日

時：平成 23 年 12 月２日（金）

10：00～12：00

場

所：レディヤンかすがい

内

容：かすがい市民活動情報サイトの利用法について、団体の担当者が
実際に入力・作成して勉強します。

参

考：http://kasugai.genki365.net/

ぜひご覧ください♪

日

時：平成 23 年 12 月 17 日（土）

場

所：ささえ愛センター

内

容：ささえ愛センターの入口付近を、竹行灯にいれたローソクの火で

17：00～18：00

ライトアップします。
登録団体によるクリスマスソングの演奏も楽しめますよ。

日

時：【セミナー】平成 24 年 1 月 20 日（金）

14：00～16：00

：【個別相談】平成 24 年 2 月 24 日（金）

10：00～16：00

場

所：ささえ愛センター

内

容：企業や財団等の募集する助成金について、概要や申請書を作成する際のポイント
をセミナー形式で学び、実際に作成した申請書は個別相談で添削してもらうこと
ができます。
助成金獲得経験の豊富なＮＰＯ法人のスタッフが講師を務めます。

発行：春日井市市民活動支援センター（ささえ愛センター）
〒486-0837 春日井市春見町３番地 TEL：0568-56-1943 FAX：0568-56-4319

春日井市市民活動情報紙

2011.11

11 月 12 日(土)・13 日(日)に、春日井市民会議「カエル６５」と春日井市が主催する「市民
協働フェスタ（コラ☆フェス 2011）」が開催されました。ささえ愛センター、文化フォーラム
（視聴覚ホール）、総合福祉センター、東部市民センター（ホール）の４会場で 16 事業が行われ、
のべ 3,979 人がコラ☆フェスならではの共演を楽しみました。

市民活動団体突撃インタビュー

春日井たたら研究会
「春日井に製鉄遺跡があることは、意外に知られていません。
もっと多くの方に認識されてもいいと思います」と仰り、日々の
研究や講座活動等にご活躍の渡辺嘉満さんにお話を伺いました。

１．「たたら」とは、何ですか？

「鉄は金よりも価値が高かったんです」
と語る渡辺さん

「たたら」とは日本古来の製鉄法のことで、古墳時代・奈良時代から
江戸時代までの千数百年間に亘って改良されながら続いてきました。た
たらの語源は、踏み吹子（フイゴ）です。
春日井たたら研究会では、市内の川で採取したソブ（赤茶色の水）を、
ソブが流れる川

乾燥・焙焼して炉体に木炭と一緒に入れ、送風して製鉄しています。

２．たたら研究会を立ち上げたきっかけは？
春日井市下原町の梶田元司氏が、昭和 40 年代から西山製鉄遺跡の存在を主張されていまし
た。この遺跡を軸に尾張地方の古代製鉄を研究するため、5 人の有志で発足しました。
発足して２ヶ月の例会中に、遺跡所在地の埋め立て工事が始まったことを知りました。現地
へ行って、各会員が手分けして探しました。数日が過ぎて、大量の鉄滓集積地を小木曾副会長
が見つけました。直ちに市長へ申上書を提出し、市文化財課の発掘調査で「古代製鉄遺跡」が
出現しました。平成１６年３月 26 日の中日新聞で、古代の春日井市西山町に製鉄遺跡が存在
することが発表されました。現在は、埋め戻されています。

３．どんな活動をしていますか？
砂鉄やソブによる製鉄作業と、フィールドワークなど鉄に関する
研究を隔月（天候に左右される）で実施しています。研究成果は、
会報『春日井たたら』で発表しています。
また、皆さんに西山製鉄遺跡のことをもっと知っていただけるよ
う、ハニワまつりで製鉄の実演をして古代の技術を磨いています。

製鉄の現場

４．最後にひとこと、お願いします。
たたら製鉄を通じて、西山に住んでいた古代人の暮らしを解明するため、様々な研究や視察
旅行をしています。古代の製鉄技術は、全天候型の屋根が必要です。何処かの企業が、「たた
ら製鉄」を自分たちの方針として助成してくださることを希望します。

市民活動団体イベントカレンダー
日

時間

イベント名

12 月 4 日(日)

17:00～18:00

高蔵寺ものづくり市 １ｔｈ

12 月 4 日(日)
12 月 9 日(金)

内容

団体名

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ(ｻﾝﾏﾙｼｪ南館 3F

NPO 法人まちの

子ども図書館隣)

エキスパネット

①17:00～

ﾁｬﾘﾃｨｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ

Back Beat、大人 2,500 円(1 ﾄﾞﾘﾝｸ･

かすがい SNS

②19:00～

①ｱﾏﾁｭｱﾊﾞﾝﾄﾞ

おつまみ付)、小学生以下 1,000 円

研究会

14:00～16:00

ひだまりｻﾛﾝ

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ(ｻﾝﾏﾙｼｪ南館 3F)

NPO 法人ワーカー

参加費 100 円、お買物のついでに

ズかすがい

②ﾒｲﾝ

どうぞお立ち寄りください。
12 月 10 日

10:00～12:00

自然農法ｾﾐﾅｰ

(土)

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ、

NPO 法人 MOA

資料代 200 円

自然農法春日井
文化事業団

12 月 11 日

10:00～11:50

(日)

第 6 回わくわく！ふれあい

国際交流ﾙｰﾑ、参加無料、未就学児

春日井市国際交流

ﾜｰﾙﾄﾞ「南米のｸﾘｽﾏｽを楽しも

とその保護者は 10 時～、小学生と

ネットワーク

う」

その保護者は 11 時～でともに先着
10 組、申込は 12 月 4 日～9 日の間
に国際交流ﾙｰﾑ(85-6606)まで

12 月 11 日

14:30～16:30

(日)

28 の心理法則講習会

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ(ｻﾝﾏﾙｼｪ南館 3F)

NPO 法人ギブアン

①自信の法則

参加無料、定員 25 名(要予約)

ドテイク春日井

12 月 13･20

①10:15～

①子育てｶｳﾝｾﾗｰ養成講座

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ(ｻﾝﾏﾙｼｪ南館 3F)

NPO 法人まちの

日、1 月 10･

12:15

②たぬき先生の子育て個別

または古民家和っか

エキスパネット

17･24･31 日

②13:00～、

(火)

14:15～

12 月 13 日

10:15～12:00

(火)

13:00～15:00

①は受講料 20,000 円

相談

②は要予約
街の福祉相談所

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ(ｻﾝﾏﾙｼｪ南館 3F)

NPO 法人ワーカー

予約不要、無料、

ズかすがい

高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽについて気軽に
ご相談ください。
12 月 17 日

13:00～17:00

「不登校の子供達の交流会」 鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ和室、資料代

(土)

12 月 17 日

18:00～21:00

BUONO

LIVE

(土)

不登校・いじめに悩

等 200 円、学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとお喋りや

む親のホッとスペ

ｹﾞｰﾑ等をして楽しい時間を過ごし

ース「ひなたぼっこ

てもらえたら嬉しいです。

春日井」

野菜とﾌﾙｰﾂのｶﾌｪ BUONO、ｴｷｽﾊﾟﾈ

NPO 法人まちの

ｯﾄがﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽする夜の本格ﾗｲﾌﾞ

エキスパネット

12 月 18 日

10:00～12:00

みんなで一緒にもちつき大

珈琲処あさぎ、つきたてお餅を試

子育てサロン

(日)

ごろ

会

食・販売、1 皿 200 円

どんぐりっこ

12 月 23 日

10:00～11:15

第 7 回わくわく！ふれあい

国際交流ﾙｰﾑ、参加無料、2 歳～小

春日井市国際交流

ﾜｰﾙﾄﾞ「海外のｸﾘｽﾏｽ～英語

学 3 年生までの子どもとその保護

ネットワーク

圏・ｽﾍﾟｲﾝ語圏の文化を楽し

者で先着 10 組、申込は 12 月 17

もう」

日～22 日の間に国際交流ﾙｰﾑ

(祝・金)

(85-6606)まで
1 月 8 日(日)
1 月 14 日(土)

1 月 15 日(日)

14:30～16:30
10:00～12:00

10:00～12:00

28 の心理法則講習会

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ(ｻﾝﾏﾙｼｪ南館 3F)

NPO 法人ギブアン

②期待の法則

参加無料、定員 25 名(要予約)

ドテイク春日井

なごや環境大学「春日井築水

少年自然の家玄関集合、定員 20 名、 かすがい東部丘陵

の森に学ぶ－野鳥観察から

資料代等 330 円、ﾐﾆ座学の後、屋

生物の多様性を体感」

外で野鳥観察、91-7828 太田まで

こだわりの材料で味噌づく

ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい、材料代 5,700 円

り

自然観察会
NPO 法人 MOA
自然農法春日井
文化事業団

