発行／江南市市民・協働ステーション
第８号
(2014．9)

２６年度 “江南市ＮＰＯ・ボランティア講座”ご案内
市民活動経験の有無にかかわらず、どなたでも気軽に
参加できる講座となっていますので、ぜひご参加下さい。

「市民活動に活かせる情報発信講座」
Facebook や Twitter などのｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱを使って市民活動の情報を発信する方法を学びます。
団体の広報やメンバー間の情報共有手段として、また新規参加者獲得のためのツールとして
ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱを活用しましょう。
講 師
青木 研輔 氏
（ＮＰＯ法人 ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｲﾊﾞｰｽﾞ主任研究員）

「地域に参加してみよう

～５０代からの地域貢献～」

江南市で活動する市民活動団体の話を聞いて、地域で活動することの意味や
やりがいについて知り、交流しながら活動への参加の仕方を
学びます。
プログラム
・ＮＰＯとは
・地域活動者トークセッション
ゲスト（大口町朝市会 会長 服部昌司 さん）
（ＮＰＯ法人一宮まごころ 諌山和敏 さん）
進行ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：齋藤雅治（江南の市民活動を支援する会）
・交流会
進行ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：齋藤雅治（江南の市民活動を支援する会）

※問合せ・申込み
江南市役所 地域協働課
TEL 0587-54-1111（内線 323）

1

新規発足団体 紹介
団体名称・・・江南の市民活動を支援する会
活動拠点・・・協働ステーション（地域情報センター２階）
憩いの喫茶室・地域交流広場 ＦｏｒＹｏｕ
会員数 ・・・１５名

団体設立の思い

江南市を住みよい「まち」にするためには、市民自らが「まち」を良くし
ていこうという気持ちを持ち、育み、つなぎあわせていくことにより実現可
能となります。
みんなで江南市を育てていくお手伝いをしたいと考えています。

将来 実現したい事業
■市民活動支援センターの管理・運営
■市民活動の情報紙を発行
■週末・単発ボランティアの人材バンクを管理・運営
■各種交流会や勉強会の実施
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■ボランティアの「よろず相談処」の運営
■市内団体へワンコイン寄附のしくみ作り
■政策提案のコーディネート
『江南の市民活動を支援する会』
設立総会の様子

会の規約作成と役員選出を行った。
その後、ランチを食べ、リラックス
ムードの中、会の運営方針をじっく
り話し合った。
参加者／１２名

平成 26 年 6 月 26 日（木）
憩いの喫茶室・地域交流広場
ＦｏｒＹｏｕ にて実施
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齋藤 雅治
Tel 080-5135-1100
Mail kounan.sien@gmail.com

市制６０周年記念 市民公募事業 報告
「誰もが主役、みんなで築く、みんなの郷土」という、市が目指す
地域社会の仕組みを実現するために、多くの市民が参加することで
地域が活性化するような事業を募集しました。
５月１０日（土）公開プレゼンテーション開催
参加団体数１７

アピタ江南西店

観覧者５００名

参加団体の工夫を凝らしたプレゼンは、買い物中の
市民も巻き込んで大盛況となりました。観覧者には応
援シールを貼ることで参加していただき、その結果を
参考にして、下記の６事業が補助対象事業と決定しま
した。

地域の人と人をつなぐ
「エコ・むかし遊び大会」

【寄木区】

多文化体験講座

むかしの遊び（けん玉・ヨーヨー・ダルマ落と

【江南市国際交流協会】

し・こままわし・お手玉・折り紙、紙飛行機、

外国人と市民がお互いの文化を学び合う「夏休

竹とんぼ、あやとり・・・）を楽しむの会を開

み親子多文化体験講座」「児童館多文化交流の

催する。

会」
「ちょっと留学」
「お国自慢の会」などを開
催する。

藤花ちゃんの歌で、皆で踊りましょう！！
【ハーラウ フラ

オ

アロヒラニ】

江南市の保育園で、踊りを教える。
また市のイベントに参加し、市民と一緒に藤花
ちゃんの歌を歌い、楽しく踊ることで６０周年
を祝う。

江南市制６０周年記念市民盆踊り大会
【まちづくり江南市民会議】
小さい子からお年寄りまでみんなで楽しく踊
れる盆踊り大会を開催する。また、
「男依音頭」
を広めることで、郷土に誇りと愛着を持っても
らうきっかけとする。

子育てハッピーセミナー
～子育てがラクになるコツ教えます～
【ゆっくり育つ子ども達のｻｰｸﾙスマイリー】
子どもが「自分は愛されている」と感じること。

おはなしフェスティバル
【ＮＰＯ法人

子どもと文化の森】

「自己肯定感」を育てる子大切さを、診療内科

江南の民話や伝説を小冊子にまとめ配布する。

医であり、子育てカウンセラーでもある“明橋

また、昔話をお披露目するおはなし会や絵本見

大二医師”に分かりやすく教えていただく、子

本市、積み木ショーや積み木で遊ぶ体験、むす

育て支援講演会を開催する。

び座・わらしべによる人形劇公演の開催する。
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イベント カレンダー

２６年度まちづくり補助金 採択事業
※イベントの詳細については、各団体にお問合せ下さい

団体名（連絡先）
一般社団法人

ガールスカウト
愛知連盟第１１団
（0587-55-4144）

日

時

１０／１９
（日）
１０時～１５時

イベント 【会場】

みんな集まろう！親子で体験わくわくひろば
【古知野西公民館】
・ガールスカウト活動展
・身近なものを利用した救急グッズ作り体験
・地震体験
・防空頭巾作り
・空き缶を利用したご飯作り
・飯ごうを利用したシューマイと肉の蒸し焼き
※参加費：３００円（親子）

NPO 法人 のいちご
のいちごこども園
児童発達支援のうさぎ
（0587-56-6669）

１２／１３
（土）
９時～
１１時３０分

１２／２３
織 音
（0587-54-6131）

（祝）

ゆっくり育つ子ども達 １０：３０開演
のサークル スマイリー

もちつき大会・手遊び・紙芝居
【のいちごこども園】
地域の親子・祖父母を対象に
開催します

織音１０周年記念 ファミリーコンサート
～つながろう！ひろげよう！
こころのバリアフリー♪～
【江南市民文化会館】
・織音とスマイリーによるオリジナル曲の初披露
・子どもも大人も歌って踊れる楽しい楽曲の演奏会

（0587-53-2823）
※入場無料

１／１０
すいとぴあ
ラジオ体操クラブ
（0587-56-6155）

（土）
１０：００～
１２：００

新春企画！みんなのラジオ体操を学ぼう！
【すいとぴあ江南】
みんなのラジオ体操のやり方を
スライドを使って学び実践します。
どなたでも参加できますが、
小学生以上向けの内容です。
※入場無料
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イベント カレンダー
団体名（連絡先）

ハーラウ フラ オ
アロヒラニ

日

市制６０周年記念 補助金 採択事業

時

１０／４（土）

イベント 【会場】

市民まつりに参加

【すいとぴあ江南】

藤花ちゃんの曲でフラを楽しみましょう。

（0587-54-7426）

11／23（日）

健康フェスティバルに参加

【保健センター】

藤花ちゃんの曲でフラを楽しみましょう。

11／15
江南市国際交流協会
（0587-54-1111）

【藤里小学校】

外国の衣装であいさつしたり、映像を見たりして

（土）

留学したような雰囲気を楽しめる。

９：００～
１１：００
寄 木 区

ちょっと留学

１１／17

美味しいお菓子やお茶もありますよ。

エコ・むかし遊び大会

【寄木会館】

子ども会・老人会など地域の人たち２００人が大集合。

（月）

けん玉・折り紙・竹とんぼ・こままわし・・・

９：００～

むかしの遊びを楽しみます。

１2：００

ゆっくり育つ
子ども達のサークル
スマイリー
（0587-53-2823）

３／２９

子育てハッピーセミナー

（日）

～子育てがラクになるコツ教えます～
【すいとぴあ江南】

１０：００～
１２：００

診療内科医であり、子育てカウンセラーでもある“明橋大
二氏”を招き、「自己肯定感」を育てる子育てをテーマに講
演会を開催。

１／２５
ＮＰＯ法人
子どもと文化の森
（0587-94-1223）

（日）
１０：００～
１６：００
（予定）

おはなしフェスティバル 【江南市民文化会館】
・絵本見本市
絵本の展示と昔話の小冊子を希望者に配布
・積み木で遊ぼう
積み木ショーの開催と積み木で遊ぶ体験
・わらしべ公演

・むすび座公演
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２６年度 まちづくり補助事業の今…。
平成２６年度にまちづくり補助金を獲得した団体は、どのような活動をしているのか？
気になるところですよね。 地域に、人に、還元されるような補助金。。。
その様子を取材してきました。
事業名：親子縁側交流会
団体名：NPO 法人 のいちご

のいちごこども園・児童発達支援のうさぎ

園庭開放による「水・泥・リズムあそび」

～平成２６年６月２４日～

子どもの発達には欠かすことができない
「水・泥・リズム」での遊びを、母親たちが
安心できる環境で思いっきり遊ばせることが
できた交流会でした。母親たちは、子どもと
泥団子を作りながら、また、ピアノに合わせ
て歌ったり踊ったりしながら、お互いの子育
ての悩みを相談したり、励ましたりと、子育
て仲間を広げる機会となったようです。

参加者
親子２２組

事業名：ラジオ体操を正しく学ぼう
団体名：すいとぴあラジオ体操クラブ

７／２７
（日）

この頃は、小学校でもラジオ体操が見直されているよ
うです。このラジオ体操をしっかりやれば、跳び箱や鉄
棒なども簡単にできるようになるのではないかと感じま
した。
平均寿命と健康寿命の差のお話の時には、参加者が何
度もうなずいていました。
折りしも、７月３１日に厚生労働省の発表で、男性平
均寿命が８０歳を超えました。
これは、医療技術の進歩のたまものですが、この寿命を
健康に全うできるのが一番幸せなことだと思います。
生活習慣病予防の為にも、日頃から楽しく体を動かし
たいですね。
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参加者／８０名

事業名：ダウン症啓発活動のためのオリジナル曲とＤＶＤ作成、オリジナル曲の発表
団体名：☆織 音
☆ゆっくり育つ子どもたちのサークル

スマイリー

先日、スマイリー作詞、織音作曲の「ママの天使」が完成しました。
これから、この曲にダウン症の子供たちの笑顔いっぱいの写真をスライドショーのように添付し
て啓発ＤＶＤを作成します。
１２月２３日（祝）に江南市民文化会館大ホールで行う１０周年記念コンサートで、
初披露する予定で、コンサートの準備を進めています。
「障がいがある子が生まれても決して不幸ではない。」
「この子がいる幸せを伝えたい。」
子どもたちの笑顔の写真展と共に、織音がコンサートを通じて
メッセージをお届けします。
あなたの一番大切なものは何ですか？
きっとその答えが分かると思います。
是非お越しくださいね。
＜織音さんの経過報告より＞

市制６０周年記念事業の今…。
事業名：多文化体験講座
団体名：江南市国際交流協会
「来て 見て 出合って

世界の輪」をテーマに“第１９回国際交流フェスティバル”が

８月１７日（日）に、すいとぴあ江南にて開催されました。
外国籍の子どもたちの元気な「ようかいウォッチ体操」に始まり、カポエイラ、ペルーの
ダンス、フラダンスなどで、熱気いっぱいでした。
１３３人の中学生もボランティアとして参加し、料理やお菓子作りを楽しんだり、民族衣装を
着てポストカードを作るなどに大活躍でした。
市内外２５００人余りの人たちが、多文化共生イベント「国際交流フェスティバル」で、夏休
みの一日を大いに楽しみました。
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協働ステーション紹介
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。作業コ
ーナーには、【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。
【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 完成！
平成２６年度版
完成しました。

ＮＰＯ・ボランティアガイドが

作成にご協力いただいた１３３団体の情報を公開しています。

ぜひ、ご活用下さい

江南市のＨＰに掲載する動画

パレット掲載記事

～掲載までの流れ～

（第９号／１２月発行予定）
※締切：１０月２０日（月）

１． ３０秒～１分の時間内で、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ください。

募集記事内容
１．NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体で活動して

３． 編集等は一切せず、そのまま掲載させていただきます。

いる状況やイベントの紹介等

※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

２．開催した記事内容の報告

のに限ります。

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
パレット事務局

江南市役所地域協働課

『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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Tel

0587‐54‐1111 （内線 323）

ﾒｰﾙ

kyodo@city.konan.lg.jp

江南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

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

TEL 0587－53－0131

FAX 53－0132

