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江南市「地域まちづくり補助事業」

平成２８年度 採択事業紹介
江南市では、地域の自治力を高めていくことを目的に、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「江南市地域まちづくり補助金」
を交付しています。平成２８年度は、
８件の事業が採択されました。

ひろげよう！ 展開コース

野良猫意識改革
野良猫意識改革
（地元･行政･ﾎﾞ
（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）
ﾗﾝﾃｨｱ団体による三位一体の意識改革）

カローリング体験教室とカローリング大会
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

実施団体 こうなん地域猫の会

子どもから高 齢 者 まで 誰 で も 楽しめる室内コ

野良猫を排除するのではなく、野良猫用のトイレ

ミュニケーションスポーツであるカローリング

を設置したり、適切な量の餌を与えたり、避妊や

を通じて、
地域の多世代の人が交流することで、

去勢を施したり、地域で野良猫を見守る「地域猫」

地域のつながりが深まり、地域活性化につながり

の活動を広めることにより、命の大切さを学ぶ

ます。また、高齢者にも簡単に楽しめるため健康

機会をつくり、
一匹でも不幸な猫を減らし、
人と動

維持も図ります。

物が快適に共存できるまちづくりを実践します。

生演奏を身近に感じて楽しもう
生演奏を身近に感じて楽しもう

平成
平成28
28年度
年度 町内対抗運
町内対抗運動会
動会

実施団体 フェリーチェ

実施団体 親 和会

市内18 保育園で園児とその保護者を対象に、フ

同じ町内でも交流の機会が減少している中、
町内

ルートやピアノの生演奏や、音楽付きで絵本を読

会毎の懇親・交流のイベントとして運動会を実施

み聞かせたり、演奏にあわせていっしょに歌った

し、町内の団結心を育成します。 さらに、幅広く

りして、五感を刺激することで、好奇心を養い、

地域住民に参加を求め、近隣町内とも交流を図り

想像力豊かな心を養います。また、感動したこと

ます。

を人に伝えることで、
コミュニケーション能力の
発達につなげます。
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ひろげよう！ 展開コース

地域の未来は子育て支援で
地域の未来は子育て支援で！

ふれあいほっとサロン
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〜
〜子育てサークルを中心につながろう〜

実施団体 江南市女性連絡協議会

実施団体 飛高親の会

子育てを専門とする先生を講師としてお招きし、

地域住民の交流・集いの場として公民館を活用

成長期に合わせた遊びやストレッチなど子育て

し、サロンを開催することで、多くの人とふれ

支援セミナーを開催します。より良い子育て環

あい、学び合う機会をつくります。また、子育

境をつくるため、
子育て支援の具体的なネット

ての悩みを共有したり、情報交換することによ

ワークづくりとして次世代の子育て支援グルー

り、育児不安や孤立感を持つ母親の問題を解消

プを育成します。

する手助けをします。

つながろう！ 連携コース

繋がれ
繋がれ！広がれ
！広がれ！親子のhappy
！親子のhappy spot
spot
代表団体 NPO法人子どもと文化の森

正しい歯磨きで、
正しい歯磨きで、
楽しい子育て
楽しい子育て

NPO法人のいちご
連携団体 江南子育て探検隊「ここたん」
愛知江南短期大学

代表団体 NPO法人わいわいわい
連携団体 池田歯科医院

子育て支援団体が連携し、各々の特長を活かし

正しい歯磨きの知識を学び、毎日の歯磨き習慣

ながら交流会や研修会を共に企画運営すること

を身につけることで、子どもの頃から歯と口腔

で、団体間のつながりを深め、新たな連携の輪

の健康を保てるようにします。また、毎日の楽

を広げます。

しい歯磨きの時間は親子のスキンシップにつな

各団体のスキルアップを図りながら、江南市の

がり、ネグレスト（虐待）の予防につなげます。

子育て環境をより良くしていきます。
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江南市地域まちづくりフォーラム

平成 2 8 年 3 月 27日（日）13 時

今回とても特徴的だったのは、

から来ているか？などクイズを織り

から、地域情報センター 2 階の市

平成 27年度の公開審査会で知り

交ぜながら、多文化共生の大切さを

民・協働ステーションにて「地域

合った団体同士が、それぞれ違う事

お話いただきました。

まちづくりフォーラム」が行われま

業を実施したにもかかわらず、公開

その後、江南市国際交流協会から

した。

報告会の際には、お互いの特性を

ゲストを迎え、パネルディスカッ

第1部の「地域まちづくり補助事業」

理解し合い、
話し合っていたことで

ションも行われ、実際の国際交流の

の公開報告会では、
「地域の未来は

す。少しの時間でも交流の機会を

苦労や活動内容をより具体的に聞

子育て支援で（江南市女性連絡協

設けることの重要性を感じました。

くことができました。
江南市で市民活動をより活性化し

議 会）」「四 季を楽し むお遊 び会
（NPO 法人のいちご）」「活きいき

第 2 部の講演『在住外国人も「地

ていく上で、この「まちづくりフォー

交流会～大相撲湊部屋応援～（大

域活動の担い手」となるには！』

ラム」は重要な機会であり、より参

相撲湊部屋を応援する小折町区民

では、多文化共生リソースセンター

加者が増えていくような魅力的な

の会）」
「町内対抗運動会（親和会）」

東海・副代表理事の河村槙子さん

取り組みにしていきたいです。

「心をつなぐ多文化紙芝居（国際交流協

をお迎えしました。江南市には外

会）」の 5 つの報告がありました。

国人が何人住んでいるか？何か国
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3月27日開催 オープン
主催：コミュネット江南

後援：江南市

地域情報センター１階に交流スペー

母国のお話しを元に作った手作り

団体の尽力と参加者の方々の協力

スとして、多目的活動室がオープン

の紙芝居の上演やその国の様子や

もあり、とても楽しく「多目的活

しました☆

言葉を教えてもらった後、参加団

動室」のオープニング記念イベント

記念イベントに、藤花ちゃん登場！

体全ての活動紹介がありました。

を開催することができました。

そして、バットマンも参上しました！

また落楽会の羊喰亭ぽて幸さんの

さらに江南市長も来場され、開催

総来場者数 70 名程あり、たくさん

落語を楽しませてもらい、トンボ

を激励してくださいました。これか

の方々に遊びに来てもらいました。

と水辺環境研究所の方には、身近

らも、たくさんの市民の方々に活

な自然環境と人間との関わりにつ

用してもらえるスペースになること

子どもと文化の森による「はな笛」

いてプチ講演をしてもらった後、参

を願っています。（宮道）

の合奏で賑やかに始まりました。

加者同士の交流を深めるための

次に国際交流協会が在住外国人の

ワークショップも行いました。参加

参加団体
コミュネット江 南、NPO 法 人子どもと文化の森、江 南あおむしの会、江 南 市国 際 交 流 協 会、
( 株 ) よろず相談所、尾北シニアネット、落楽会、バングラデシュ教育支援の会、俱楽部くれぱす、
江南子育て探検隊「ここたん」、飛髙親の会、NPO 法人トンボと水辺環境研究所、江南市環境学習
アドバイザー、まゆを育てる会

いつでも！だれでも使える交流スペースで、市に登録している団体なら予約もできます！
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「 ひだまりカフェ」

～ 地 域のつながりをつくろう～

平成２８年３月６日（日）江南市文化会館の音楽室にて、コミュネット江南が主催の「ひだまりカフェ」が、
社会福祉協議会が主催する「ふくし江南ふれあいまつり」と同時開催されました。
江南市で活躍されている１１団体の活動紹介や実演を行いながら、団体同士の“つながり”を深め、さ
らに一般の方々にも幅広く活動を知ってもらう場として「ひだまりカフェ」を実施しました。
むかしあそびエコクラブでは、けん玉や折り紙など昔の遊び道具の使い方や遊び方を教えながら、お客
さんといっしょに楽しんでいました。
また、バングラデシュ教育支援の会では、現地の様子を撮影した写真で作ったパズルや現地の人たちの
手作り作品の販売を行いました。

江南あおむしの会では、図書館に対する市民の意見をアンケートしました。
７０件以上の貴重な意見を聞く事ができました。
BGM やアナウンスなどは「ローズリボン（DJ 鈴木）」が担当し、トークを交えながら会場を盛り上げ
ていました。
ココカラ玉手箱では、アロマやリラクゼーションについての紹介など行いました。その他にも、くわの木
保存会、俱楽部くれぱす、江南子育て探検隊「ここたん」、飛高親の会、（株）よろず相談所など、パ
ネル展示や販売などで団体紹介を頑張っていました。
コミュネット江南は、江南市がより「住みよいまち」になるように、地域で活動している団体同士や地
域で活動を始めたいと思っている人を繋ぎ合わせる役割を行っています。（宮道）
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1

コミュネット江南のメンバーでテーマ、担当者を決め、取材等行い原稿を作ります。

2

市役所地方創生推進課と原稿の確認をします。

3

その季節のイメージ、文章にあう藤花ちゃんを選び登場させます。

問合せ

が出来るまで

編集をお手伝いしていただける方を
募集しています！！ぜひ下記までご連絡ください。
江南市役所 地方創生推進課
地域協働グループ
FAX
E-meil

0587‐54‐1111(内線323)
0587‐54‐0800

kyodo@city.konan.lg.jp

※ 営利を目的としない個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用の場合
⇒市の業務もしくは市からの委託事業については承認申請は不要で使用できますが、団体の活動として使用
したい場合は承認申請が必要となります。
またキャラクターの著作権を侵害又は侵害するおそれがある場合は使用を差し止める場合があります。
上記以外の使用の場合 ⇒ 事前の承認申請が必要になります。
4

読みやすい文字、イラストはパソコンで書いて、紙面を飾ります。

※非公認キャラ

パレットのゆかいな仲間たち

企画会議

？

全員集合？
おっ！

？

次回のパレット
どうする？

？
名前つけて
仲間に入れましょ
♪

いいね♪

どうする？
とう
橙くん

パープルちゃん
なにしてるの？

⑤①

！
！
そうだ つきくさ
月草って
どうかしら？

～？
から ？
見
春だお花

お花
見と
お団 言ったら
子？

！
！
できた
トに

ッ
パレ
載せる
トを
イラス の
た
み
て
描い

月のマークも
あるし、
いいね♪

あら？！

～
月草
踊っちゃうほど
気に入った
みたい（笑

ん～

ＺＺＺ…

？！
ら
あ
あら？
！

？
真剣に考えてる …

⑥②

ん～

⑦③
おょ
？
！

！
！

つづく？！

さらに、月草色と
かけるとは、
おしゃれですな！

？
出てきた ！

ところで……
きみは？
どなた？？

⑧④
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！！
Ｚ…！！

こら～！！
寝るな～！！

