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募集！
！

平成 29年度 地域まちづくり補助事業

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
団体等より事業の提案も募集しています♪

今年度は次の２事業を例示して、事業を募集しています！！

28 年11月1日（火）〜12月16日（金）

募集
期間 平成

市民活動団体等から提案型

市から地域課題提案型
課題（テーマ）例示①

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

イベント等の実施により、江南市乾杯条例の

な活動を応援し、この事業の実施が活動を充

周知に取り組む団体を応援します。江南市の

実させ、活動の展開・地域への定着につなが

地酒による乾杯が広がることを期待します。

ることを期待します。

※食糧費として計上するアルコール類は補助対
象外となります。

課題（テーマ）例示②

つながろう！連携コース
団体間の連携を応援し、この事業の実施が活

江南市市民自治によるまちづくり基本条例の

動分野・地域の異なった団体間のネットワー

啓発を実施する団体を応援します。市民等へ

クづくりへとつながることを期待します。

の周知が広がることを期待します。

問合せ・申請書などの提出先
江南市役所 地方創生推進課 地域協働グループ
〒483-8701 江南市赤童子町大堀90

0587-54-1111（内線323）

kyodo@city.konan.lg.jp
FAX : 0587-54-0800
E-meil

※申請書などの様式は、地方創生推進課、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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感想を頂きました。◆第二部は親子

業の今
補助事

う！
つながろ ス
連携コー

で参加し、実際に歯の汚れを天然
色素の食紅で染め出しながら、手
鏡で汚れを確認し、歯磨きをしま
した。初めは嫌がって出来なかっ
た子も、周りの子の様子を見て、
興味を持ったり、鏡でお口の中を
のぞいてみたりして、歯磨きをする
姿もみられました。デンタルフロス
の方法を知らない人も多く、歯科

「親子歯磨き教室」
＜実施団体：わいわいわいと池田歯科医院＞

医の先生が持ち方から丁寧に伝え、

７月２３日（土）に「親子はみが

シアター、大型絵本の読み聞かせ

歯ブラシの持ち方や力の加減を実

き教室」が開催されました。当日

など、ただ預かるのではなく、子

際に見て、一人ひとりに声をかけて

は 30 組の親子が参加し、第一部

ども達が楽しめるプログラムでし

いました。◆教室終了後は歯科医の

に正しい歯の知識の講演会、第二

た。池田歯科医院の先生から子ど

先生が個別相談に応じ、多くの方

部に歯磨き講習会を行いました。◆

もの成長にあわせた口内の気をつ

が相談されていました。子ども達

第一部では、希望者に託児を行う

ける事を教わり、参加者から“講

に歯磨きカレンダーを配布し、家

ことで、ゆっくりと落ち着いて講演

演会に集中でき、スライドを通して

庭で歯磨きを頑張って、シールを貼

会に参加して頂く事が出来て、託

様々な事例や、子どもの歯の事に

ることを楽しみに帰っていきまし

児中も、おやつタイム、エプロン

ついてたくさんの事を学べた。”と

た。

け「親子で始めよう！毎日の食育」
「キレないひきこもらない子にする
ための親子コミュニケーション」の
２講座を開催しました。参加者か
らは良かったと好評でした。
参加者の感想〇広い場所でのリズ

「繋がれ！ひろがれ！親子の happy spot」
＜実施団体：子どもと文化の森 他＞

ムとても楽しかったです。〇人形劇
とても楽しかったです。子どもも真

6 月 25 日 （土） 9 時 45 分～ 14 時 愛知江南短期大学
主催団体 ： 子どもと文化の森 連携団体 ：ＮＰＯ法人のいちご ・ ここたん
共催団体 ： 愛知江南短期大学 協力団体 ： 江南市子育て支援センター
飛高親の会 ・人形劇グループわらしべ

剣に観ていました。また機会があ
れば参加したいです。〇キレるやひ
きこもりのメカニズムもよくわか

「親子の happy spot」では、子

出来ました。絵本や工作のコーナー

り、毎日子どもと接するのに気を

ども・子育て支援に関わる団体が

では短大の学生 14 名が知恵を絞っ

付けられる内容でとても勉強になり

手を結び、特に 0 ～ 3 歳の子ども

て、楽しいコーナーの企画運営を

ました。

を子育て中のファミリーに向けた内

し、遊びのコーナーでは、ゆったり

※この事業は支援者向けの「ベ

容で実施し、延べ 400 名ほどの

とした時間が流れていました。わら

ビー・ナーサリー養成講座」
「赤ちゃ

乳幼児連れの家族の参加がありま

しべ人形劇「さるとかに」は、午

んを知ろう」の２つの講座を開催

した。内容は、愛知江南短期大学

前と午後に２回上演し、多くの観

しました。今後「はなそう！現役マ

の体育館の広いスペースで親子リズ

客でほぼ満席でした。楽しいお話

マ集合」では、ママたちが普段思っ

ム。裸足になって走ったり、ぶらさ

で、親子で楽しんでいる様子が伝

ていることを気楽に話してもらえた

がったり、参加者の皆さんに充分

わってきました。特に今回の企画で

らと思っています。皆様のご参加

に体を動かし楽しんでもらうことが

は、保護者の方の学びの機会を設

をお待ちしています。
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南市で大会を開催したいと考えまし

業の今
補助事

う！
ひろげよ ス
展 開コー

たが、カローリングの道具１式が江
南市にはなく、愛知県から有料で
借りています。
」８月６・７日にカロー
リングのルール説明を行い、１０・
１１日と練習をして、８月２１日に
は草井会館で１５チーム（参加者４
５名）の大会を開催しました。◆今
後については？「本当はもっと涼し
い時期に大会を行いたいと考えて
います。また、会の仲間でカロー

「カローリング体験教室とカローリング大会」
＜実施団体：草井を元気にする会＞

リングに関われる人は１５名程と少

8月１０日(水)、カローリング体験教

人会の五目御飯を食べる会や講演

を募集中です。
」◆会場では男性１０

室と大会の練習会場にて、代表の永

会をするなど、高齢者向けの企画

名女性２名、中には数名子ども達

井則夫さんからお話を聞きました。

を行いながら、草井の人達が元気

も交わり練習されていました。特

◆草井を元気にする会の成り立ち

になる活動をする会を立ち上げまし

に、年配の男性が笑い声をあげな

は？「私達の区の子ども会が解散

た。」◆今回のカローリングについて

がら動き回り、点数が取れたとき

し、他に子ども達の集まる機会が

のお考えは？「私は扶桑町でカロー

は無邪気に喜んでいる風景は、見

なかったので、平成２７年には小学

リング教室に参加していますが、

ている私も楽しくなりました。永井

新１年生の歓迎会・お祭り・餅つ

体に負担とならないこのスポーツに

さんの思いが皆様に伝わることを

き等に携わり、平成２８年には老

興味を持ってもらい、年に１回は江

願っています。（取材：宮道）

ないです。一緒に活動してくれる人

中です。本格的なクラシックから
ポップス、童謡まで幅広い年齢の
方に向けて“心に響く”演奏活動
を目指しています。
本年度は江南市内の保育園全１８
園を回る予定で、１０月までに１１
園での演奏を終了しました。保育
園ではお話タペストリーに生演奏を
あわせて「赤ずきんちゃん」を上
演しました。園児達と共に、歌や

「生演奏を身近に感じて楽しもう」
＜実施団体：フェリーチェ＞

合奏を行い楽しみながら、生の音

「フェリーチェ」はイタリア語で幸

て、色々な形で私たちの演奏する

に触れ、五感を刺激し、感性を育

せなという形容詞です。この幸せ

音楽を楽しんで頂きたいという思い

てる活動をしています。

なという言葉の後にいろんな想い

から、2013 年に結成しました。

来年度以降はいろんな年齢層や環

をのせて活動しています。フルート、

イベントや施設訪問、依頼演奏、

境の方々に演奏をお届けし、音楽

ピアノに加え声楽が入る事によっ

ロビーコンサート等で積極的に活動

を楽しんで頂こうと思っています。
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第２回 ＮＰＯ・ボランティア講座

『若者と共に活動するのに必要なこと講座』
～江南･扶桑･大口で活動している若者(２０代)と考えよう！
？～

テーマ
・若者が仲間になるには？

・若者はボランティアに興味ある？

・どんな活動をやってみたい？

・どこへ､どう呼びかけたら若者に届く？

・いつ、どんな活動をしてる？

・若者が活動するきっかけは？

ゲスト

Ｂｅ２０’
s（大倉修）
笑舞（田口祥己）

子どもと文化の森（大脇暢泰）

・今ある団体には参加しないの？ ・活動を継承するためには？

日時

1月21日（土）13 30
時

〜15時30分

分

会場 江南市市民・協働ステーション２階
対象

交流コーナー

◆定員２０名

参加
無料費

◆ファシリテーター
コミュネット江南（岩根 氏）

若者達によるボランンティアや地域貢献活動について興味・関心のある方、
活動している若者達と
話がしてみたい方、
若い活動仲間がほしい団体の方々、
市民活動やボランティアに関わっている方

団体紹介

IT講師会

代表者名

板津 武志

E-MAIL

psitazu@gmail.com

活動人数 １３人（男：７/ 女：６）

かけ
団体設立のきっ

平成 14 年に実施された市主催のパソコン講習会に
講師として参加したメンバーが集まり、ＩＴを使ってまちづくり
活動を推進、貢献することを目指して設立

パソコン相談会

な活動内容
団体の具体的

日時

・地域住民対象のパソコン講習会の講師
・地域住民対象のパソコン相談会の開催

場所

第２日曜日
9:30 ～ 11:00
江南市地域情報センター

・会員のＩＴスキル向上のための勉強会の実施
対象者

初心者から中級者

開など
活動目標・展
団体の今後の

住み良いまちづくりのために活動されている各団体の皆さんと協力して、我がまちや地域をさらに
活性化させていきたいと考えています。
ＩＴに関することを中心に、活動の支援や、一緒に活動できることがあれば、気軽にお声掛けください。
また、我々と一緒にＩＴを使ってまちづくり活動をしていきたいという方がみえましたら、ご一報ください。
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事業型NPO講座

実施報告

ボランティア活動と会社の事業は何

係者の声を大事にし、様々な事業

が違うのかという対比から、活動

にどんどん挑戦し続けながらも、

や事業の継続と、自己完結で終わ

運営ができる事業か見極める事が

らないように「思い」は大切にし

ポイントです。また一番大切なのは

ながらも、どのような人達のニーズ

「思い」であり、仲間は思いに集まっ

にどう応えていくのかを常に模索し

てくるので、「思いを実現し、事業

続ける、発展のポイントの重要さ

として成り立つ」事 業を発 掘し、

を教えていただきました。特に重

育てていくと良いと思いました。

要なキーワードは、
「トライ＆エラー

ワークでは、自分の抱く事業を掘

をスピード感をもって繰り返し、事

り起こし、それを形にするのに必

９月２９日（木）午前１０時～１２

業の絞り込みを行う」と「ニーズ

要なことは何かを順序立てて考える

時に、市民・協働ステーション（地

を知らないと稼げない、稼げない

ことができました。また、同じテー

域情報センター２階）にて、事業

と資金が回らない、資金が回らな

ブルの人達との話し合いの中から、

型ＮＰＯ支援講座「つづける・伸

いと事業が継続できない」に加え、

思いがより明確化した感じがしまし

ばす・広げていく

ボランティアか

「捨てる事業と伸ばす事業の基準」

た。何かを始めたい人や上手くいか

らステップアップ！

社会的起業セ

についてです。これがソーシャルビ

ないと思っていた人にとって、何を

ミナー」が実施され、１３名の方

ジネスの基本になるものだという事

考えて何をすべきか示してもらえる

が参加されました。

を学びました。顧客や対象者・関

ような講座だったと思います。

“「働く」を通してママの輝く場を創
る”を理念に創業し、後に法人化し
た株式会社 eight の歩みから、ソー
シャルビジネスの作り方について、
ビジネスの手法を用いて、社会をよ
くする活動を続けるためのヒントを
見つけるという内容でした。
講師をされた鬼木

利恵さんは、

キャリアコンサルタントとして女性
のキャリアに関わる仕事した経験
や、自身が子育てをしながら働い
た経験などを活かしての市民活動
や『「働く」を通してママの輝く場
を創る』株式会社 eight の事業を
どの様に発展させてきたのかを教
えてくださいました。
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016
カフェ 2
絆づくり

異業種
第1回 交流会
・ 異分野

江南市の暮らしを、豊かにするために、
私達が出来ることは何か！
みんなで考えよう！

すいとぴあ江南で「絆づくりカフェ
2016」が行われました。参加者
数は３０名で、会社関係から５名・

対象者：江南市の活性化や、住み良くする

福祉関係から３名・自治会関係か

活動に興味関心のある方

ら２名・音楽活動関係から２名な

日 時：9月4日
（日）
14時～16時 参加費：無料（託児付き・1歳から未就学児）
場 所：すいとぴあ江南 大広間 主 催：江南市 企画運営：コミュネット江南

ど、市民活動関係以外の人達にも
ご参加いただきました。
江南市が楽しく住み良くなるには、
何をしたらいいか？何があればいい
かなどのトークテーマを参加者から
募ったところ、６つのテーマがあが
り、参加者は興味のあるテーマご
とに分かれて、テーマに関する意
見交換を行いました。途中、参加
者には他のテーマに席替えをしても
らい、話し合いはさらに盛り上がり
をみせていました。話し合いの結
果、イベントの実現や行政への政
策提言という具体的な行動に向け
てつながりそうなテーマを、ピック
アップしまとめました。

トーク
テーマ

◆音楽活動
◆江南に個性的な公園を！！
◆マルシェ 手作り・手仕事（次の世代へ） ◆江南のまちづくり（市の今後のあり方）
◆近所付き合いをどう深めるか？
◆高齢者の居場所づくり

話し合いの結果

・江南市の音楽フェスの実現に向けて。
・音楽があふれる、
音楽の街「江南」の実現に向けて。
・江南駅前商店街から文化会館をつないで行うマルシェを中心としたイベント。
・区の単位やお隣さん同士の交流を深めるために、
必要な政策や自分達で出来ることについて。
・公園を中心とした地域の活性化。それぞれの公園がその場所に合った特色をしっかり持つ。
・公園の作り直し提案。
（利活用の具体的な方法を示す事で、
それに適した公園に作り直してもらう）
・市内の交通について。調査と改善案の提出。
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協働ステーション紹介

江南市 市民・協働ステーション（江南市地域情報センター２階）
〒 4 8 3 - 8 2 21 愛 知 県 江 南 市 赤 童 子 町 大 堀 ９９

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 1 階 多目的活動室）には、作業コーナーがあります。【印刷機】【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。
印刷機とコピー機との違いは、プリントする前に「製版」という工程があるかないかという点にあります。「製版」
とは、原稿の画像を読み取ってマスターを作成することです。多くの枚数を必要とする場合は、印刷機をご利用
になると、時間と費用がお得です。

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。

平成２８年度版
ＮＰＯ・
ボランティア
ガイド完成！

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

時間内で、各自
撮影して下さい。

※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のに限ります。

電子データにて、
パレット事務局

編集等は一切せず、

まで、送信してください。
E-meil kyodo@city.konan.lg.jp

そのまま掲載させて
いただきます。

参加
！
お待ちしてます

掲載までの流れ

３０秒〜１分の

平成２８年度版 ＮＰＯ・ボランティアガイドが
完成しました。 作成にご協力いただいた
１３7団体の情報を公開しています。

事募集

掲載記
パレット

平成

１7 1
号／29

年

第

月

締切

発行予定

12１2（月）
月

掲載したい記事と画像データの受付先

日

・NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体で活動

している状況やイベントの紹介等
・開催したイベントの報告

メールにて受付け中！下記まで送付して下さい。
動画・記事
送付先
編集
協力
デザイン
担当

パレット事務局 江南市役所地方創生推進課（内線 323）
0587‐54‐1111 E-meil kyodo@city.konan.lg.jp
コミュネット江南（代表 齋藤 雅治）
080-5135-1100 E-meil saito.masaru@mbr.nifty.com
株式会社 よろず相談所
0587-81-6587 Fax 0587-81-6856

『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。
あなたの色を求めます！
〜 ボランティアスタッフ募集 〜

問い合わせ先
-8-

パレット事務局
E-meil

kyodo@city.konan.lg.jp

