みんなのパレット
発行／江南市市民・協働ステーション
第９号

2014 年を締めくくる第９号が完成しました。

2014.１２

27 年度の地域まちづくり補助事業を募集してます。お急ぎください。

平成２７年度 地域まちづくり補助事業 募集！
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。

限度額
10 万円
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な活動を応援し、
この事業の実施が活動を充実させ、活動の展開・地域への定着
につながることを期待します。
限度額
２0 万円
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動分野・地域の
異なった団体間のネットワークづくりへとつながることを
期待します。

■申請書などの様式は、地域協働課、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
■問合せ・申請書などの提出先
江南市役所

地域協働課

協働推進グループ

〒483-8701 江南市赤童子町大堀９０
Ｅ-mail

kyodo@city.konan.lg.jp

℡

0587-54-1111（内線 323）
Fax

0587-54-0800
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イベント カレンダー
※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）

日時【会場】

イベント内容

・・・地域まちづくり補助事業・・・
織 音
（0587-54-6131）

１２／２３
（火・祝）

１０ｔｈ 織音 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♪～

ゆっくり育つ子ども達

１０：００開場

・織音とスマイリーによるオリジナル曲初披露

のサークル スマイリー

１０：３０開演
【江南市民文化会館】

・スマイリー写真展

（0587-53-2823）

１／１１
すいとぴあ
ラジオ体操クラブ
（0９０・３４５４・００５５）

※入場無料

新春企画！

正しいラジオ体操教室
（日）
１０：００～１２：００

あのラジオ体操は究極の健康体操だった！
・正しいラジオ体操のやり方を実践します。
※入場無料

【江南市武道館 柔道場】

※事前申込み

・・・市制６０周年記念市民公募事業・・・

１／２４
ＮＰＯ法人
子どもと文化の森
（0587-94-1223）

（土）
１０：００～１５：３０

おはなしフェスティバル
・江南の昔話
・杉山三四郎おはなし会とおおきな木絵本市
・相沢康夫の積み木ショー＆遊びの体験
・わらしべ公演「さるじぞう」 他

【江南市民文化会館】

・むすび座公演「だってだってのおばあさん」 他
※要有料参加券

３／２９
ゆっくり育つ
子ども達のサークル
スマイリー
（0587-53-2823）

（日）
１０：００開場
１０：３０開演
【すいとぴあ江南】

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～
・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”を招き講演会を開催。
※入場無料（要整理券）
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補助事業の今
寄木区

エコ・むかし遊び大会
―寄木会館―

１１月１７日（月）９：００～１２：００

地域の結びつきや絆を強めるために、自治会、老人会、
子ども会、ＮＰＯなどの地域の力により企画・開催されま
した。竹とんぼ、お手玉、あやとり、けん玉、折り紙など
の「むかし遊び」を一緒に楽しむことで、
世代を超えた交流を持つことができまし
た。
子どもたちは、
地域のおじいさん、おばあさんから遊び方を教え
てもらいながら、様々な遊びに挑戦していました。
ゲームやデジタルの世界とは違う楽しさ・面白さ
を感じたのではないかと思います。地域住民の交
流は、安心・安全なまちづくりに欠かせないものであるように感じます。（記事：木村）

江南市国際交流協会

ちょっと 留学

１１月１５日（土）９：００～１１：００

―藤里小学校―

「おはようございます」の挨拶に、
「ボンディア」と元気な声がかえってくる。部屋に一歩入るとそこ
はもう何処かよその国!
フィリピンのコーナーに寄ってみた。フィリピンの乗り物ジープのレブリカが走っている。モンゴル
のコーナーでひと休み。モンゴルのミルクティーをいただく。とても美味しい。お相撲さんの話に花
が咲く。タイのきれいな民族衣装のお姉さんが胡弓のような民族楽器を弾いてくれた。試しに弾いて
みたがもの悲しい音がする。

藤里小学校の国際ルームでは、外国の文化や習慣を楽し
く体験できる会が開かれました。
外国のことばで挨拶をしたり、外国の様子を写真で見た
りして、留学したような気分を味わってもらおうと、江南
市国際交流協会が開いたものだ。地域の人や子どもたちが
大勢訪れ、外国の人との交流を楽しみ、ちょっと外国に行
った気分にひたった。（記事：早川）
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報告！

絆ファイル 「みんなで考えよう！江南の自然環境について」

絆づくり江南実行委員会

９月２８日（日）１０時～１２時
すいとぴあ江南
今回の絆ファイルは、既に環境についての勉強や活動をしている方と、興味はあるけれど
何も行動したことがないという市民や企業が、一緒になって江南市の自然環境について考え
る機会として開催しました。

自由な意見交換
活動内容の紹介

木曽川左岸の景観を活かした
楽しいイベントを開催して、
環境保護についてもっとアピ
ールしよう。

地図を広げ、活動場所を記入したことで、
イメージし易くなり、江南市全体の環境

江南の自然のすばらしさを再認識した。

活動を把握することができた。それによ
り、今後どのようにしてくべきか、何を
すべきかについてを考えやすく
なった。

アダプト活動をしている方が多いこと、
さらに熱心に取り組まれている姿に感
銘を受けた。

市内の農耕地・雑木林が宅地に変わって

江南の自然環境の美しさをもっとアピ

いる中、少しでも身近な自然を残そうと

ールして、皆さんに知ってもらいたい。

努力していることを知り、私たちＮＰＯ
団体も、さらに活発に活動していきたい
と感じた。

花いっぱい運動をもっともっと周知するため、花
いっぱいの場所を巡るイベントを開催したい。
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報 告

事業型ＮＰＯ講座 “ワークショップバスツアー”

楽しかったよ！

江南市民文化会館から出発した一行は、大口町と一宮市にある
ＮＰＯが運営する２つの「コミュニティ・カフェ」を見学した。どちらも事業型のＮＰＯ法人として、
地域に愛される存在になっている。子育てを通して繋がった仲間や、地域の活性化を目指す仲間が、
地域課題を解決していこうと奮闘した様子を語ってくれた。

（記事：齋藤）

見学先 １
カフェ

ポシェドゥレーヴ
運営／ＮＰＯ法人まみーぽけっと

２００３年当時、子育てに悩んでいたママ達が、
大口町が企画した講座で出会い、ボランティア団
体を結成。
「まずはとにかくやってみる！」の姿勢
で最初は子育て情報誌を発行した。その過程でさ
まざまな人たちと結びつき、積極的に関係各所に
協力を求めたことで、助力・助成を得て、ママ達
が安心して集える場づくりなどを行った。その後、

カフェ

Com-Café 三八屋

運営／ＮＰＯ法人市民連いちのみや

約７年で法人化に至り、念願だったカフェの運営
を実現することが出来た。

一宮市の真清田神社前には、江戸時代から三八

大切なのは、仲間の多様性を認め合い、可能な

市と呼ばれた門前市が開かれて活況を呈し、良質

限り考慮し合いながら、できる限り話し合いで物

で豊かな水に支えられ織物の町として栄え、紡

事を決めてきたということでした。

績・繊維産業の一大中心地として商店街も賑わい
を見せていた。しかし繊維産業の低迷により、商

見学先 ２

店街も店舗数が減少しつつある。そんな一宮市に
再び「活気」を取り戻すべく、一度途絶えた三八
市を参考に「杜の宮市」を開催するなど地域を盛
り上げるための仕掛けを様々実施していく中で、
仲間達が集い語らう場としてコミュニティ・カフ
ェの運営を初めた。
市民に自主性を促し、地域の特色を活かす活動
を推進していこうという強い意志と、とにかくや
ってみて出た結果から学びながら次に繋げると
いう、活動しながら団体を成長させていくという
考えが素晴らしいと感じました。
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報告

ＮＰＯ・ボランティア講座

『市民活動に活かせる情報発信講座』

１１月１３日（木）１８時～２０時 参加者：２１名
講師：青木研輔氏（NPO 法人ボランタリーネイバーズ 主任研究員）
協働ステーション設立以来、初めての試みとなる、１８時から２０時まで開催の講座でし
た。お勤めの方、学生の方、主婦の方、昼間はお忙しい方々にも広く参加していただけるよ
うにと企画しました。

「インターネットを利用して、自分達の活動情報を発信してみたい！」という方を対象に、いろん
な情報発信の方法とその特徴についてとても詳しく教えていただきました。
参加者の多くは、ＨＰを見たり、メールをすることは生活に取り入れているとのことでした。
しかし「ブログ」
「フェイスブック」
「ツイッター」等は、巷では頻繁に耳にする言葉ですが、実際
にこれらを使いこなすということは、専門的な知識が必要になります。講座では、
実例をスクリーンに表示しながら、それぞれの特徴を丁寧に解説していただきま
した。実際にインターネットの画面を見ながらの解説であったため、説明がとて
も分かりやすかったと感じました。
受講者はとても熱心に聴いて下さり、質問もより
具体的で、みなさんのやる気度の高さを感じました。
時間の限られた中であったため、具体的な操作方法や
活用術までは、進みませんでしたが、今回の講座が情
報発信のきっかけとなり、市民活動がより活発となれ
ばと思います。
（記事：齋藤）

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。
■パレット事務局
江南市役所地域協働課
Tel 0587‐54‐1111（内線 323）
ﾒｰﾙ kyodo@city.konan.lg.jp

『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。

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

TEL 0587－53－0131

FAX 53－0132

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
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