第9回

日時：平成３１年１月１９日（土）午前１０時～午後３時
会場：朝霞市中央公民館・コミュニティセンター

主催
主管

あさか市民活動ネットワーク
協力
あさか市民活動まつり実行委員会

朝霞市

ひろげよう市民活動の
①１階 展示ギャラリー

①
展示ギャラリー

【販売】

【パネル展示】

それいゆぷらざ
（女性センター）

○あさか・九条の会

○ISTA開発の科学おもちゃ 【NPO法人科学芸術学際研究所ISTA】

○NPO法人あさか市民大学

○ミニディサービスで作った手作り品（着物リメイク・陶芸品）
【ミニデイサービス晴れたらいいね】

○NPO法人匠リニューアル技術支援協会
○朝霞の自治を進める市民の会

○有機野菜（大根、ホウレンソウ、ネギ、白菜等）
【NPO法人食品ﾘｻｲｸﾙ農園あさか】

○NPO法人NORDICあさか

エレベーター
入口

○わくわく新河岸川みどりの会

○マレーシアグッズ、高齢者手作り品、リサイクル品
【認定・県指定NPO法人メイあさかセンター】

○あさか市民活動ネットワーク
○あさか100とも

階段

○朝霞市基地跡地の歴史研究会

発表
コｰナ

図書室

○AIS(朝霞地区インターナショナルソサエティー)

ＷＣ

②

印刷室

②１階 ロビー

⑧２階 レクレーションホール（体験）

エントランス
ボランティア
ビューロー

事務室

【発表コーナー】 《時間》10:10～14:45
10:10～フラダンス

【マヒナポエポエ】

10:50～リズム体操と脳トレ
【NPO法人あさか市民大学】

集会室１

会議室

③

【NPO法人朝霞ぐらんぱの会】
12:50～歌と楽器演奏

集会室２

【劇団キラキラ】

○展示

14:00～14:45～フルート演奏

１階

○アクリル絵の具を使ってエコバッグ作り
【ミニデイサービス晴れたらいいね】
○健康チェック（血圧・体組成計・足指力チェック）
【医療生協さいたま朝霞支部】
○展示
【あさか多文化子育ての会「ばんびーに」】

11:20～皿回し・マジックなど

④

正面入口

○折りコマ、マグネット作り 【あさかパートナー２期会】

【あさか多文化子育ての会「ばんびーに」】

【朝霞フルートクラブ】

⑤
和室

⑥２階 音楽室

軽食喫茶室
Hawaiian cafe
SPLASH!
テラス

○音楽療法(歌と演奏体験)

④１階 会議室

楽譜資料代100円
《時間》10:30～12:00

○喫茶 【NPO法人ポレポレ】
本格コーヒーと菓子（大福、
パウンドケーキ、どら焼き）

【NPO法人メイあさか
センター】
○歌声喫茶
（材料費300円）
《時間》13:00～14:30

【年金者組合朝霞支部】

⑦２階 児童室･幼児室（体験）
【NPO法人美えな塾】
○肩こり・腰痛・予防解消体操
○だっこひもの調整

２階

○着物着付け体験【着付「すみれ会」】
最初から親切にお教えいたします。

【パネル展示・販売】

※着物、帯、足袋お持ちの方は御持参下さい。
無い方は御用意致します。

○朝霞基地跡地利用市民連絡会

○皿まわし体験と遊び
【NPO法人朝霞ぐらんぱの会】

音楽室

レクリエ-ション
ホール

幼児室

○朝霞基地跡地の自然を守る会

倉庫

木の実工作、どんぐりトトロづくり等

エレベーター

（実行委員会事務局）

⑨
パネル展示コーナー

階段

⑩実習室（模擬店）
○炊きこみごはん
○豚汁、他

ロビー

美術工芸室

【朝霞おやこ劇場】

※美術工芸室：飲食コーナーとして利用します。

⑩

【特別出展：パネル展示】

○市内活動団体の紹介
【朝霞市民活動支援ステーション】
○地域をつくるチーム力アップ講座の紹介
【政策企画課】

⑧

児童室

⑨２階 ロビー

⑤１階 和室

③１階 集会室１・２

⑦

⑥

ＷＣ
学習室 ①

⑪２階 学習室（体験）
○子どもから大人までの囲碁教室
初心者への指導など

【囲碁サロン・彩霞】

⑪

学習室 ②

実習室
吹き抜け

参
朝霞おやこ劇場

加

団

体

朝霞基地跡地の
自然を守る会

の

紹

介

朝霞基地跡地利用
市民連絡会

生の舞台を親子で鑑賞したり、さま
朝霞の森広場の樹木の手入れや草刈
朝霞基地跡地が朝霞の森のように市
ざまな体験活動をとおして、地域で
りなど毎月第4金曜日に行っていま
民に親しまれ活用されるよう、市民
の仲間作りを大切に活動しています。 す。どなたでも自由に参加できます。 と行政と協力した跡地利用を目指し
ます。

NPO法人

朝霞ぐらんぱの会
10月にNPO法人化して、女性も入ってい
ただけるようになりました。一緒に子ど
もの世界を覗いてみませんか。子ども時
代を思い出してみませんか。ほどほどに、
少しだけ頑張っています。

囲碁サロン・彩霞
平成7年から活動しています。男女
合わせて100人余の幅広い年齢層の
会員が楽しく囲碁を打っています。

NPO法人

食品リサイクル農園あさか
家庭の生ごみや落ち葉などから堆肥を作り、無農
薬・無化学肥料の100％有機野菜 を栽培していま
す。生ごみ類を焼却ごみとしない環境問題、有機
野菜を通しての安全安心の食・食育、朝霞市の農
地を守るために市民は何が出来るかなど様々な取
組を行っております。

認定・県指定NPO法人

メイあさかセンター

NPO法人

NORDICあさか
健康増進のノルディック・ウォーク
を普及しています。
５回/月の教室は何方でも参加出来ま
す。また、指導員が伺う出張指導も
実施致します。

医療生協さいたま
朝霞支部
いのちと平和を守り、憲法を生かす
活動と笑顔をつなぐ手をつなぐ、地
域まるごと健康づくりに取り組んで
います。

NPO法人

匠リニューアル技術支援協会

NPO法人

あさか市民大学

ポレポレ

NPO法人

着付「すみれ会」

科学の知識をもとにしたアート作品
の製作や、科学おもちゃの研究開発
をしています。

半幅帯はシンプルな帯結びから、優
雅で華やかな結びまで楽しめます。
男性の方も体験にお越し下さい。

科学芸術学際研究所 ISTA

年金者組合朝霞支部

NPO法人美えな塾

産前産後の女性をメインに骨盤体操
や食育・抱っこ紐の使い方など様々
な講座を行っています。

朝霞フルートクラブ

マヒナ ポエポエ

わくわく新河岸川
みどりの会

朝霞子育てネットワーク
朝霞市は子育て中の人口が多く、他市から転
入し子育てをする保護者が多いです。そんな
地縁の無い所での子育ては厳しく【個育て・
孤育て】になってしまう保護者も少なく無い
と思います。スーパー等の空きスペースをお
借りして、「親子ニコニコ広場」を定期的に
開催し、多くの保護者が笑顔で子育てしてい
けるよう支援することを目的としています 。

朝霞の自治を進める
市民の会
朝霞をどのようにしたらより良いま
ちできるか、先進事例から自治の重
要性を学びながら考えています。

朝霞基地跡地の歴史研究会

朝霞100とも

キャンプ・ドレークの記録を調査
し、基地跡地完全返還後敷地内に
記念館を作りたい。

ファシリテーションスキルを生かし
て、ワークショップの企画・開催・
運営などを行う市内唯一の団体です。

ミニデイサービス
晴れたらいいね
おしゃべり、会食、陶芸等をして楽し
く過ごしています。趣味活動で作った
着物リメイク、陶芸を販売します。

ＡＩＳ

老いてもそして障害を持っていても
皆、平等の精神で、困ったことの相
互助け合いの活動をしています。

ALOHA！私達は月2回、膝折市民セ
ンターで活動している楽ママフラ
サークルです。皆さんにハワイの風
をお届けします。♡

朝霞パートナー2期会
朝霞を一層住みやすい町にするた
めに考え行動する会です。メン
バーの親睦も大事にしています。

年齢や立場を超えて提携し、生涯学
習社会、高齢者社会、国際化社会に
ついて学習と活動を基に、調査・研
究を推進する。他団体活動の支援を
行うことで、より良い生活ができる
地域づくりに寄与する。

内間木公民館で普段活動しており
ます。なじみのある曲を演奏いた
しますので、ぜひ聴きに来てくだ
さい。

日本国の憲法をアピールし、特に憲法
9条は世界稀なる素晴らしさがあり
ノーベル平和賞にノミネートされるほ
ど。皆さんにその良さを理解いただき
世界に広めていきたい。

楽しく、わくわく、元気になるよう
な、色々な講座を開いています。学
びたい人、お友達と気軽に参加して
みませんか。

共同住宅居住者が建物に一日でも永
高齢者が趣味やスポーツを楽しみ、
く住めるよう、修繕工事に失敗しな
「楽しみ7分、活動３分」をモッ
いためのアドバイスを行っています。 トーに沢山のサークルで活動する団
体です。

NPO法人

あさか・九条の会

わくわく田島緑地、周辺のゴミ拾い、植
栽、草刈りなどの広域景観づくりを行っ
ています。毎月第2、第4水曜日の午前中
にお茶会を交え、未来を楽しく語りなが
ら一生懸命活動しています。

あさか多文化子育ての会
「ばんびーに」
様々な国の親子が交流できるよう、
毎月楽しいイベントを開いています
（対象：未就学児とその保護者）。

朝霞地区インターナショナル
ソサエティ

ＡＩＳは外国人と日本人の相互理
解のための国際交流の会です。日
本語の学習、イベントなどの活動
を行っています。

劇団キラキラ
いつでもどこでもどなたでも参加
できます。毎月第3土曜日13:00
から歌ったり踊ったりして楽しん
でいます。

あさか市民活動
ネットワーク
このまつりの主催団体です。
ネットワーク型中間支援組織として、
活動団体による連携と活動を支援し、
市民参加のまちづくりを応援します。

