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江南市で活動しているＮＰＯ・ ボランティア団体は１００団体以上あります。
少しずつですが、 頑張っているその姿を伝えていきます。

25 年度
地域まちづくり補助事業

いつやるの？ 今でしょ！
『ＮＰＯ法人 のいちご』 による人形劇が、 まもなく開催されます。
準備で忙しい最中の園へお邪魔して、 お話を伺ってきました。
人形劇の開催を通して
子育て中の皆さんに何をお伝えしたい
ですか？

昨年度と変えたところはありますか？

開催日時と場所をお願いします。

人形劇を親子一緒に楽しみ、 笑い、 感動を
共有して欲しいと思います。
また、 今後開催予定の 「親子交流会」 等に
参加することで、 子育ての悩みや不安を話せる
仲間を作り、 明るく楽しい子育てに
つなげて欲しいですね。

昨年は予想以上に申込みがありました。
しかし、 人数制限のためにご覧いただけ
なかった方もいました。
今年はより多くの方にご覧いただけるよう
席を多く設けました。

７月２８日 ( 日曜日 )
１０時４０分からです。

江南市民文化会館です。

チケットの購入や問合せ先は？

ありがとうございました

のいちごこども園
TEL 0587-56-6669
月～金 10 時→15 時

新規団体紹介
は

じ

め

ま

し

て！
代表者：西井 安正
連絡先：0587-54-6807

〈どこで ・ どんな人たちが ・ いつ？〉

活動対象 ： 江南市内の公共施設の備品
男性 4 人ほどで、 依頼内容に応じて協力し合う
修理依頼は常時受付中 （納期は要相談）
〈何のために？〉

・ 日頃お世話になっている公共施設のために何かしたい
・ 生きがい作りや地域のつながりの場である
公共施設を快適に！
・ 材料費等の最低限必要な経費のみで、 しかも迅速に対応！
〈何を行っているのか？〉

・ 公共施設の備品の修理
・ 市民が、 市民のために得意なことを活かした地域貢献活動です

ＮＰＯむかしあそびエコクラブ

＜記事：齋藤＞

〈どこで ・ どんな人たちが ・ いつ？〉

活動地域 ： 江南市内の小学校や保育園など
男性と女性あわせて 14 人ほど
いつでも応相談
〈何のために？〉

・ 地域の大人と子供の “ふれあい” の場作り
・ 昔のあそびを子どもと一緒に遊びながら伝える
・ 遊びを通して触れ合うことで、 大人と子どもの絆を深める
〈何を行っているのか？〉
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代表者：望月 晴夫
連絡先：0587-54-2721
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ＮＰＯ鉄工所の鍛冶屋さん

・ 小学校や保育園で、 その地域の大人と一緒に昔の遊びを楽しむ
・ 地域のお年寄りと若い親子のふれあいの場作りのお手伝いをして、
その地域のつながり 「絆」 作りに貢献する

＜記事：齋藤＞

団体紹介
鹿子島ＧＧクラブ
「忠平猿尾木漏れ日の小径」 の整備活動
鹿子島ＧＧクラブでは、 重点活動としている 「忠平猿尾木漏れ日
の小路」 砂利敷活動の２５年度第１回を、 ５月１０日に会員等２０名が
参加して実施しました。
今回は、 鹿子島と隣接する小脇区内の元気な 「小脇おたすけ隊」
６名にご参加いただき、 堤防下に積み上げた砂利の山を運び上げ
大活躍していただきました。
ボランティア活動を通じて地域の絆が広がっています。

報告します
第３回

絆づくりカフェ

今回の絆づくりカフェは、３月３日に江南市市民文化会館で開催されました「第４回 ふくし江南
ふれあいまつり」の中で行いました。 展示パネルによる下記の活動団体の紹介や、健康体操の講座、
ワークショップを行いました。 ボランティアに励んでいた学生さんや、ふれあいまつりにいらっし
ゃった方々が、このカフェをきっかけに知り合い、一緒にお話をされました。 また、今回のワーク
ショップの主題であるバングラデシュにまつわるクイズをスタンプラリーで実施しました。
このカフェでの絆が更に深まっていくことを願っています。

展示パネル紹介
・バングラデシュ教育支援の会
・ローズ・リボン
・上奈良気ままサロン
・エコライフクラブ
・ＮＰＯむかしあそびエコクラブ
・ＮＰＯ歴史民具再生工房

ローズ・リボン
健康体操の講座

非常に多くの皆様に「やさしいフィットネス体操」へご参加いただき、誠に感謝して
おります。今年度は絆づくり実行委員会の方にて“健康（づくり）”をテーマとした関
係団体と直接お会いしてお話する機会を設けていく予定です。
ローズ・リボンとコラボしていただける皆様と協働で「みんなの健康」を考えていき
たいと思います。 （記事：鈴木）

バングラデシュ教育支援の会

バングラデシュは大変貧しい国で、１５歳以上の成人で
ワークショップの開催
文字が読める人は５３％ほどと言われています。
食べることもままならない人が多くいるバングラデシュ。
そんなバングラデシュの様子をワークショップを通して
知ってもらいました。
教育を受けていない現地の女性達の自立のために
一生懸命受けている民芸品作成の訓練や出来上がった
製品を紹介し、関心を持っていただきました。
これからもそんな他の国や人たちのことに関心を
持ってもらえたら嬉しいです。それは、自分達のことを
知ったり、何をすればよいかを考えることにもつながると思います。（記事：森崎）

募 集

協働ＷＥＢ動画配信開始！
江南市ＨＰ＞NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ＞動画

ⅰ江南市のＨＰに掲載する動画

現在「絆ｶﾌｪ」の様子を配信中 !
是非ご覧下さい。

掲載までの流れ
1.１０秒～３０秒の時間内で、各自撮影して下さい
2. 電子データにて、パレット事務局まで送信して下さい
3. 編集等は、一切せず、そのまま掲載させていただきます
※送付動画は、被写体となっている人や団体に、必ず了解を得たものに限ります。

ⅱパレット掲載記事 （第５号 /９月発行予定）
募集記事内容
1.NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体で活動している状況やｲﾍﾞﾝﾄの紹介等
2. 開催した行事内容の報告
※掲載したい記事と画像ﾃﾞｰﾀなどをﾒｰﾙにて受付けていますので、
パレット事務局まで送付して下さい
８月９日（金）必着

動画・記事送付先
パレット事務局（江南市役所

映画 ・ 講演会

地域協働課） ℡
ﾒｰﾙ

0587-54-1111 内線 323
kyodo@city.konan.lg.jp

アリ地獄のような街

日 時 ： ８月２４日 （土）
13 ： 30 ～ 16 ： 00
場 所 ： 江南市民文化会館
小ﾎｰﾙ

主催 ：ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ教育支援の会 （BESS）

※江南市地域まちづくり補助事業により開催します

協力金 ： 一般 /500 円 当日 550 円
学生 /300 円 当日 350 円
※協力金は全てﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭへの寄附となります

『みんなのパレット』への思い…

江南市市民・協働ステーション （江南市地域情報センター）

江南市赤童子町大堀 99 Tel 0587-53-0131
ﾊﾟﾚｯﾄは絵の具を溶く道具。
Fax 0587-53-0132
いろいろな色が溶け合って様々な色を作りだします。
あなたの色を求めます！
個人やｸﾞﾙｰﾌﾟ、それぞれの “色” が溶け合った時、
・ボランティアスタッフ募集
今までにない色（力・絆）が
（一緒に編集を！） (^_^)(^_^)
生まれるとステキですね。
みんなでこのまちらしい色を
問合せ先 ： パレット事務局
創りだしていけたらいいな。
E-ｍａｉｌ kyodo@city.konan.lg.jp

