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★２面「おじゃまします こんにちは」
～ まちづくりネットワーク・かぞ ～
★３面「みんなの掲示板」「加須市内の施設情報」
★４面「登録団体の行事予定」

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
登録団体の活動風景
今回は大利根マジッククラブさんの活動風景をご紹介します。12 月８日(日)第９回大
利根マジッククラブ発表会が開催されました。皆さんのお茶目で楽しいマジック、玉
すだれの実演に、お客さんは釘付けです。

お客さんが参加するマジックの披露や
先着でマジックグッズのプレゼントもあり、皆さんとても楽しそうでした。

12 月７日(土)

展示即売会

開催！

10 月、台風の影響で中止になってしまった８周年記念事業の代替開催として展示即
売会が行われました。
４つの団体が出展し、手作り小物販売や、来年の干支、ねずみの置物作り体験なども
でき、多くのお客様で賑わいました。

おじゃまします

こんにちは！

まちづくりネットワーク・かぞ
今回は、まちづくりネットワーク・かぞ代表、杉沢正子さんにお話を伺いました。加
須の各地にまちづくり団体が少しずつ増えてきて、その団体が互いに情報交換や交流を
したり、より良いまちづくりを志す仲間と共に自分たちの故郷に誇りを持ち、さらにま
ちを活性化させていきたいという思いで協力連携組織まちづくりネットワーク・かぞ
（通称：まちネット）が平成 13 年 11 月に設立されました。設立当時は６団体でしたが
現在は 16 団体に増えました。
まちネットの活動には３つの大きな柱があります。１つ目は「まちづくり活動支援事
業」です。モデル事業の選定支援をしたり、まちづくりフォーラムを開催しています。
昨年のフォーラムは「みんなで考える ぼうさい」という題で「今、わたしたちができ
ること」というグループワークをしたり、前仙台市長の奥山恵美子さんを講師としてお
招きして「防災に強いまちづくり」について講演をしてもらったそうです。２つ目は
「情報発信スキルアップ事業」です。まちづくり学習会を開催したり、全国研修交流会
に参加しています。３つ目は「加須市市民
活動ステーションの運営事業」です。市内
の市民団体の方が活動するための支援をし
ています。くらくら館の運営も９年目を迎
えます。
地方が生き残るためには市民活動が必須。
各団体が特色を持った活動をして持続可能
なまちづくりができるように頑張っていき
たいと杉沢さんはおっしゃっていました。 まちづくりフォーラム in かぞ 2019 みんなで考える ぼうさい
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恒例の行事１月
毎月第２金曜日
くらくら館で唄おう会
加須市観光大使の秀
丸姐さんや町子姐さん
の三味線の演奏にふ
れてみませんか。
参加費(100 円)

毎月第４金曜日
蔵シネマ
『華麗なる一族』
関西財界の雄、万俵一
族は、政略結婚で繁栄
してきたが、次第にその
歯車が狂い始める…。
入場無料
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誰でも自由に
参加できる茶話会
(参加費 100 円)

みんなの掲示板
ＫＡＺＯフルートアンサンブル
会員募集
結成９年目のサークルです。40 歳から 70
歳代の男女７人で演奏を楽しんでいます。
多少経験のある方、大歓迎です。
体験教室もあります。お問合わせください。
活動日時：第 2・４日曜日 13:30～16:00
場
所：パストラルかぞ
問合わせ：080-1197-0134 穐山健太郎

新規 農ある暮らしの会
登録
会員募集
先月くらくら館新規登録になった団体です。
埼玉県北部、加須市を中心に活動しています。
ワークショップ・映画上映・お茶会などを通し
て自然に寄り添った暮らしの楽しみを見つける
コツをお伝えしています。
イベントなどへの参加、会員としても、ご興味
のある方ぜひお問い合わせください。
問合せ：nouaruku@gmail.com

加須 施設
の

市内 情報
￥

NEW オープン！

加須スケートパーク
住所：加須市北大桑 516-11
電話：0480-72-5488(大利根文化体育館)

12 月 15 日(日)、北大桑地内、加須ＩＣ東産業団地内公園
の一部が整備され、スケートボードやローラースケートがで
きる「加須スケートパーク」がオープンしました。
コンクリート製のスネークでどなたでも利用でき、利用は
無料。プロテクター(安全保護具)の装着が必要です。
オープニングセレモニーではスケートボード教室や上級者
による実演があり、賑わいました。
活力ある産業のまちづくり」そして、
「加須スケートパーク」
と「スポーツを通じた若者が集う地域づくり」を目指してい
ます
■開園時間：
■休園日：

くらくら館運営委員会理事長 瀧川一夫
旧年中は大変お世話になりました。
本年はオリンピックイヤーです。私達市民団体もこの最大で最高の催しにボランティア団体の一員として微力ながら
お手伝い出来るよう心がけていく所存です。
平和の日本で生き、向上心を持ち、関わる事のうれしさを、夫々の団体が実感できれば素晴らしい１年となるのではな
いのでしょうか。加須市及び、くらくら館スタッフの御指導を仰ぎながら楽しく１年を過ごさせていただきます。本年もよろ
しくお願いいたします。
くらくら館運営委員会理事長 瀧川一夫
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くらくら館だより
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みんなの広場（登録団体からのお知らせ）
ヴァンダナ・シヴァの

１月 18 日（土）
映画上映
お話会

＆

農ある暮らしの会の仲間たちによる

終了後はお食事やお茶などできますので
お話などしながらどうぞご自由にゆっくりとお過ごしください。

10:00～11:00
11:15～12:30

はっこう村
（加須市大室 620）
映画上映・お話会 参加費 1,500 円
小学生以下無料

‐ 農ある暮らしの会 ‐
予約・お問い合せ：
仲間をつくって何つくろう？

つくろうカフェ
おしゃべり、手作業、読書など過ごし方は自由です
◆介護中の人たち同士の交流、相談ができます。
◆年齢も立場も性別も関係なく共に過ごしています。
◆認知症の家族と安心して一緒に参加できます。
◆アイデアを出し合い加須らしい物づくりをします。

農ある暮らしの会 mail nouaruku@gmail.com

毎月第３月曜日

１月 20 日、２月 17 日
10:00～15:00
市民プラザかぞ ４階 404Ｂ会議室
（加須市中央 2-4-17）

参加費 200 円

‐ みんなのちからいいね倶楽部 ‐
お問い合せ：

みんなのちからいいね倶楽部 090-1466-8463 （戸ヶ崎）
あっとまーく

独り介護は禁止です！

で

＠ えがおDe
介護者サロン
世間話でも、趣味自慢でも、愚痴でもいいんです。
お茶でも飲んで、しゃべって、ただそれだけでいいんです。
時間が取れたら、どうぞ、ドアを叩いてください。予約も電話も要りません。
御茶菓子代の 100 円をご用意ください。
あなたに「えがお」で帰ってもらいたい、ただ、それだけがスタッフの思いです。

‐ かぞケアラーサポートの会 ‐
お問い合せ：
講演会のお知らせ

講師：久喜市役所文化財保護課
竹内 俊吾 氏

‐ 加須郷土史研究会 ‐
お問い合せ：

毎月第２・第４水曜日

13:30～15:30
市民プラザかぞ ４階 403 会議室
（加須市中央 2-4-17）
参加費 100 円（御茶菓子代）
事前予約不要

かぞケアラーサポートの会 0480-62-2668 （いしい）
090-1466-8463 （とがさき）

２月６日（木）
13:30～
市民プラザかぞ ３階
A B C 301 会議室
(加須市中央 2-4-17)
入場無料

加須郷土史研究会 080-3497-9189 （新井）

