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平成２８年度 江南市「地域まちづくり補助事業」公開報告会＆まちづくりフォーラム」

日時
会場

平成

観

ださい。
お越しく
、
ひ
ぜ
覧無料！

２９年３月１８日（土）１３時～

受付開始
１２時４５分～

全体ファシリテーター

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）
地域まちづくり補助事業公開報告会
・江南市では、
地域の力を高める事業に補助金を交付する制度「地
域まちづくり補助金」を整備し、
市民が自分達でまちを住み良くす

１３時～ るまちづくり活動を推進しています。

NPO法人まちの縁側育くみ隊
理事 名畑恵さん

・平成２８年度に市内各地で実施された８件の地域まちづくり補
助事業の成果（実施結果）を市民の皆さんに報告し、市民協働
と市民活動によるまちづくりを考えます。

生まれ。まちの縁側育
くみ隊のスタッフとし
て、中部圏を中心に各

地域まちづくりフォーラム
・ご来場のみなさまで、いくつかのグループに分かれ、応援メッ

１5時～

略歴：愛知県春日井市

セージを送り合ったり意見交換を行います。
・いろんな視点から様々な応援の言葉や意見をもらうことで、今

地のまち育て活動のサ
ポートを行う。また、
まちづくりファシリ
テーターなどの講師と

後の各活動の充実・継続・発展につながるヒントをひとつでも多

しても全国的に活動し

く得る機会にします。

ている。

【カローリング体験教室とカローリング大会】

平成２８年度 江南市
「地域まちづくり補助事業」
実施事業

実施団体：草井を元気にする会

ひろげよう！
展開コース

カローリングを通じて、
地域の多世代の人が交流することで、
地域のつながりが深まり、地域活性化につなげ、また高齢
者にも簡単に楽しめるので健康維持につなげています。

【野良猫意識改革（地元･行政･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体による三位一体の意識改革）】 ひろげよう！
展開コース
実施団体：こうなん地域猫の会

野良猫を排除するのではなく、野良猫をみんなでお世話し、
地域で野良猫を見守る「地域猫」の活動を広めることで、
人と猫が快適に共存できるまちづくりを目指しています。
【生演奏を身近に感じて楽しもう】
実施団体：フェリーチェ

ひろげよう！
展開コース

市内 18 保育園で、フルートやピアノの生演奏や、音楽付
きで絵本を読み聞かせたり、演奏にあわせていっしょに
歌ったりして、五感を刺激することで、好奇心や想像力豊
写真：草井を元気にする会

かな心を養う活動をしています。
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【平成２８年度町内対抗運動会】
実施団体：親和会

ひろげよう！
展開コース

同じ町内でも交流の機会が減少している中、町内会毎の
懇親・交流の機会として運動会を実施し、町内の団結心
を育成します。さらに、幅広く地域住民に参加を求め、近
隣町内との交流も行っています。
【地域の未来は子育て支援で！】
実施団体：江南市女性連絡協議会

ひろげよう！
展開コース

成長期に合わせた遊びやストレッチなど子育て支援セミナー
を開催しています。より良い子育て環境をつくるため、子
育て支援の具体的なネットワークづくりとして次世代の子育

写真：NPO法人 子どもと文化の森

て支援グループを育成しています。
【ふれあいほっとサロン 〜子育てサークルを中心につながろう〜】 ひろげよう！
展開コース
実施団体：飛高親の会
地域住民の交流のためサロンを開催することで、多くの人
とふれあう機会をつくり、また、子育ての悩みを共有した
り、情報交換することで、育児不安や孤立感を持つ母親
の問題を解消する手助けをしています。
つながろう！
【繋がれ！ひろがれ！親子の happy spot】
連携コース
代表団体：NPO 法人子どもと文化の森
連携団体：NPO 法人のいちご、
江南子育て探検隊
「ここたん」
、
愛知江南短期大学

写真：フェリーチェ

子育て支援団体が連携し、各々の特長を活かしながら交
流会や研修会を共に企画運営することで、団体間のつなが
りを深め、新たな連携の輪を広げることで、江南の子育て
環境をより良くしています。
【親子で正しい歯磨き習慣を身につけよう】
代表団体：NPO 法人わいわいわい

つながろう！
連携コース

連携団体：池田歯科医院
毎日正しく歯磨きする習慣を身につけ、子どもの頃から歯と
口腔の健康を保てるようにセミナーを開催し、指導していま
す。また、毎日の楽しい歯磨きの時間は親子のスキンシッ
プにつながり、ネグレスト
（虐待）の予防につながります。
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写真：NPO法人 わいわいわい

内
案
ご

平成２９年度 江南市『地域まちづくり補助事業』公開審査会

平成２９年度に江南市地域まちづくり補助金
を交付する事業を審査、選考するために、
交付を希望する団体による「公開プレゼン
テーション審査会」を開催します。まちづく
りに取り組む工夫を凝らしたプレゼンテー
ションをぜひご覧ください。

日

時

午後

平成２９年１月２８日（土）

１時３０分 ～４時 00分
場

所

市民・協働ステーション
（地域情報センター２階）
※事前の申し込みは不要です。
気軽に、
当日会場にお越しください。

昨年の様子

江南市ＮＰＯ・
ボランティア講座
実施報告

『より効果の出る
事業の作り方講座』
１０月２６日（水）
１８時３０分～２０時３０分に、これからボランティア活動などを始めたい方や、自分達でいろいろ
と活動をしてきたがもっと効果がでる活動にしていきたい方などに向けて、効果が実感できる企画の立て方を学ぶ
講座を実施しました。
前半は講師の北村隆幸氏から、課題とは何かや、対象者の絞り込み方等を、講師の実践事例や体験なども交えながら、
より具体的に分かりやすく教えてくださいました。後半はワークシートを使って、自分の考えや思いをまとめ、参加
者同士で共有して考えを深め合いました。みなさん、学びや気づきが多く、今後の活動に活かせる内容だったとい
う感想でした。（記事：齋藤）

-4-

江南市 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!?

＜＜ゲスト紹介＞＞

【Ｂｅ２０’s】〔代表 大倉修〕
・アダプト実施団体
・20 代の若者で構成されていて、国道 155
号（一宮市～江南市～小牧市）沿いで、清
掃活動を実施。
設立当時は大学生が中心で、卒業後も社会
人として活動を継続している。

【笑 舞】〔代表 田口祥己〕
・2014 年 11 月より、扶桑町を拠点に結成
した鳴子踊りチーム
・「どまつり」への参加･入賞が一番の目標だ
が、近隣市町での地域活動にも参加。
(ふそう町民まつり･犬山春のお城まつり…)

時： １月２１日（土）
1３：30 ～ １５：30

◆会

場：江南市地域情報センター
２階 交流コーナー
◆対象者：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、活動している若者たちと話が
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【定員２０名】
● 若者のボランティア活動の紹介
● 活動をはじめたきっかけについて
● 若者とシニア世代が一緒に活動していく
のに必要なこと

【子どもと文化の森】
〔大脇暢泰 ボランティアスタッフ〕
・江南市や近隣市町にて、乳幼児を持つ親向
け事業や、子どもの体験活動などを多数実
施している。
（子育て支援･子どもの体験活動･文化鑑賞）

主催：江南市

◆日

【問合せ・申込み】
江南市役所
地方創生推進課 地域協働グループ
TEL：0587-54-1111(内線 323)
FAX：0587-54-0800

企画運営：コミュネット江南

ひだまりカフェの報告
第 8回ふくし江南ふれあいまつり

件の意見をいただき、その中には

動が行われていることを江南市市

【10 月 9 日（日）
】の中で、ひだまり

市内を廻る公共の交通手段を考え

民の方々がどれだけ知っているかを

カフェ～地域のつながりをつくろう

てほしいという意見が 6件もありま

事業ごとにアンケートを取りまし

～として江南市内で活動している団

した。次に多かった「近所づきあ

た。90 人の方が答えていただきま

体の紹介、カフェコーナーで楽しく

いをどう深めるか」について 15 件

した。事業によって多少の違いは

お話したりする催しがありました。

いただき、内容は高齢になっても

見られましたが「知っている」は 10

今回の参加団体は、バングラデシュ

顔をあわせる仲間作り、挨拶が大

人～19人、
「知らない」は 60人～71

教育支援の会、むかしあそびエコ

切であると高齢になった場合につ

人と、
率直な意見をいただきました。

クラブ、ココカラ玉手箱、江南あ

いての意見がほとんどでした。

おむしの会、江南地域の SOS ネッ

さらに今年度の「地域まちづくり補

になっても地域とつながりたいと考

トワークが、団体の活動状況の報

助事業」ひろげよう！展開コースの、

えているなど市民の様々な声を聞く

告、アンケート、実際の活動など

｢カローリング体験教室とカローリ

ことができ、そういった市民の個々

を行いました。

ング大会｣、｢野良猫意識改革( 地元・

の思いや意見をとりまとめ、大きな

今年は 3 月にも開催されましたが、

行政･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体による三位一体の

意見や考えにしていくことの大切さ

今回主催のコミュネット江南として、

意識改革 )｣、｢生演奏を身近に感じ

を強く感じました。市民の皆様の

9 月 4 日 ( 日 ) に行われた、異業種・

て楽しもう｣、｢平成 28 年度町内対

貴重な意見を受け止め、江南市が

異分野の交流会で話し合われた 6

抗運動会｣、｢地域の未来は子育て支

住みやすくなる方向へ導けるように

のテーマを掲示し、市民の皆様に

援で！｣、
｢ふれあいほっとサロン～

コミュネット江南メンバーとして活

も読んでいただき、
43 件の意見を

子育てサークルを中心につながろう

動していきたいと考えています。

いただきました。

～｣の6事業と、
つながろう！連携コー

一番多く意見をいただいた「高齢者

ス の、
｢繋 が れ！ひ ろ が れ！親 子 の

の居場所づくり」については 9月に

happyspot｣と、｢親 子で 正し い歯

話し合った 9 件の意見の 2倍の18

磨き習慣を身につけよう｣という活
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今回のひだまりカフェでは、高齢

（記事

宮道）

2016
ェ
フ
カ
絆づくり
して

今回のテーマ

ェに参加
フ
カ
り
絆づく

江南市を元気にしたい人集まって～
＜異業種・異分野、
交流会＞

参加いただいたローズリボン鈴木さん、江南ジャズオーケストラの澤田さんより、下記3つの項
目について御意見をいただきました。
①どんな思いで参加しましたか？
②参加してどんな考えになりましたか？
③今どんな活動をして今後どのようになりたいですか？

ローズ鈴木氏のコメント

1 主な活動は健康にまつわることだが、江南市の活性化のために
出来ることはないかと、色々関わったり、考えたりしていて、頭
の中がごちゃごちゃしていたので、専門家の意見を聞いて考えを
整理したいと思い参加させてもらいました。
できることから一つずつ形にして行きます。
2 専門の方とコラボして、

3 健康体操 ( フィットネス ) が軌道に乗りつつあるので、今後¨志¨
を共有できる仲間を∞（無限大）に広げていきます。

1 もっと何をしたら江南市の芸術文化活動が盛り上がるのか、より芸術文
化活動が活発になり、市民の心が豊かになっていくために、何かできる
事はないか、自身の音楽活動で地域にお役に立てることはないかを模索
していたので、何かヒントを得たくて参加させてもらいました。

2 異分野ですが、盛り上げようとする熱意は、共鳴する部分があ
り、
コラボレーションできそうなワクワク感が増してます。

3 毎年夏に、江南市民文化会館 大ホールで開催し、今年10 回目
を終えた「江南サマージャズフェスティバル 2016」を知ら
ないっていう方が多いです。
大曽根商店街が「名古屋 JAZZ STREET」を開催している
ように、江南市も街に明るい音楽溢れる、江南ジャズストリー
トの開催を夢見て、活動を続けます。
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江南ジャズ澤田氏のコメント

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、
お知らせ

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

江南市地域情報センターは平成２９年４月１日
より江南市役所西分庁舎として名称、電話番
号が変更となります。施設利用につきましては、

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

江南市役所西分庁舎にてご予約等いただきま

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

すようお願いいたします。

機をご利用になると、時間と費用がお得です。

それに伴い、
４月１日からのNPO・ボランティア団体

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。

に関する問い合わせ先が、変更となりますので
ご注意ください。

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。

江南市役所地方創生推進課

0587‐54‐1111（内線 323）

※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

４月１日からの問い合わせ先

事募集

掲載記
パレット

１8 4
第

号／

月

締切

発行予定

3１0 （金）
月

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

掲載したい記事と画像データの受付先
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
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パレット事務局
E-meil

kyodo@city.konan.lg.jp

