
 



会議室1
（4階）

　　　　アート体験　『紙であそぼう』
　　ちょっと難しいけど作って遊ぼう！
　　　　　9:30～12:00
　　☆Ⅰペーパークラフトの恐竜
　①9：30～10：30②10：40～11：40
　　　各回定員5名　\100円
  　Ⅱ ハガキで飛行機 　Ⅲ 折り紙で独楽
　　　●小学３年生以上

　　　♪春日部おやこ劇場

　　　クリスマスソングを歌いましょう
　　　　　　　13:30～15:30
　　☆クリスマスソングを歌いながら
　　　みんなで楽しもう！
　　●子どもから大人までどなたでも
　　♪いきがい大学七期校友会
　　　いきがい大学七期虹クラブ
　　　ミュージックバンド・四季会

　　　　　　花を楽しもう
　　　　　　15:30～17:30
　　☆生花のアレンジメント
　　●お花が好きな方どなたでも　定員30人

　　￥1500円　◎牛乳パック、はさみ
　　☎090-2455-5541（佐藤）
　　　11/30まで
　♪NPO法人フラワーデザイン推進協会

会議室1
（4階）

　　　　ウィークエンドブランチ
　　　　　　9:00～12:00
　　　　☆円空仏と春日部
　　　　ゲストは地元の円空仏３体
　　　　￥200円（コーヒー付）
　　　●どなたでも
　　　♪春日部まちづくり応援団

会議室2
（4階）

　
        パソコン勉強会
　　　　　9:00～12:00
　　　☆パソコン入門編
　　　　ワードの基礎から応用まで
　　　●シニアの方
　　　　（パソコンに興味のある方）
　　　♪春日部市ふれあい大学２８期会

　
     クリスマスカードを作ろう！
　　　　　12:30～14:45
　　☆パソコンで贈りたい方の名前を
　　　入れたクリスマスカードを作ろう
　　●パソコンに興味がある方
　　♪ウイング春日部パソコン
　　　サポートボランティア

　　　　　　ぽぽら写生会
　　　　　15:30～17:30
　　☆イベント会場をかいてね♪
　　　今日までの活動報告
　　　プラレール展示もあるよ
　　●小学6年生まで
     ♪KASUKABEみんな笑顔
　　　プロジェクト

会議室2
（4階）

　　　　パソコン倶楽部公開教室
　　　　　　9:00～12:00
　　　☆パソコン入門編
　　　　ワードの基礎から応用まで
　　　●シニアの方
　　　　（パソコンに興味のある方）
　　　♪彩の国いきがい大学春日部学園
　　　　二年制課程

会議室3
（4階）

　　　ママたちが見つけた乳幼児の
　　　ことばの発達と誰もが持つ
　　　マルチリンガルの可能性
　　　　　　10:15～11:30
　　☆講師によるレクチャーと体験
　　　するプログラム
　　●お子さんと子育て中のママ
　　　♪ヒッポファミリークラブ
　　　　ぼにゃみーち

　　　折り紙でサンタクロースを
　　　折ってみよう

　　　　　12:30～14:30
　　☆折り紙を親子で折ってみよう
　　●子どもから大人までどなたでも
　　♪灯り（volunteer）

　　　　桐下駄他伝統工芸と
　　　　　リハビリENG交流
　　　　　15:30～17:30
　　☆指の力が入らずスイッチ操作ができ
　　ない方々へのリハビリキグ開発です
　　●子どもから大人までどなたでも
　　♪エドモンド・オフィス
　　　リハビリ遊具の工房

会議室3
（4階）

　　　　　　ママと一緒に
　　　クリスマス飾り＆ママヨガ
　　　　　　9:30～11:30
　　●0歳～小学校入学前のお子さんと
　　　そのママ（お子さんのお預かり可）
　　￥1000円
　　☎048-812-4262
　　♪スマイリングファクトリー

　　　　聞こえないってどんな事？
　　　　　12:30～14:30
　　☆聞こえない不便をおぎなう機器
　　　の展示と災害時の対応について
　　●子どもから大人までどなたでも
　　♪春日部市聴力障害者協会
　　　春日部手話サークル

共同
事務室

（4階）

    心と体を自分で癒すための会
　　　　　10:30～12:00
　　☆スピリチュアル・メンタルサイ
　　　エンスアドバイザーによるお話
　　　（体験含む）とフリートーク等
　　●どなたでも
　　☎090-6011-3358（鈴木）
　　♪チーム白い翼

　　 　健康法としての導引養生功
　　　　　13:00～14:00
　　☆中国政府公認の医療気功という健康
　　　法を実践
　
　　●どなたでも
　
　　♪埼玉導引養生功連盟

共同
事務室

（4階）

　　　　将棋の指し方入門
　　　　　12:30～14:30
　　☆小学生を中心とした将棋の指し
　　　方入門（礼儀とルール、実践）
　　●小学生
　　♪彩の国いきがい大学春日部学園
　　　17期校友会「将棋クラブ」

会議室
4～6

（6階）

　　     　つくって！歌って！
　遊ぼうクリスマス！サンタもくるよ！
　　　　　10:00～12:00
　　☆クリスマス飾り折り紙クラフト
  歌って遊ぼう！ クリスマスミニコンサート

　　●子どもから大人までどなたでも
　　￥100円
　　♪春日部健康づくり市民の会

会議室
4～6

（6階）

　　　3Ｄで遊ぼう（3Ｄのふしぎ）
　　　　　10:00～11:30
　　☆立体視の科学遊び教室
　　￥200円
　　●小学生　定員３０人
　　☎048-731-3550（センター）
　　　（定員：30名）
　　♪わくわく科学クラブ

　　　一人ぼっちで悩まないで・・・
　　☆親の会の活動案内
　　　子ども理解のための書籍の紹介
　　　祭り寿司の販売
　　♪不登校を考える親の会・かすかべ

　　　　　点訳本ができるまで

　　☆市内に点字で標示してあるものの
　　　紹介
　　♪春日部点字サークル

　　市内ボランティア活動の紹介
　　☆市内でボランティア活動をしてい
　　　る団体の紹介
　　♪春日部市ボランティア活動
　　　推進連絡会

　　　バランスのとれた食事とは
　　☆高齢者の低栄養を防ごう
　
　　♪春日部市食生活改善推進員協議会

　　　　年間行事の紹介

　　☆1年間主だった行事の風景

　　♪春日部市子ども会育成連絡会

　　　　ボランティア活動ＰＲ

　　☆活動内容と実績紹介

　　♪春日部観光ボランティアの会

　　　　　ＫＩＦＡ活動紹介
　　　　～春日部の国際交流～
　　☆友好都市交流活動・日本語教室他
　　　の活動紹介を写真等で展示
　　♪春日部市国際交流協会

  　  遊休農地をいかして地域を
　　　   　 元気にしよう
　　☆地権者、農業者、内牧小学校な
　　　ど、地域住民と協働して行って
　　　いる金ゴマ栽培の活動紹介
　♪NPO法人まちづくり協議会・元気塾

　　　　桐下駄他伝統工芸と
　　　　　　リハビリＥＮＧ交流
　　☆障がいを持つ子が遊びながら自発
　　　的運動能力を高める遊具の展示
　　　♪エドモンドオフィス
　　　　リハビリ遊具の工房

　　　　春日部市地域子育て支援
　　　　　協議会加入団体紹介
　　☆協議会に加入している団体の活動
　　　を紹介
　　♪春日部市地域子育て支援協議会

　　　　　　「かすかべ探訪」
　　～かすかべをもっと知りたい～
　　☆観光案内、「かすかべの歴史」
　　　「かすかべの文化財」の講座、
        講演会等の諸活動の紹介
　　♪かすかべ案内人の会

　　　　学校図書館に司書を！
　司書は子どもと本をつなぐかけ橋です
　　☆活動報告、冊子販売、図書館クイ
　　　ズと小さなプレゼント
　　♪学校図書館を考える会・春日部

楽しくてためになる！体験や実演のイベント  記号の説明　　　　☆イベントの内容　　　●対象・定員　　　￥費用　　　　◎持ち物　　　☎申し込み　　♪参加団体

７　日（土） ８　日（日）

　　　2周年記念講演
　　　市民活動団体と行政、
　　　　みんなでつくる豊かなまちづくり
　　　　　～協働を学ぼう～
　　　　　　　　13:30～15:00
　　☆協働ってどんなこと？
　　　協働でまちづくりをすると
　　　こんなによくなる！

　　　講師：法政大学法学部教授
　　　　　　　名和田　是彦氏

　　●市民活動実践者　定員50人
　　☎048-731-3550（センター）

　　♪オープン2周年記念実行委員会

　　　　　市民活動交流会
　　　　　　　15:15～17:00

　　☆コーヒーを飲みながら、市民活動
　　　をしている団体さんと一緒にお話
　　　しましょう♪

　　・市民と行政、市民と企業の協働の
　　　事例発表
　　・市民活動団体の得意わざ紹介
　　・コーヒーやお菓子をお供に交流
　
　　♪オープン2周年記念実行委員会
　　　企画：春日部まちづくり応援団

　　　　　　　　　　　　　　平和で暮らしやすい世の中にしよう
　　☆1部　13:00～14:30
　　アレックス＆杏樹による「ティモールについてのお話」
　　●子どもから大人までどなたでも

　　☆2部　15:00～17:00
　　「Canta！Timor」上映会＆交流会　●12歳以上　￥1000円
　　アレックスによる英会話レッスン＆ゲームなど　●子どもから大人までどなたでも
　　♪ＮＰＯ法人春日部ＦＭ

　　　　　　　　　　　　　春日部ジュニア囲碁交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　13:00～16:30
　　☆囲碁大会＆ビンゴ大会
　　　クリスマスケーキプレゼント
　　●小・中学生
　　☎048-736-6471（井上）
　　♪春日部ジュニア囲碁普及会

音楽とイルミネーションとカフェ　癒しのコーナー（相談コーナーも） ボランティアなど市民活動がわかるパネル展示・販売

　

　

交流・
ミーティ
ングス
ペース

（4階）

両日開催（9：00～18：00）
クリスマスイルミネーション

12月7日（土）～12月25日（水）（火曜日休み）

18：00～21：00※12月7日は18：00に点灯式

会場：中庭（4階）

☆中庭を色鮮やかに彩るイルミネーション！

ボランティア相談コーナー
12月7日（土）・8日（日）

9：00～18：00
会場：交流・ミーティングスペース（4階）

☆ボランティアを始めてみたい！そんな皆さんの悩みを解決！

ぽぽらカフェ
12月7日（土）・8日（日）

9：00～18：00
会場：交流・ミーティングスペース（4階）

☆コーヒーを飲みながらリラックスしませんか？

クリスマスミニコンサート
12月7日（土）
会場：交流・ミーティングスペース（4階）

17：30～18：00
☆女性フォークデュオ

♪ノスタルジックカラーズ

・潮騒のメロディー（あまちゃん挿入歌）

・藤の花通り（オリジナル曲） 他

18：00～18：30
☆フルートとソプラノのハーモニー

♪音と友に

・ママがサンタにキスをした
・アヴェマリア 他

12月8日（日） 会場：環境ギャラリー（３階）

12：15～12：45
☆女性5人組の＜アカペラ＞グループ

♪アンサンブル ＣｏＣｏ

・クリスマスソング、ジャズ、ポップス


