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地域まちづくりフォーラム

近くの他人の大切さ〜

～地域づくりと地域のつながりについて考えよう～
東日本大震災を契機に多くの人が感じている「地域のつながり」の大切さ。

入場無料

市内には、
数多くのＮＰＯ・ボランティア団体、
区・町内会、趣味や生きがいづ
くりを目的としたグループなどが元気に活動しています。
これらの団体・グループや個人が、地域の将来像や目標を共有するとともに、
協働により課題解決を図る。
その実現に向けて協力し合うには…「みんながつながり、支えあう」そんな
地域づくりを考えるフォーラムを開催します。

３月２７日（日）
市民・協働ステーション
日時 午後 時 午後 時
場所 （地域情報センター２階）
１〜 ４
第１部 平成２７年度地域まちづくり補助事業公開報告会
平成２８年

（予定）

江南市では、「地域のつながり」をつくり、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、地域のつながりづくりを推進しています。平成 27 年度は以下
の５つの事業が市内各地で行われました。第 1 部では、平成 27 年度地域まちづくり補助事業の
成果（実施結果）を市民のみなさんに報告し、市民協働と市民活動によるまちづくりを考えます。

1時 00 頃分

③活きいき交流会 〜大相撲湊部屋応援〜
④町内別対抗運動会
⑤心をつなぐ多文化紙芝居

第 2部

の
近くの他人
大切さ〜

②四季を楽しむお遊び会

午後

①地域の未来は子育て支援で

昨年のようす

講座『在住外国人も
「地域活動の担い手」
となるには！』
ゲスト：江南市国際交流協会

河村 槙子さん

早瀬 裕子さん（他2名）

午後

講師：多文化共生リソースセンター東海 副代表理事

２時３０分頃

同じ「まち」に住む外国人と、仲良くするためには！？
江南市でも、少しずつ増えてきている外国人の方達も、同じ江南市民
だから、いっしょに江南を住み良くする仲間になるには、どうしたら
いいか、皆さんで考えてみる機会としてみませんか。
外国人とはいえ、同じ「まち」に住む隣人たちが、何に困っているのか？
NPO 法人多文化共生
リソースセンター東海
副代表理事兼事務局長

河村槙子

どうしたら仲良くできるのか？
流って何したらいいの？

文化の違いってナニ？

何が分かり合えれば、お互い協力しながら、

共に地域活動を支えられるか？をゲストと一緒に探ります。
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異文化交

地域情報センター１階に「市民・協働ステーション（多目的活動室）
」を新設
平成28年４月
（予定）からは、
２階にある市民・協働ステーションに加え、
新たに、
１階に市民・協働ステーション（多目的活動室）を新設します。
【多目的活動室の機能】
○多目的活動コーナー：会議室や交流の場など、多目的に利用することができます。
※ご利用には、利用日３ヶ月前から予約が必要です。
○作業コーナー：印刷機（有料）
・裁断機などを設置し、
チラシなどの印刷ができます。
※２階の作業コーナーを１階の多目的活動室に移設します。なお、
３月・４月は、
印刷機を２台設置します。

ギャラリーコーナーのリニューアルオープン

地域情報センター１階【レイアウト図：予定】

平成28年４月（予定）からは、
左図のように、
ギャラリー

湯沸室

非常階段
出入口

作業コーナー

事務室

印刷機 コピー機
給茶機

展示物倉庫

コーナーを移設・拡充します。

トイレ
（障害者用あり）

多目的
活動室

なお、
４月から平成 29 年３月までの間で、展示を希望
される方は、抽選会を行いますのでご参加ください。

市民相談コーナー

ギャラリー
コーナー

インフォメーションボード

机
机

椅子

机
机

日時

１月26日（火）
午後１時30分（午後１時15分開場）

場所

江南市役所

新聞
パンフレットラック
展示

展示

ピクチャーレール /

通用口

３階

第３委員会室

ピクチャーレール（増設分）

ープン記念！

」オ
活動室）
ション（多目的

テー

「市民・協働ス

テーマ
日時

～活 動 成果発表会～

活動の成果を「発表」し合って楽しもう♪

３月２７日（日）９時３０分 ～１２時

会場

（午後：平成 27年度地域まちづくり補助金報告会）

市民・協働ステーション
（多目的活動室）
、
ギャラリー

■対象：市内で活動している団体や個人 ■主催：コミュネット江南 ■後援名義：江南市（申請予定）

目 的

主 な 内 容

市内の団体に、
新設の多目的活動室の使い方を模索し、

■活動成果発表

新しい拠点の利便性と可能性を探る為と、団体同士の

・ステージでの発表（実演、映像、演奏などの発表）

「つながり」を深めるために、普段の活動の成果をお互
いにより深く知り合うことで活動内容を理解し合う
のがねらい。

・ギャラリーでの作品展示（作ったもの、
道具、資料など
の展示による発表）など
■活動紹介のパネル展示
・ギャラリーで、参加団体に活動紹介パネルの展示

-3-

江南市ＮＰＯ・ボランティア講座

実施報告

～ボランティア仲間が増える広報のコツ☆伝授します～
１２月１７日（木）の午後１時から５時に、ボランティア仲間が増える広報のコツを学ぶ講座を実施し、
江南市で市民活動をされている１２名の方が参加されました。

今回の講師を担当していただいた井上淳之典先生は、いろんなところで“聞いてもらうだけの講演会”
ではなく、参加者に体験（ワーク）をしてもらう「ワークショップ形式」の講座を実施されております。
要点やポイントを整理していくことで、参加者が体験から得た気づきと講師の話がつながり、より深
く理解できるというものです。今回の講座でも多くの方々が最後まで頑張って取り組んでいました。

『
“伝える”
から
“伝わる”
へ』をキーワードに、
参加者が所属している団体について振り返りながら、団
体のことをどう伝えたいのか？現在、団体の周辺の人たちにどう伝わっているのかを整理し、
今後、
活動をどう伝えることで興味をもってもらい仲間になってもらうかについて考えるという内容でした。

参加者の皆さんからの感想には、「団体の課題が整理できた」、「団体の活動について振り返ったら、
今後どうしていきたいのかが明確になった」「団体ＰＲの方法が学べた」とあり、参加された皆さん
にとっていろんな気づきがあったようでした。

今後は、江南市の市民活動団体がもっと自分たちの活動を一般市民にお伝えできる方法や機会を増
やし、積極的にＰＲできるようにしていきたいと考えています。（記事：齋藤）
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補助事業の今

江南市女性連絡協議会

「ママ友つくろうよ～地域の未来は子育て支援で～」

平成２７年１１月9日(月)
時間：
１0時00分〜１１時３０分
会場：江南市武道館３階柔道場

講師に服部直子さん（子育てネットワーカーグ
ループ代表）を招いて、子育て支援セミナー「ママ
友をつくろうよ」の第３回が行われました。
参加者は０歳から３歳のお子さんを持つ家族２２
組でした。
“心と身体の健康を基本に親子で楽しい時間を過
ごしましょう”と、江南市体操協会の中から、子育
てに熱心に取り組んでおられる 8 名の体操指導
者資格を持たれた精鋭陣から、丁寧に指導してい
ただきました。
初めに、
子どもとペアでストレッチを行いました。
次に、
“お子さんの身体の中でも重要な胸筋を鍛え
るハイハイをしっかり行いましょう”と、フープ
や、トンネルくぐり・輪くぐりを行いました。一
人で歩けるお子さんは、跳び箱からのジャンプ ・
前回りなどを指導者のもとで安全に楽しんでいま

した。武道館内を元気に走り回りのびのびと身体を動
かすお子さんを微笑ましく見守るお母さんの笑顔があ
ちらこちらに見られました。受付で泣いていたお子さ
んも体操が始まると、音楽に合わせ身体を動かし、お
母さんの腕の中から飛び出して走りだしていました。
他にも、牛乳パックを丈夫に組み立てる方法を教えて
もらい、電車の形に組み立て、お子さんを座らせて記
念写真を撮ったりしていました。大きな布を広げ風船
のようにして、その中に入っているお子さんの目は、
興味津々でキラキラ輝いていました。
今後は、子育て中のママ達の交流の場づくり等を行っ
て、ママ達のつながりを深め広げる手助けをすること
で、ママ達が自分達で支え合っていけるようにしてい
きたいとのことです。
（記事：宮道）
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コラムのひろば

「認知症徘徊者の早期発見・保護の取り組みについて」

アルツハイマー型認知症の方が、

委員の参加者数が過去最多でした。

いくことが重要です。中日新聞には

知らない場所で道に迷い、
帰れずにそ

認知症による徘徊者を少しでも早く

「保護の遅れは事故につながる恐れが

のまま徘徊し、行方不明になった場

見つけることと合わせ、認知症とい

あり、警察や自治体は連携した対策

所から遠い所で保護されることがあ

う病気を地域住民へ啓発する事がね

が求められている」と記事にありま

ります。

らいです。

した。

私の介護で例えると、家内が江南

１回目から行方不明者役を担って

居住自治体の区域外で発見される

市の自宅から外出した際、行方不明

いた方は「自分が関わることで市民

ケースも多いため、県が調整役とな

となり、
近所を探し回っても発見出来

の皆様が住みやすい地域になるよう

り、より広域に徘徊者情報を伝える

ず、警察に行方不明者捜索願を出し、

明日へつなげていってほしい」と感

必要があると判断され、県と市町村

家族は心配で眠れずに朝を迎えた結

想を述べ、また、行方不明者役が初

が不明者の情報を共有するネット

果、翌日の昼頃、一宮市内で無事保

めての方は「今回の経験を通じて一

ワークの構築を図っています。江南

護され帰宅した事がありました。

般の人が多く参加してもらうことで

市では「あんしん・安全ねっと」と

認知症徘徊者には交通事故・転倒

輪が広がると感じる」とのことでし

の運用を開始しました。行方不明者

する等によるケガ・冬場の凍死など、

た。今回の訓練では、声かけの台本

の特徴を電子メールで住民に伝え、

多くの危険が想定され、最近の報道

も用意され、実際にどう声をかける

発見への協力を呼びかける取組みで

では、一昨年、１年間に警察に届けら

とよいのか不安な方も体験しやすく、

す。登録者が増えることで、認知症

れた認知症の行方不明者は１万人を

また実際の場面に遭遇した時に役立

徘徊者が発見・保護されやすくして

超えたとのことです。

ちそうな内容でした。

いきたいとのことです。

この深刻な実態を回避する対策とし

認知症の方の捜索はスピードが勝

行政・警察・地域住民の協働によ

て、江南市は認知症徘徊者捜索模擬

負となり、地域住民の協力が必要に

るネットワークを組み、地域ぐる

訓練を年１回行っています。今年が

なります。まだまだ地域住民の協力

みで行方不明者を探す「徘徊 SOS

５回目で、男性１８名・女性２６名

度が十分でないと感じたので、ひと

ネットワーク」づくりが待望され

の計４４名が訓練に参加され、民生

つひとつ課題を解決しながら続けて

ます。（記事：大倉）

認知症の人への対応心得
１．
驚かせない、２．
急がせない、３．
自尊心を傷つけない
“３つの「ない」

（出展「認知症サポーター養成講座標準教材」から抜粋）
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あんしん安全ねっと

あんしん安全ねっと
メールサービスに加入しましょう！
このメールサービスでは、江南市内に関する
様々な情報を配信しており、
大変有益な情報を得ることができます。
配信内容
一覧

①防災・火災情報 ②気象・地震情報 ③防犯・学校情報 ④生活・イベント情報

登録手続き

登録内容の変更
konan@check.mail-dpt.jp に

下記のアドレスまたは、
ＱＲコードを
ＱＲコード
読み取って

空メールを送信してください。

空メールを
メールにて確認用ページの

送信してください。

UR Lが届きます。

アドレス
http://konan.mail-dpt.jp/

登録手続きと同様に
希望する情報にチェックをつけて、
確認ボタンで確認します。

仮登録メールが届きますので、
メール本文のUR Lにアクセスします。

登録ボタンを押すと登録されます。
希望する情報にチェックをつけて、
あんしん安全ねっと

確認ボタンで確認します。

あんしん安全メール
お届けします！
！

登録ボタンを押すと登録されます。

迷惑メール対策をされている方は、
mail-dpt.jp からのメールを受信許可してください。
なりすまし規制も 指定受信許可 が必要です。
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あんし
ん安
全

ねっ
と

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）
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１４号／４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：３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

