まちのことを、はじめる場所。

I N F O R M AT I O N F R O M P O P O L A K A S U K A B E

POPOLA

TAKE FREE

ご自由にお取りください

「ぽぽらだより」は、春日部市市民活動センター（ぽぽら春日部）が発行する、
まちづくりや市民活動を広めるためのフリーペーパー（広報誌）です。ぽぽ
ら春日部は、まちの課題に取り組み、市民の暮らしに新たな価値を生む公益
的な活動を応援する施設です。地域のための活動をしている人、始めたい人

ぽぽらだより

がつながっていく場所でもあります。皆さんのご利用をお待ちしています。
発行元 春日部市市民活動センター

（指定管理者：㈱コンベンションリンケージ）
発行日 年４回（３月、６月、９月、１２月）

2020.3
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vol.

協働する？

自治会 ＆ 市民活動団体
トークフォークダンス！
1/23（木）、ぽぽら春日部で自治会と市民活動団体の交流イベントが開催されました。
今後は自治会などの地縁組織と市民活動団体などのテーマ型組織の協力が必要です。
トークフォークダンスとはフォークダンスのように短い時間でたくさんの参加者と
話ができる対話手法。市内の自治会長さんと市内の活動団体さん総勢 38 名で、お互
いのこと、本音のこと、これからのことを話して、大いに盛り上がりました。トーク
フォークダンス形式でのこのような協働の企画は全国初の取り組みです。

ワクワクワーク職業体験！
1/25（土）、ぽぽら春日部で職業体験イベント『ワクワクワーク』が開催されました！
地域の起業家が先生役になり、学校応援団が子どもたちを全面サポートする市民活
動団体同士のコラボレーションプロジェクト。当日は共栄大学の学生ボランティア
も加わり、子どもたちと一緒になって真剣に、そして笑い声をあげながらワクワク
した時間を過ごしていました。

感染症予防対策にご協力ください

周囲の方へ感染を広げないために、手洗い、うがいなどの対策をお願いします。咳があるときは咳エチケットを行いましょう。
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市民活動って、

どんな活動なの？

身近な地域や社会の 「困った！」 の解決を
目指し、 みんなで取り組む活動です。
その活動や困りごとに共感した人たちで取り組むた
め、団体として活動することが多いです。生涯学習と違
うのは、自分たちのためではなく、困っている誰かのた
めに行う活動というところです。
分野もさまざまで、
福祉から教育、
環境、
地域経済まで、

02

市民活動は

誰がやっているの？

地域に住む市民、みなさんです！
春日部市でも地域への貢献意識が高いシニアの方が多
いです。
人は何か自分が困ったときに、はじめて暮らしの中の
さまざまな問題に気がつきます。市民活動はそんな気づ
きからはじめる人が多いです。暮らしの身近な問題に気

ありとあらゆる分野の活動があります。問題解決といっ

づき自分たちでなんとかしようとする女性たちの活躍も

ても決まった方法や答えがあるわけではありません。自

目立ちます。活動していくなかで、いろいろな人と出会

分なりに動いてみることが大切です。社会の問題はそこ

い、地域でつながりが生まれていくことが多いです。

に住む私たちの問題でもあります。

聞きたかった市民活動
耳にしたことはあるけど、実際はちょっとよくわからない「市民活動」
。ボランティア活動のこと？

05

シニアが多くて
若い人はかかわりにくい ...？

子育てや街の活性化など、 若い世代も
活躍しています！

06

市民活動に

なぜ取り組むの？

より住みやすい地域にするためです。

現状は確かにシニアの方が多い活動です。しかし、働

市民活動は「誰か」を思いやることができる、豊かな

き方の価値観が変わってきている最近では、若い人がや

地域社会のバロメーターです。春日部市にも子育てや身

りがいや社会貢献意欲をもってＮＰＯ法人を立ち上げる

近な環境保全、介護や居場所などの問題で困っている方

などの活動例も数多くあります。

がいます。私たちはあらゆる分野において無関心ではい

世代間のギャップは確かにあります。ですが、その違

られなくなってきています。

いに気づくことが地域の理解には欠かせません。シニア

まずは地域で暮らす人それぞれがちょっと地域に目を

との交流を通じて「勉強になった」と言う若い人が多い

向け、関心を持つことから始めましょう。皆がちょっと

のはその表れかもしれません。世代にかかわらずいろい

ずつ助け合うことは本当に大切なことなのです。

ろな人を受け入れ、活動の成長につなげていく心の持ち
方が大切になっていきます。

03

04

市民活動はみんな

ボランティアなの？

途中でやめたいときは

やめられるの？

途中でやめたいときはやめることもできます。

必ずしも無償ではありません。

しかし ...

おそらく「ボランティア＝無償」という意味で使われ

市民活動はあくまでも自主的な活動なので「できる人

ている質問ですが、ボランティア活動は必ずしも無償で

が、できる時に」が基本です。なので、途中でやめるこ

はありません（ボランティア活動に交通費やお弁当など

ともできます。個人的な活動であれば、生活や環境の変

が支給されることはよくあります）
。春日部市の市民活

化にあわせてやめることもできます。ただし、組織とし

動もボランティア精神に支えられた活動が多いのは確か

て活動している場合やその活動を本当に必要としている

ですが、すべての活動が無償なわけではありません。

人たちがいる場合は注意が必要です。活動がなくなる
（少

ＮＰＯ法人の中にはスタッフがちゃんとお給料をも

なくなる）ことによって困る人たちが逆に地域に取り残

らって活動している例がたくさんあります。ひとつ言え

されてしまうからです。公益的な活動であるからこそ、

ることは、市民活動はお金（収入）目的の活動ではない

継続できることが望ましいのは確かです。

ということです。

教えて
くださ
い！

のホントのところ

はたまた何かの運動系の活動？今回、そんなギモンにできるだけ分かりやすくお答えしたいと思います。
（できるかな ... ？）

!!

春日部市市民活動センター条例では、市民活

動を「市内に居住し、通勤し、通学し、又は活

動する個人及び団体が自主的に行う非営利で公

益的な活動」と定義しています。少し難しい表

現になっていますので、（多少語弊のある言い

方になるかもしれませんが）極力簡単に言い直

してみます。市民活動とは「春日部市に関わり

のある人や団体がお金儲け（そのもの）を目的

とせずに地域のために開かれた活動を自分の意

思で行う活動」といった感じでしょうか。

とは言え、自分の活動が市民活動なのかはど

自主性

うかは、なかなか分からないもの。迷ったとき

自
分
の
意思で
！

非営利性

は、
ぽぽら春日部の相談窓口にお越しください。

みん
なの
ため
に！

るため
もうけ
い！
じゃな

公益性

CHECK

ボシュウ

貸事務所の使用団体を募集中！

募集対象：ぽぽら春日部の登録団体で、他団体と協働する意欲のある団体
使用期間：1 年間（最大 5 年まで）
使用時間：ぽぽら春日部の開所時間（9:00 〜 21:30） ※休所日は年末年始のみ
使用料 ：月額 16,000 円（税込）
広 さ ：約 8㎡（2m × 4m）完全個室
主要設備：事務机、事務用イス、折りたたみイス 2 脚、打ち合わせテーブル、ロッカー
有線 LAN および電話回線は配管のみ、電気コンセント等

NPO 団体や市民活動団体の皆さま専用のオフィススペースを貸し出

しています。活動に必要な最低限の設備は整っていますので、事務作業
はもちろんプロジェクトルームとしてもご利用いただけます。他団体と
の協働や専門家のアドバイスを受けながら活動を広げていきたい団体の
皆さまは貸事務所のご利用を検討してみてはいかがでしょうか？

ホウコク

実践！ホームページのつくり方
2/9（日）に開催した広報のお悩みに応える市

令和 2 年に入ってから新規に登録された団体さんをご紹介

民活動セミナーのお題は「ホームページづくり」。

します。センターでは積極的に団体同士の交流やマッチングを

けて発信したいのか、活動概要や基本情報を整理

ある団体ファイルなどでチェックし、ご関心のある方はいつで

まずは団体の「なにを」「どのような人」に向

行っております。それぞれの団体の活動内容を館内に配架して

し、文章や写真を用意することから始めました。

もセンター窓口にお問い合わせください。

その上で、無料でも簡単にできるウェブサービス
を使って実際にホームページを作成するという実

●春日部南ロータリークラブ

に 3 時間でできた！」という嬉しい感想もいた

ションクラブ

県支部

践的な内容で実施しました。参加者からは「本当

●日本オストミー協会 埼玉

●ほっこりマルシェ実行委員会

●Ｅコミュニケー

●特定非営利活動法人すだち

Tsunagunjyaaaaa! （順不同）

だきました。

印刷室のサポートについて

オシラセ

新規登録団体情報

オシラセ

●おつなぎ戦隊

ぽぽら春日部のニューフェイス

オシラセ

かねてからご要望の多かった印刷室のサポートについて、4 月よ

よろしくお願いします！

り運営パートナーさんによるサポート日を少し増やしていただくこ
とになりました（ぽぽら春日部のホームページまたは窓口でご確認

ください）。4-6 月は多くの団体が総会の準備などで印刷室をご利
用になられます。サポートが必要な方はなるべく早めに日程をご確
認の上ご利用ください。

縁の下の力持ちになれるよう

鈴木衛（まもる）です。早く

ご自分で操作して、印刷物を作成していただきますようご協力ください。

ビール大好き永友明代です。

立てるようがんばります。

◆運営パートナーは市民ボランティアです。印刷機の使い方のサポートはしますが、

仕事を覚え、皆さまのお役に

に笑顔で頑張っていきます。

イベント・セミナーのお申し込み・お問い合わせはこちらから

東武動物公園
大宮方面

東口

春日部駅

ぽぽら春日部
（ふれあいキューブ4F）

北千住・柏方面

048-731-3550

popola@kasukabehall.jp

春日部市市民活動センター（ぽぽら春日部）

西口

年中無休（年末年始を除く） 9:00 〜 21:30

ララガーデン
春日部

TEL

〒 344-8578

048-731-3550

FAX

048-734-1605

埼玉県春日部市南 1-1-7 ふれあいキューブ 4 階

http://kasukabe.genki365.net/

https://www.facebook.com/popolakasukabe/
春日部市役所
※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。西口徒歩 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。

※当施設の会議室を利用するには、
「団体登録」が必要となります。登録には窓口での
ヒアリング及び登録申請書、団体の規約、名簿、活動実績等の資料の提出が必要と
なります。詳しくは上記窓口にお問合わせください。
※交流・ミーティングスペース、キッズスペースなどは、団体登録なしにどなたでも
ご自由にご利用いただけます。

