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　展示ギャラリー

主催　あさか市民活動ネットワーク　　協力　朝霞市
主管　あさか市民活動まつり実行委員会

日時：平成２８年１月２３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

第6回

ひろげよう市民活動の

発表

コｰナ

○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。

※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。

⑤１階 和室

○カレーライス 【朝霞おやこ劇場】
○けんちんうどん、饅頭など
※美術工芸室：飲食コーナーとして利用します

⑩実習室（模擬店）

【パネル展示】
○あさか・九条の会

○あさか市民大学

○あさかパートナー２期会

○NPO法人匠リニューアル技術支援協会

○NPO法人東上まちづくりフォーラム

○はぴちるバナナ

○自治基本条例を考える市民の会

○あさか市民活動ネットワーク

○喫茶 【NPO法人ポレポレ】
本格コーヒーと菓子（ケーキ、

クッキー、大福）

④１階 会議室

○歌声喫茶
（材料費300円）
《時間》10:30～12:00

13:00～14:30
【年金者組合朝霞支部】

⑥２階 音楽室 ○遊びのひろば 【朝霞おやこ劇場】
紙コップタワーなど

⑦２階 児童室･幼児室（体験）

○プラ板づくり 【朝霞おやこ劇場】
○ギフトタイを使った指輪づくり・ミニノート作り

【あさかパートナー２期会】
○クラフトおひな様作り、フェルトで作るブローチ

【ミニデイサービス晴れたらいいね】
○健康チェック（血圧・足指チェック）

【医療生協さいたま朝霞和光支部】
○サリー着付け体験 【朝霞ネパール友の会】

⑧２階 レクレーションホール（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】

⑪２階 学習室（体験）

【発表コーナー】 《時間》10:30～14:45

〇健康体操 10:30～ 【あさか市民大学】

○皿回し 11:00～ 【朝霞ぐらんぱの会】

○フラダンス 11:40～【マヒナ ポエポエ】

○音楽遊び、楽団演奏、踊り 12:50～
【劇団キラキラ】

○フルート演奏 14:00～
【朝霞フルートクラブ】

②１階 ロビー

①

②

⑤

⑧⑦⑥

⑪

⑩

【パネル展示】
○朝霞基地跡地の自然を守る会
○朝霞基地跡地利用市民連絡会

ドングリ工作体験、トトロづくり等

⑨２階 ロビー

⑨

【販売】
○ISTA開発の科学おもちゃ 【NPO法人科学芸術学際研究所ISTA】
○高齢者の手作り品（着物リメイク・陶芸品）

【ミニデイサービス晴れたらいいね】
○有機野菜、なごみ農園生産の生ゴミ類堆肥の展示

【NPO法人食品ﾘｻｲｸﾙ農園あさか】
○山野草（苔玉・鉢植） 【あさか山野草同好会】
○バザー品 【NPO法人なかよしねっと】
○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】
〇ネパールのスパイス、紅茶、菓子、民芸品【朝霞ネパール友の会】

○手作り品 【NOP法人キラキラ】

①１階 展示ギャラリー

④
③

○皿まわし体験と展示
【朝霞ぐらんぱの会】

【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】

③１階 集会室１・２



★実行委員会からのお願い★
◎土足禁止場所への出入り、発生したゴミの分別をはじめ、ルールを守って楽しいまつりにしましよう！

参 加 団 体 の 紹 介

舞台鑑賞やさまざまな体験をとお
して、子どもも大人も地域でのつ
ながりを大切にし、心豊かに育ち
合うことを目的に活動しています。

朝霞おやこ劇場

朝霞の森がオープンして３年。多
くの市民に利用されています。自
然を生かしたイベントなど皆さん
と一緒に楽しみ、育てていきま
しょう。

朝霞基地跡地の
自然を守る会

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
を理解いただき広めていただく。

あさか・九条の会

基地跡地の自然をいかした市民の
ための利用がされることを、市民
の皆さんと共に目指します。

朝霞基地跡地利用
市民連絡会

当会は平成24年からの朝霞市ぐら
んぱ育児支援養成講座を受講を終
了したシニア男性による子育て支
援の会です。

朝霞ぐらんぱの会

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。

朝霞パートナー2期会

学びたい人々に豊かな人生を送れ
るようになる、色々な講座を開い
ています。お友達と気軽に参加し
てみませんか。

あさか市民大学

中央公民館で毎月第1日曜日、山
野草で楽しく活動しています。展
示会も春と秋に開催。15年も続い
ている会です。いつでも入会でき
ます。

あさか山野草同好会

週2回南公民館で囲碁を楽しんで
いる囲碁サロン・彩霞です。会員
は女性を含め100人余です。初心
者には指導員が丁寧に教えます。

囲碁サロン・彩霞

着物の着付けは難しいと思って
いませんか？
一度体験してみませんか、簡単
に結ぶ帯などあります。

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。

NPO法人
科学芸術学際研究所 ISTA

いのちと平和を守り、手をつなぎ、
心つないで健康づくりに取り組ん
でいる。

医療生協さいたま
朝霞和光支部

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

NPO法人
食品リサイクル農園あさか

ミニデイサービス
晴れたらいいね

おしゃべり、会食、陶芸をし楽し
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。

楽しみ七分、活動三分をスローガ
ンに、高齢者であっても趣味やス
ポーツを楽しむ全国的な団体です。

年金者組合朝霞支部

共同住宅居住者様が建物に一日で
も永く住めるよう、修繕工事に失
敗しないためのアドバイスを行っ
ています。

NPO法人
匠リニューアル技術支援協会

子どもから高齢者まで、年齢や立
場を超えて提携し、多分野に亘っ
た学習と活動・実践をします。
その経験値から他団体活動の支
援もする中間支援組織として、よ
り良い生活ができる地域づくりに
寄与します。

認定・県指定NPO法人

メイあさかセンター

障がい者が、地域で豊かな生活
を送るための活動を行なってい
ます。昨年度よりグループホー
ムの設立を目指した事業を始め
ています。

NPO法人
なかよしねっと

朝霞市の自治基本条例の必要性に
ついて、市からの支援を受けなが
ら市民が集まって検討しています。

自治基本条例を考える
市民の会

地域の中で一人ひとりが淋しい思いを
しないで暮らせるよう、会員同士が支
え合いの活動を行なっています。産前
産後のお世話、病児や乳幼児の託児、
高齢者のお世話家事手伝いその他。
困ったことは何でもご相談ください。

NPO法人

ポレポレ

ネパールの文化を発信するとと
もに、2015年4月のネパール大
地震の被災者に対し、様々な支
援活動を行なう。

朝霞ネパール友の会

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。

あさか市民活動
ネットワーク

安心十充実のシニア生活のために、
各種専門家紹介、セミナー企画、
福祉施設とのコラボ企画を行って
います。

NPO法人
東上まちづくり

フォーラム
はぴちるバナナ

はぴちるバナナのテーマは『学びと交
流』です。交流では宮戸町内会の方々の
協力によるおじいちゃんおばあちゃんと
の交流、ママ同士の交流、子ども同士の
交流を持つことが出来ます。地域のつな
がりを大切にし、リフレッシュして心が
豊かにそして笑顔になるような環境作り
を目指しています。

毎週水曜日の夜、内間木公民館に
て活動中のフルートのサークルで
す。お問い合わせ・見学等お気軽
に！

朝霞フルートクラブ

劇団キラキラは障がいのある人
を中心にしてみんなで一緒に
歌ったり踊ったりして音楽を楽
しんでいます。

劇団キラキラ

私たちNPO法人キラキラは、
「すべての人々が輝いて生きる」
ことを目的として活動しています。

NPO法人
キラキラマヒナ ポエポエ

私たちは月2回、子連れでフラを
楽しんでるママフラサークルです。
趣味の仲間との時間、楽しいです
よ！


