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ワークショップバスツアー

参加者募集

地域課題を、ビジネスの手法を用いて解決する仕組み
コミュニティビジネス やまちづくりについて学びます！
日時
２/６（木）
９時〜
１６時５０分
視察先 ( 名古屋市）
・NPO 法人
アスクネット
・NPO 法人
ふれ愛名古屋

集合／ 8：45
江南市民文化会館
保健センター前

参加料
無 料
（昼食代は自己負担）

参加対象条件
次の①〜④のいずれかに当てはまる方
①市内在住 ②市内在勤 ③市内在学（高校生以上）
④市内で NPO・ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの活動をしている、
又はする予定がある
定員
２５名
先着順
受付：1/6 〜

申込み方法
・電 話
・ ＦＡＸ
・郵 送
・メール

必要事項
①名前（ﾌﾘｶﾞﾅ）
②住所
③電話番号
④対象条件
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協働ＷＥＢ動画配信開始！
江南市ＨＰ＞NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ＞動画
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まちづくりに取り組む工夫を凝らした事業提案を
ぜひご覧ください !
ųᲬᲰ࠰ࡇƴŴ൶Ҥࠊ؏עǇƪƮƘǓᙀяǛʩ˄Ƣǔ
ʙಅǛݙ௹ȷᢠᎋƢǔƨǊŴʩ˄ǛࠎஓƢǔ˳ׇƴǑǔ
žπݙ௹˟ſǛ͵ƠǇƢŵ

ˍˎˑȪാȫࡿࢃˍশȡːশ
ঌྦྷފ൱ƾǄƱƽƯǞ
Ȫ౷֖ૂ༭ΓϋΗȜˎٴȫ
ɦ૭ࣺ͙͉ະါ̳́ȃೄ୪̤̞̯ئ̱קȊ

ẅ؏עỂѣẴỦ˳ׇễỄầپửϹỤẲềӕụኵớẆ ؏עửᑣẪẲềẟẮạể
ẴỦʙಅỆݣẲềᙀяửᘍẟẆ ؏עỉᐯщử᭗ỜềẟẪẮểửႸႎểẲềẟộẴẇ



「公開審査会」までの流れ
NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座
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公開審査会
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江南市地域まちづくり補助金とは…？

１月２５日（土）
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ＮＰＯ法人

カーボンダイエットｼﾞｬﾊﾟﾝ

親子参加講座

ちきゅう

おんだんか

知ろう。今の地球温暖化
と
対
講

き
象
師

参加費
１月２５日（土）
１３時３０分～１５時

無

料

まさかつ

中島

正勝さん

江南市民文化会館
２階

内

小学校高学年以上
なかじま

ところ

美術工芸室

容

・世界で１台の温室効果ガス
観測衛星「いぶき」のデータを
もとに、今の地球の状態を
わかりやすくお話します。
・二酸化炭素の測定実験も
予定しています。

JAXA（宇宙航空研究開発機構）
問合せ：NPO 法人ｶｰﾎﾞﾝﾀﾞｲｴｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ事務局
（担当）伊藤 ℡ 090-4860-9866

まちづくり補助金 紹介

開催されます

開催されました
バングラデシュ教育支援の会（ＢＥＳＳ）

カレー講座と
ビンドウ校長と語る会
８月３１日（土）～ふれあい会館～

残暑が厳しく、バングラ
デシュのような暑さの中で、
辛くておいしいベンガルカ
レー作り体験を行いました。
参加者：３１名

今まで江南市民まつりや環境フェスタ等のイベントで、
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ教育支援の会の活動を拝見することはありま
したが、 実際にﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭの方と交流したのは、 私達家
族にとって初めての事でした。
社会や地理に疎い私は、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭがどこにあるのかも
知りませんでしたが、 一緒にカレーを作りながらビンドゥ
さんと身振り手振りを使ってたくさんお話をすることがで
きました。 また、 子ども達も好きなスポーツの話をして
楽しく交流することができました。
私達家族にとってメディアを通してしか見たことのなかった国の現状を少しでも理解できたように思います。
そして、 この体験のおかげでﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭがとても身近な国となりました。 またﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭはもちろん、 他の
色々な国の事を思える良い機会となりました。
（参加家族 鈴木さんの感想）
B

