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イベントカレンダー

27年度まちづくり補助金 採択事業
※イベント詳細については、
各団体にお問い合わせ
下さい。

日時・イベント【会場】

団体名（連絡先）

地域の未来は子育て支援で【市民文化会館】

江南市女性連絡協議会
（0587-56-2263）

済

6月25日（木） 第1回セミナー開催（ママ友をつくろうよ）

済

8月6日（木） 第2回セミナー開催（子どもの身体の成長）
11月開催予定

第3回セミナー開催（子どもの心の成長）
第4回セミナー開催（女性連絡協議会のつどいに合流）

2月開催予定

四季を楽しむお遊び会【のいちごこども園】

NPO法人

のいちご

（0587-56-6669）

済

4月30日（木） どろんこ＆竹とんぼ

済

6月25日（木） 水遊びと七夕飾り
11月 4日（水） いもほり
12月12日（土） もちつき

大相撲湊部屋を応援する
小折町区民の会
（080-5154-3652）

活きいき交流会 ～大相撲湊部屋応援～
済

済

6月25日（木）
～27日（土） 稽古場見学や、チャンコの会
保育園児と交流会（布袋東、
布袋保育園）

7月1日（水）

親和会

町内別対抗運動会【古知野南小学校】

（0587-57-6663）

10月4日（日） 運動会

心をつなぐ多文化紙芝居【図書館・学校・児童会】

江南市国際交流協会
（0587-55-5043）

済

4月 子ども塾交流会

済

5月 外国の紙芝居の会、
子どもフェスティバル

済

6月 お話会 13日（土）
・20日（土）

済

7月 外国の紙芝居の会、
製作発表会、
親子国際理解講座 30日（木）
8月 児童館交流、
中学生交流、
地域サロン
（金）
国際交流フェスティバル 23日（日） / 図書館まつり 28日
9月 お話会、地域サロン
10月 学校交流（市内小・中学校）/外国の紙芝居の会 10日
（土）
学校交流（市内小・中学校）/健康フェスティバル 15日（日）
11月 お話会、
12月 クリスマス会交流/外国の紙芝居の会 12日（土）
1月 お話会
2月 外国の紙芝居の会 13日
（日）
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補助事業の今

NPO法人のいちご 会場：のいちごこども園

四季を楽しむお遊び会「どろんこ＆竹とんぼ」
4月30日（木）9 時30分～11時に開催されました。
晴天に恵まれ外遊びには絶好の日でした。
親子 20 組が参加し、子ども達は裸足に、パンツ
姿で楽しそうに遊んでいましたと、言いたいとこ
ろですが、そうとばかりは言えません。何せ、歩
けるようになってまだ間もない 3 歳までの子ど
も達です。初めて体験するどろんこ遊び。経験し
たことのない泥の感触にびっくり！ぬるぬると足
をとられ、動きにくいこと。でも、ちょっとずつ
慣れてくるとおもしろく♪ぺちゃぺちゃとした泥
の感じが心地良くなってくるから不思議です。
座り込んで、全身で泥の感触を味わう子ども達は

みるみる良い顔になっていきました。
最後は高い土山から、水といっしょにするっと
滑り台のように滑り降りた子ども達は、冒険し
終えた満足感一杯の表情でした。
参加したお母さんからは、「自宅ではできないダ
イナミックなどろんこ遊びができてよかったで
す。」どろんこに馴染めず泣きべそだった 1 歳
の子のお母さんは、「ずっと抱っこしてどろんこ
に入っていましたけれど、私が楽しかったです。」
と、感想を話してくださいました。
（記事
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岩根）

補助事業の今

NPO法人のいちご 会場：のいちごこども園

四季を楽しむお遊び会「水遊び＆七夕飾り」
6月25日（木）9 時 30 分 ～ 11時のいちごこども
園で「水遊び＆七夕飾り」の会が開催されました。
梅雨の晴れ間の水遊びには絶好の天候でした。
4 月の「どろんこ＆たけとんぼ」に引き続き、定
員いっぱいの 20 組の参加です。申込時にはキャ
ンセル待ちが出るほどの大盛況だったとか。会を
重ねる毎に子育て中の方の、のいちごこども園へ
の関心が高まってきていることを感じます。年齢
に合わせて大きさや水位の違う水遊び場が整えら
れていました。今回は水遊びでしたので、子ども
達の抵抗感も少ないようで、4 月のどろんこ遊び
の時には泣いて裸足になれなかった子も、今回は
楽しそうに裸足で遊んでいました。参加したママ
達からも「楽しいです」
「気持ちがいい」とか「マ
ンションなので、外で水遊びができないので、よ
かったです」という声が聞かれました。「水遊び
は心と体を解放します。乳児でも水に入ると手
を開いたり握ったりします。流れる水をつかも
うとします。この握る開くという手の運動は、
子どもの発育を促します。この時期はたっぷり
水遊びさせてあげたいです。」と石川園長さんか
らの話でした。最後に、参加者一人ひとりが短冊
に我が子の素敵なところを書き、笹飾りをお土
産にもらって終了しました。きっと七夕頃まで、
各家庭の軒に笹飾りが揺れていることでしょう。
（記事：岩根）
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補助事業のその後

まちあそび 主催：子どもと文化の森

「子ども忍者、
古知野のまちを駆け巡る！」
平成 21 年度江南市まちづくり補助事業『子ども・
大人かかわる力「まちあそび」』で実施して以来、
毎年、愛栄通り愛栄ふれあいプラザを中心に「ま
ちあそび」を行ってきました。
平成２６年 3 月 15 日（日）の午後、忍者になっ
た子ども達が、古知野のまちを駆け巡りました。
愛栄ふれあいプラザに集合した子ども達は、風呂
敷きで忍者かぶりをし、忍者になるための修行を
行った後、まちへ出ていきました。闇忍者からの
挑戦状には「まちの古いものをみつけること」と
あります。子ども達は商店街の方や出会った方に
尋ねながら古い物を探して回りました。
古くから下駄や草履を売っている履物屋さん。広くて
立派なお庭や、井戸を見せてくださったおばさん。古
い物から新しい物まで売っている金物屋さんなどなど、
子ども忍者達は、
まちの方々と触れ合いながら古い物
を見つけ出してきました。
最後は報光寺で闇忍者とのちゃんばらごっこ、
子ども
忍者のボルテージも最高潮に達して遊びは終了しました。
忍者になるという非日常のイメージの世界に入ること
で、子ども達だけでなく大人の感性も豊かに広
がります。その中で出会うまちの姿が虹色にミ
ラクルになってきます。毎年、訪れるまちの景
観は変化しても、まちの方々の温かさは、変わ
ることなく子ども達の心に届いてきます。
ご協力頂く愛栄通り、新町通りを中心とした古
知野商店街の皆さんには感謝の気持ちでいっぱ
いです。「おもしろかった」という子ども達の声
を励みに、これからも、できる限り、継続して
いきたいと思っています。
（記事

子どもと文化の森）
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江南あおむしの会 活動紹介「講演会

大盛況でした！」

6 月 13 日に行われた講演会は、多数の参加者を得て、大成功でした。
講師の小林光代館長からは、中津川市立図書館館長に公募し、秋田の職
を辞し現在に至った経緯や、「0 歳から 100 歳まで楽しく憩える図書館」
を目指し、施設は古いままでも、ボランティアの協力も得ながら内装を工夫
して、昨年度の入館者数は、中津川市の人口の２倍を超えるまでになった
と説明がありました。年に 1 回開かれる図書館まつりの映像には、子ども
から年配者まで「図書館が大好き！」という笑顔がこぼれていました。
また、パートナーシップを掲げ、中津川市立図書館を支援するボランティア
グループ「図書館くらぶ」の会長の話も伺いました。館内を花で飾ったり、
机や椅子を作ったり、月１回の企画の展示をしたりと様々な支援をし、地域
の力を生かした活動で、
「市民が図書館を盛り立てている」と感じました｡

アンケートより
・図書館の存在意味がより分かる事ができました。図書館の大事さがとても感じられる講演会でした。
・「目から鱗」という感じ。図書館が単に本の貸し借りの場でなく、市民が集う場所という意識をもたせていただいた
点で感謝します。
・図書館の運営は「人」だなと思いました。生き生きと活性化した図書館になるには、市民が図書館に
興味をもち関わりをもつか、
ですね。

田原図書館見学ツアー
5 月 15 日に田原市立中央図書館へ会員１４名で行っ

《参加者の感想より》

てきました。ほとんどの人が初めてで、最初はその広
さに驚かされました。名画のレプリカが目につき、
「こ
んなのも貸し出してくれるんだ。毎週借りて家に飾っ

最近めっきり本を読まなくなり、
図書館へ行くこともな
くなっていました。こんな私ですが、
田原市立中央図書
館の見学に連れて行ってもらいました。

ておくのもいいね。」などと盛り上がっていました。
図書館の中は明るくて、通路も広く、一人がけの椅子
に座って読書していると、つい時間の経つのを忘れて
しまいます。１時間余りの見学時間では、全ての良さ
を感じるには短かったようです。会員の一人は、「旅

想像以上の素敵な図書館でした。これからの江南市
の図書館を考えさせてくれるきっかけとなりました。
ありがとうございました。
江南あおむしの会

行ガイドなどは、最新のものが入っている。日々情報
が新しくなる今の時代、こういう配慮は嬉しいよね。」
とガイドブックを見て感心していました。

連絡先 : 中嶋（Tel/Fax 56-5498）
杉本（Tel 56-372 2 Fax 53-3361）
E-mail : minnano_tosyokan@yahoo.co.jp
http://aomushinokai.han-be.com/

江南あおむしの会のＨＰも見てくださいね！
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コラムのひろば

「認知症、
その支援体制について」
江南市の高齢者人口は増加して

域包括支援センターを中心にして

公助に頼ることである。市役所の

おり、１０年後の推計で６５歳以

江南認知症家族会の取り組みを支

高齢者生きがい課のカウンターに

上の高齢者は 26,968 人で高齢

援している。認知症の症状は軽度、

置いてある「認知症ケアパス」に

化率は 28.3％と見込まれている。

中等度、高度障害に区分できる。

は、認知症の人の状態に応じた適

その内、認知症の人が厚労省推計

家族介護の負担が重くなるのは中

切なサービス提供の流れと、認知

によると、高齢者の５人に１人に

等度障害で、物忘れが進み、落ち

症を発症した時からその進行状況

当たり、その数約 540 0 人。認

着きのなさや興奮、徘徊なども現

にあわせて、いつ、どこで、どの

知症は、ガンと異なり、未だ根本

れ、常に周囲の手助けが必要にな

ような医療・介護サービスを受け

的な治療法は確立されておらず、

りますが、家族だけでの介護には

ればよいかを標準的に示してあ

症状の進行を一時的に抑える対症

限界がある。

り、この「認知症ケアパスをご活

療法に留まっている。

江南認知症家族会のモットーは、

用下さい。」とある。

江南市介護保険事業計画及び高齢

“あなたを一人ぼっちにしません” （文責：コミュネット江南：大倉弘行 氏）

者福祉計画の中で、重点取組とし

である。とかく介護者はだれにも

て認知症ケアの取り組みを掲げて

相談できず、孤立化していきやす

いる。とりわけ私が注目している

い。優しくできない自分に嫌悪感

のが“認知症の方を介護する家族

があり、自分を追い詰めてしまう。

へのサポート”である。すでに地

自助のみでなく、仲間と交流し、

コラムのひろば

「健康を保つ秘訣♪連載スタート！」
足腰弱らん教室で文章を書いてほし

たりしています。

がない」東洋漢方の永井達夫氏が書

いと言われ、先ずこのような教室を

一つの例として珍しい記事があり、

かれていました。この記事を見て、

企画された江南市と、
実践してくだ

【ひざ痛悪化の最大要因は炎症を長

さる鈴木先生に感謝すると共に、教

引かせるもち米】で「ひざの痛みの

な私はびっくりしました。

室では体操のみでなく、人との交流、

要因の一つ、むくみを取るコツは、

このように私共は数多くの情報を得

知恵等を頂いているので、
教室がい

もち米加工食品を断ち、雨が降る前

て、自分に合った選択をして暮らし

つまでも続きますようお願いします。

に痛みが強くなる人は、その効果が

ていかねばと思いました。

私共は日々、新聞・雑誌・テレビ等

良く分かるそうです。但し、湿気に

で健康に関する情報を見たり、聞い

も寒さにも影響を受けない人は効果
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長年ひざ痛があり、もち類の大好き

（記事：足腰弱らん教室参加者）

江南市民協働ステーション
（江南市地域情報センター２階）
江南市赤童子町大堀９９
TEL 0587－53－0131
FAX 0587－53－0132

市民協働ステーション（地域情報センター２階）には、作業コーナーがあります。
【印刷機】
【コピー機】
【裁断機】
【紙折り機】が設置してあります。協働ステーションに登録
がある市民団体は、事務室で、
【作業コーナー利用票】をご記入後、上記の機器をご利用いた
だけます。
☆☆☆お知らせ☆☆☆
皆さんにご利用いただいております地域情報センターギャラリーコーナーと大会議室は、
平成２７年１１月より平成２８年３月末まで耐震補強工事に伴い、ご利用いただけませんの
でご了承ください。
なお、作業コーナーと中会議室・小会議室は工事期間中もご利用いただけます。

ＮＰＯ・ボランティアガイドをご利用ください！
江南市には１００以上のＮＰＯ・ボランティア団体が登録されています。
福祉・子育て・防災・環境など、多くの分野において活動されている団体の活動内
容や参加人数等が掲載されています。
活動を始めてみたい方・興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください♪
江南市のＨＰに掲載する動画

～掲載までの流れ～

パレット掲載記事募集
（第１２号／１０月発行予定）

１． ３０秒～１分の時間内で、各自撮影して下さい。

※締切：９月１１日（金）

２． 電子データにて、パレット事務局まで送信してください。
３． 編集等は一切せず、そのまま掲載させていただきます。

・NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体で活動している

※送付動画は、被写体となっている人、又は団体に必ず了解を得たも

状況やイベントの紹介等

のに限ります。

・開催したイベントの報告

掲載したい記事と画像データをメールにて受付けていますので、下記まで送付して下さい。
■ 動画・記事送付先
Tel

0587‐54‐1111

■ 編集協力
Tel

パレット事務局

江南市役所地域協働課

（内線 323）

ﾒｰﾙ

kyodo@city.konan.lg.jp

コミュネット江南

080-5135-1100 （代表

齋藤

雅治）

ﾒｰﾙ

『みんなのパレット』への思い…
パレットは絵の具を溶く道具。
いろいろな色が溶け合って様々な色を作り出します。
個人やｸﾞﾙｰﾌﾟ、それぞれの色が溶け合った時、
今までにない色（力・絆）が生まれると素敵ですね。
みんなでこの町らしい色を創り出していけたらいいな。
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saito.masaru@mbr.nifty.com
あなたの色を求めます！
～ボランティアスタッフ募集～
問合せ先 ： パレット事務局

E-ｍａｉｌ
kyodo@city.konan.lg.jp

