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

第23号

■ロッカーを利用しませんか？

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」

ロッカーは、市民活動のために必要な物品保管等にご利用いただけます。
なお、利用には市民活動センターへの団体登録が必要です。
≪使 用 料≫：大：６００円／月

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/

小：３００円／月

≪使用期間≫：使用開始日から当該年度 3 月 31 日まで
≪規

格≫：大：縦 800ｍｍ×横 364ｍｍ×奥行 405ｍｍ
↑ロッカーは共同事務室の中に設
置しています。
（大 20 個、小 80 個あります）

小：縦 400ｍｍ×横 364ｍｍ×奥行 405ｍｍ

小
〜利用者の声〜

小サイズは A4 用紙(500 枚入)が
12 冊入ります。

「埼玉県発祥の生涯スポーツを楽しもう！」―― 春日部市ターゲット・バードゴルフ協会
「１人暮らしの皆さま、元気に集合！」―― シングル友の会
市民活動センター「ぽぽら春日部」主催事業

「毎回講座で使用する資料、その他
の紙類がとても多くありますが、持
ち運びをすることなくロッカーに
しまうことができるので助かって
います」

大

団体インタビュー（中面）

歴史探訪会 佐藤さん
大サイズは高さが小サイズの 2 倍です。

どうなる?春日部〜春日部の未来を変える
100 のアイデアをつくろう〜
日

時：3月 ３ 日 （ 土 ） 14： 00〜 1６ ：30（開場 13：30）

会

場：「ぽぽら春日部」４階

内

■市民活動センターの管理・運営が変わります。
平成 30 年 4 月 1 日から市民活動センターは、指定管理者の管理・運営となります。
また、休所日、施設の予約や料金受付、窓口相談業務、印刷機等の使用時間が拡大します。
皆さん、ぜひご利用ください。（※施設の利用方法や料金等に変更はございません。）
◇変更内容
≪休 所 日≫：火曜日及び年末年始 → 年末年始のみ
≪窓口料金受付等≫：午前 9 時から午後 7 時まで → 午前 9 時から午後 9 時 30 分まで

交流・ミーティングスペース

容：新たな取り組みをしている方をゲストに「取り組みを始めたきっかけ」や「今後の展望」

を話していただき、最後に参加者全員で春日部を良くするための意見交換を行います。
対 象：どなたでも
定 員：３０名
参加費：無料
3 月 31 日まで、交流・ミーティングスペースで、
主 催：市民活動センター「ぽぽら春日部」
当日出た意見などを掲示します。
企画・運営：NPO 法人埼玉情報センター
協 力：共助コーディネーター養成講座実行委員会
申込み：要事前申込（市民活動センターあて電話もしくは窓口で受付）
春日部市コミュニティ推進協議会主催事業

■新規登録団体を紹介します！

201８年２月までに登録した団体です

春日部駅付近連続立体交差事業促進期成同盟会、介護者支援と在宅介護を考える会、春日部市自治会連合会、
私たちの食と環境を考える会、公益社団法人 日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA)埼玉地区

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

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。

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

第３７回春日部藤まつり
日時：4 月 2２日（日）10：30〜16：00
（雨天時 29 日（祝）に延期）
会場：春日部駅西口 ふじ通り(郵便局前〜地方庁舎前交差点)
春日部駅西口に約１.１㎞の藤棚が続く「ふじ通り」を舞台とした賑やかなお祭りです。今年はパ

郵便局
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。

問合せ：事務局（ぽぽら春日部内：048-731-3550）

レード 14 団体、出演 58 団体、沿道には出店 53 団体が参加します。昨年は 19 万人の来場者があり、
１日を通して楽しめるイベントです。
また、今年は「埼玉県ラグビーワールドカップ 2019 大会課」が

西口

出店しますので、是非立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
※詳細は、４月上旬より配布いたしますプログラムをご覧ください。
※春日部市コミュニティ推進協議会の４月以降のお問い合わせは、
048-736-1111 までお願いいたします。

団体インタビュ
これからのイベント情報

埼玉県発祥の生涯スポーツを楽しもう！
春日部市共催事業

市民活動学習講座

■「会議の楽しい進め方」

■まちづくりセミナー

日 時：3 月 1８日(日)

日 時：3 月１６日(金) 18:30〜20:30

9:30〜12:00

会 場：「ぽぽら春日部」4 階

会議室 1

内 容：会議などを有意義に進めるコツや手法を
学ぶ講座
定

員：３0 名

内 容：現在の不動産事情や不動産から見た春日

ながしま

おさむ

講 師：長嶋

修 氏（不動産コンサルタント）

申込み：要事前申込（市民活動センターあて電話

参加費：１,０００円

もしくは窓口で受付）
問合せ：市民活動センター（731-3550）

対 象：市民活動団体及び興味のある方

■第 45 回古利根川清掃を実施します！

主 催：経営革新塾しよう会

日 時：3 月４日(日)8:30〜11:00（延期:11 日）
活動場所：市域古利根川両岸

参加方法：古利根公園橋上に設置する実施本部で

バードゴルフ協会

■設 立：1994 年 4 月 ■会員数：２０８名（内女性 40 名）
■代表者：有賀 通夫
■電話：048−737-8689
■E-mail：aruga3.20@tbu.t-com.ne.jp
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://kbtbidga.webfc2.com/

会 場：「ぽぽら春日部」4 階 会議室 1・２
部市の現状、将来展望の講演

講 師：会議ファシリテーター普及協会五霞支部
対 象：市民活動団体

〜不動産から見た「住みたいまち」とは〜

春日部市ターゲット・

定 員：５０名
申込み：要事前申込（市民活動センターあて電話
もしくは窓口で受付）
問合せ：市民活動センター（731-3550）

軍手とごみ袋を配布
主 催：春日部市コミュニティ推進協議会
問合せ：731-3550（ぽぽら春日部内）

―団体設立のいきさつを教えてください。

1994 年 4 月に、春日部市教育委員会が生涯
スポーツに適した競技としてターゲット・バード
ゴルフを取り上げ、講習会を開催、普及活動が行
われ当協会が設立されました。
―団体について教えてください。

谷原西グラウンドの一部を春日部市から借り
受け、会員でコース整備を行い、悪天候以外毎日、
それぞれが生涯スポーツとして楽しんでいます。
月平均 10 回の定例会、
年 9 回の競技大会、忘
年会、春・秋の体験教室、
会員講習会等の行事を
開催しております。

また、埼玉県 TBG 協会主催の競技大会、東ブ
ロック(近隣市町 7 団体)の競技大会、関東甲信越
ブロック競技大会、全日本 TBG 協会主催の全国
競技大会にも参加しています。
―最後に一言お願いします。

会員は高齢者が多いですが、老若男女問わずど
なたでもできるスポーツです。若い方も女性も大
歓迎ですので、ぜひ仲間になりましょう！
ターゲット・バードゴルフ(通称：TBG)
1969 年、狭い場所でゴルフ同様に楽しめるようにと、
埼玉県川口市在住の野嶋孝重氏が考案。
合成樹脂製の羽根付ボールを専用クラブ１本で打ち、
パラソルを逆さにした形状のネットに入れ、打数を競う
スポーツ。

イベントの報告

■「第 10 回市民活動フォーラム」〜市民活動を広げ
2 月 1８日(日)13:30〜16:00 に、
「春日部まち

人との出会いがあり、1 人ではできないことができ

づくり応援団」の企画・運営により開催しました。

るようになった、街で偶然会った時に挨拶ができた

第１部では、春日部まちづくり応援団が「フォー

など、「人とのつなが

ラムの 10 年のあゆみ」を、センター職員が「セン

り」が生まれたと話し

ターの 6 年を振り返る」についてを話しました。

ていました。

10 年のあゆみでは、市民活動の先駆者として、

「ちっぽけな世界し

川口市やさいたま市の

か知らなかった自分た

事例からヒントを得た

ちが市民活動で知らされる事は、私たちの財産にな

ことや、大学教授の助

ると言っても過言ではないだろう」と話していたの

言や協力をいただいた

が印象的でした。

こと、市民の自覚と広

１人暮らしの皆さま、元気に集合！

これからの展望へ〜

第２部では、「大交流会」と題して、市民同士の

がりが現在のフォーラムを築き上げたことなどが

協働で行われた長いロールケーキ作りや、団体参加

話されました。

のビンゴ大会が行われました。

また、6 年の振り返りでは、オープン時の内覧会

揃った人には景品や

の様子、年ごとに変化していく事業（見本市→ボラ

30 秒スピーチが用意

ンティア体験事業など）や変わらず続いている事業

され、自身の活動内容

（周年記念事業）が報告されました。センターがで

や PR、今後のお知ら

きたことをきっかけに活動を始められた松永さん

せを発表し、終始、和

と鳥崎さんからは、センターができたことにより

やかな会となりました。

シングル友の会

■設 立：2011 年 8 月 ■会員数：８名（2018.2 現在）
■代表者：新田 時子
■電 話：048−735−0196

―団体紹介をお願いします。
―団体の設立目的は何ですか？

１人暮らしをしている高齢者の会話の相手に
なり、また、１人ひとりが外に出て会話する場所
を作るため団体を設立しました。
☆活動日・場所☆
毎月第１土曜日
午前 10 時から 12 時
「ぽぽら春日部」会議室

現在は、70 代から 80 代の１人暮らしの高齢者
が集まり活動しています。年々会員の年齢層が上が
っていますが、皆さん毎回元気に会場に集合し、
様々なプログラムで楽しんでいます。
―今後の目標を教えてください。

「人生 90 年！介護のいらない生涯にしよう！」
を目標に、ゆったりとしたペースではありますが、
活動を続けていきたいと思います。興味がある方は

☆活動内容☆

一度、会の活動を

・ゆる体操→そらまめ体操、ストレッチ、カラオケ、

ご覧いただければ
と思います。

合唱など
・近況報告→お茶を飲みながら自由に
その他、会員に合わせた内容を取り込んでいます。

皆さんの参加をお待
ちしております！

