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イベントカレンダー
団体名（連絡先）

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】

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）

11月9日（月） 第3回セミナー開催（子どもの心と身体の成長）
2月開催予定 第4回セミナー開催（女性連絡協議会のつどいに合流）

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）

11月4日（水） いもほり
12月12日（土） もちつき

心をつなぐ多文化紙芝居【図書館・学校・児童会】
11月開催予定 お話会、
学校交流（市内小・中学校）
11月15日（日） 健康フェスティバル

江南市国際交流協会
（0587-55-5043）

12月開催予定 クリスマス会交流
12月12日（土） 外国の紙芝居の会
1月開催予定 お話会
2月13日（日） 外国の紙芝居の会

NPO・ボランティア向け講座参加者募集案内

NPO・ボランティア講座

『〝伝える〟から
〝伝わる〟
へ』

詳 細は 5 ページへ

～ボランティア仲間が増える広報のコツ☆伝授します～

事業型NPO支援講座

『ワークショップバスツアー』
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詳 細は７ページへ

補助事業の今

大相撲湊部屋を応援する小折町区民の会

活きいき交流会～大相撲湊部屋応援～

平成２７年７月３０日
会場 : 布袋東保育園

この事業は、相撲の名古屋場所の間、常観寺に滞在している湊
部屋との関わりを通じ、地域住民の交流をより活発にしていく
目的で行われた。
今回、取材したのは、今年で 3 年目を迎える布袋東保育園での
園児と力士の交流会。今年は保護者や地域住民の方も招いての
交流会となった。
布袋東保育園を訪問したのは、
濱湊さん(三段目)
と新弟子の福湊さん( 序の口 )。
まずは、園児から力士への質問タイム。「お休みの時は何をし
ていますか？」という問いかけに「ダーツや、DS（携帯ゲーム）
をしてます。」、
「おすもうさんには、どうしたらなれますか？」
という問いかけには「15 歳になったら部屋に連絡してください。」などのやり取りがあった。
園児たちは「まげのカツラ」を付け、行司の扮装をした先生の仕切りで力士との取り組みが行われた。最後に園児
たちから「名古屋場所がんばってください。応援しています。」という応援の言葉と笹飾りのプレゼントが力士に
手渡された。（記事：岩根）

補助事業の今

江南市国際交流協会

「心をつなぐ多文化紙芝居」

平成２７年７月３０日
時間：１３時３０分〜
会場：江南市民文化会館

参加者数５０名
(大人子ども含む)

参加者の母国は、
バングラデシュ、
モンゴル、ベト
ナム、フイリッピン、ブラジル、ペルーと多彩で、
それら各国のお母さんと子ども達が集まった。
ねらいは、江南市で共生している外国人と文化交
流を通じて親善を深めることである。
先ず、各国の言葉で「こんにちは」、
「ありがとう」、
「さようなら」の紹介から始まった。
次いで、それぞれの国のクイズが続いた。「国旗
はどれ？」、
「好きな肉はどれ？」、
「相撲はモンゴル語でどれ？」、
「アマゾン川にいるイルカはなに色？」などが出題され、
参加者からは活発な応答があり、盛り上がった。
最後に、モンゴル、ベトナム、バングラデシュの多文化紙芝居を各国の言葉と日本語で語られた。楽しい国際理解
のひと時だった。（記事：大倉）
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江南市地域まちづくり補助金は・・・
地域で活動する団体などが工夫を凝らして取り組む、地域がつながり地域を良くしていこうと
する事業に対して補助を行い、地域の自治力を高めていくことを目的としています。

また今年度から、市が、市民活動団体等のみなさんに、課題（テーマ）を例示して、
課題解決に向けて、意欲のある市民活動団体等さんから事業の提案を募集することとも
始めました♪次の２事業を例示して、事業を募集します！！

市民活動団体等から提案型
つながろう！連携コース

ひろげよう！展開コース
地域課題解決の糸口となる地域住民の主体的

団体間の連携を応援し、この事業の実施が

な活動を応援し、この事業の実施が活動を充

活動分野・地域の異なった団体間のネット

実させ、活動の展開・地域への定着につなが

ワークづくりへとつながることを期待し

ることを期待します。

ます。

市から地域課題提案型
課題（テーマ） 例示①

課題（テーマ） 例示②

江南市市民自治によるまちづくり基本
条例の啓発を実施する団体を応援しま
す。市民等への周知が広がることを期
待します。

所有者のいない猫の被害で困っている市
民のため、活動する団体を応援します。
課題解決を期待します。

■■■ 問合せ・申請書などの提出先 ■■■
江南市役所 地域協働課 協働推進グループ
〒483-8701 江南市赤童子町大堀 90

E-mail：kyodo@city.konan.lg.jp

電話：0587-54-1111（内線 323）

FAX：0587-54-0800

※申請書などの様式は、地域協働課、地域情報センターでお渡しします。
また、市ホームページからもダウンロードできます。
http://www.city.konan.lg.jp/
くらしの情報＞市民協働・市民活動＞地域まちづくり補助事業
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江南市 NPO・ボランティア講座

実施報告

～ ボランティア団体の会 計入門 ～

１０月１５日（木）の午後６時３０分から９時に、ボランティア団体向け会計入門講座を実施しました。
参加者は１３名で、ボランティア団体の方々や自治会の方も一緒に、日々の会計帳簿の様式や記述の仕方から、
決算の方法など実際の会計作業に必要なことを色々学べた講座となりました。
講師の中尾さゆり氏からとても丁寧に、会計の準備から様々な様式と使い方などを教えてもらいました。
特に多桁式出納帳という方法については、
皆さん強い興味を持った様で、
早速取り入れたいとの声も聞かれました。
また、決算書の作成と活用についても感心が高かったです。（記事：齋藤）

募集

江南市NPO・ボランティア講座

あなたの団体は、活動メンバーが増えなくて、
困っていませんか？

中！

！

～ボランティア仲間が増える広報のコツ☆伝授します～

参加
無料

この講座は、
ひとこと団体紹介文や呼びかけ案内を実際につくる体験を通して、
仲間が増える
広報の〝コツ〟や、読む人に想いが伝わる表現の〝ポイント〟を学びます。

日時

１２月１７日（木）１３時 ～１７時
仲間を増やして
楽しく活動を続けよう！

■場

所：実習室（江南市老人福祉センター 2 階）

■講

師：井上

■対

象：団体やサークルの仲間集めを考えている方、思うように仲間が増えず困って

淳之典（寺子屋プロジェクト）

いる方、広報活動のための文章表現やチラシづくりに興味関心のある方
■定

員：２０団体

※事前申込み有り（定員になり次第、締め切らせていただきます。）

ぜひ、1 団体２～５人でご参加ください。ひとりでも可。

問合 せ・申込 み

江南市役所 地域協働課 協働推進グループ
TEL：0587-54-1111
（内線323）FAX：0587-54-0800
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絆づくりカフェ2015

実施報告

10 月 7日（水）の午後１時から３時に文化会館で、
『絆づくりカフェ（テーマ：江南市の子育て環境について）』を江南市主催で、
企画運営をコミュネット江南が受けて実施しました。
今までもいろんなテーマで意見交換会を行ってきたが、今回は、必ず次の行動などに「つなげる」ことを目的として、
子育て支援の活動をしている方々を主に集まって頂き、子育てしやすい「まち」とは？について意見交換を楽しんでもら
いました。
参加者１０名とスタッフ５名が２グループに分かれて意見交換をしました。とても活発に意見がたくさん出て、みんなが
協力し合って意見をまとめていました。下の図は、２グループが出し合った意見をまとめた図の一部です。
両グループの意見をまとめた結果を発表しあった後、今すぐ行政の担当部署に伝えたいことをピックアップしてまとめた
り、各々が特に気になったことを話したりして、参加者同士の親密さはとても深まったようでした。
（記事：齋藤）

＜意見交換の結果の図＞
学びを含めた問題
・子どもの目的、夢
職業教育
・自転車の交通ルール指導
小学生〜お年寄りまで
・中学生の集まれる居場所が
ほしい
・休日の教室開放
・コンビニは多いが地域の

遊び場問題
ボール遊びができる場所
・各町ごとに公園を完備
歩いて行ける公園
・安心して遊べる公園

・職業体験をもっと早い
時期から初めて

・空き家開放利用

・交通公園が機能していない

・各地域に親子で遊べる
子どもを預かって遊んで

・親の食育を学べる場を

くれる場所、施設を増やす

（託児を保証して）

・地域に公園がない
・広場、遊び場にかたよりが
あり北部に少ない

情報

連携

・1~3 歳までの親の情報交流の

学習の問題

・子どもが自由に遊べる広場 ・地域の空き家活用

商店が少ない

・各団体の情報がほしい

場の関係

人手
・ファミリーサポートの
人材不足

・各団体の
コラボ

場がない
・必要な親子に、必要な情報が

改善する方法

届くように

・行政に提案

・子育て中のお母さんのホッと
できる場所が欲しい

（市長への手紙 / 市議への協力）
・市役所の職員教育

制度

人材の問題

・育児休業制度が中小企業へも ・子供会の退会
普及していくように

役員集中問題

（各団体の理解）
・市がサポートシステムを
理解する

つながり関係
・コミュネット江南と
団体がつながって！
・親どうしのつながりを
作りたい
・生涯学習の親子教室
（0~3 歳）

公共
・図書館の新設ができればいい
利用しやすいよみきかせ広場
・公共の場をオープンに
使えるようしてほしい

・地域老人・OB 教室
・元気な高齢者市民に活躍してもらう

・地区の事務局を固定化、
引継ぎを明確にする

・援助会員へのサポートシステムの見直し ・各団体の力を強化する
ファミリーサポートのシステム化
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事業型ＮＰＯ支援講座

地域の課題を、地域住民が主体的にビジ
ネスの手法を用いて解決する取り組みで
あるコミュニティビジネスや、ＮＰＯに
よるまちづくりについての講座を開催し
ます。

集合時間：９時３０分
集合場所：江南市役所南玄関前

見学先
☆NPO 法人共育ネットはんだ☆
○森のようちえんぷるくわ
○みんなの cafe ともとも
☆ＮＰＯ法人プレママクラブ☆
○認可保育園のぞみが丘保育園
（いずれも半田市内）

◆対象者：市内在住、在勤、在学（高校生以上）の方
または市内ＮＰＯ・コミュニティビジネスの
活動をしている（予定がある）方
◆定 員：２５名（先着順）
◆参加費： 無料（昼食代９00 円程度は自己負担）

私が足腰弱らん教室を知ったのは、２年程前に市

幅広く取り入れてくださり、腰･膝･肩の痛いのが

の広報のひとつの記事でした。実際に教室を見学

とても和らいだ、というお声をよく聞きます。

して、これなら続けられると思い、入れていただ

又、先生はお忙しい中、体操以外の企画を色々と

きました。

立ててくださり、バス旅行や会食会、クリスマス

先生始め多くのお友達にも恵まれ、週一回の体操

会など楽しいことがいっぱいあります。

がとても楽しみで毎週欠かさず通っています。体

これからも健康維持のため、体が動く限り頑張っ

操も誰でも出来るストレッチや頭の体操、ゴルフ

ていきたいと思っています。

ボール・ダンベルなどを使った体力づくりなど、
―７―

（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２日より平成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１３号／１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：１２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

