいを高める事を目的としています。
―活動内容を教えてください。

―今後の目標を教えてください。

校友会という器に魂を入れ磨くのは私たち一人
ひとりです。それを具現するため情報共有の緊密が
最重要で不可欠であると考えています。
また、校友会イコール地域活動・市民活動の社会
参加であり、社会への恩返しという側面もあると思

私たちは、地域に向けて様々な活動をしています。 います。
また、個人及び班で行った活動を共有するため、 私たちは、活動を進めるにあたり、肩を張らず凝
「私たちの社会活動の報告」という報告書を作成
し、報告のあった活動をホームページ掲載してい
ます。さらに、7 月 27 日(木)には、校友会のメン
バーを講師に、特別講演「水から見る文明の興廃
(未来に対してボランタリしよう)」を開催しまし
た。今後も、学習的事業を計画し、進めていきた
いと思います。

らず、自然体で自分の出来るペースを第一として生
きがいを実感できるコ
ミュニティ作りを展開
しながら、地域活動へ
の参加や貢献を行って
まいりたいと思います。

