日

時：【セミナー】平成 24 年 2 月

3 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：鳥居松ふれあいセンター

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。

日

時：平成 24 年 3 月２0 日（祝）

10：00～12：00

場

所：鳥居松ふれあいセンター

内

容：NPO の会計や税務について、例題を交えてわかりやすく講義します。
NPO 法人で活躍中の税理士のスタッフが講師を務めます。

この情報紙「ささえ愛」を、パソコンを使って作成していただけるボランティアさん
を募集しています。慣れるまでは、スタッフが一緒に作成しますのでお気軽に☆
発行回数、部数：年４回。１回あたり 2,000 部
発行先：市内公共施設、小・中・高等学校、中部大学、他市 NPO センター等
活動内容：レイアウトを決めたり、写真を貼ったり、実際の紙面を作成します。
※作成後、ささえ愛センターにて校正し、発行します。

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

2012.01

ささえ愛センターまつり(4 月)

市民活動展示・説明会(6 月)

登録団体間のヨコの繋がりや、市民と団体

来所者が多い市役所で、パネル展示と団体

との交流を生みました。

活動紹介を開催。大好評でした♪

新しい一年を、どのように迎えられましたか？ここでは、2011 年にささえ愛センターで
行った主な事業について、写真とともに簡単に振り返ってみたいと思います。

青少年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ(7～8 月)

市民協働フェスタ(11 月)

夏休みにボランティアを体験する機会を

様々な市民活動団体が、他の団体と協働し

提供。きっと将来に繋がることでしょう。

てイベントを開催。

市民活動団体紹介

ウォーキング春日井同好会
毎土曜日、「ふれあい緑道」を歩いています。
（落合公園⇔朝宮公園：約７ｋｍ）
集合：落合公園
・ １１月～４月は、朝 7 時３０分
・ ５月～１０月は、朝７時
清掃ウォーキング

壮年男女(会員：約８０名)の、おしゃべりしながらのなごやかウォークです。
冬は凛とした冷気、春は新緑と桜花、夏の蝉時雨、秋は彩る紅葉などを楽しみます。
☆ 年に５回ほど、近隣への「バスハイキング」を実施します。
☆ 「お汁粉会」・「お花見会」・「カラオケ会」など、懇親を深める企画もあります。
☆ 毎月最後の土曜日には、「ふれあい緑道」の清掃に勤しんでおります。
入会申し込み先： 会長 島田義三

電話：0568-81-0618

多様な動植物の生育環境を守る
春日井市の東部丘陵には春日井三山といわれる
みろくさ ん

どう ずさ ん

おおたにやま

ちくすいいけ

弥勒山 ・道樹山 ・大谷山 、さらには築水池 を中心に豊か
な里山里地の自然が残されています。東海地区特有の
自然環境に依存した多様な動植物が生きる、かけがえの
ない地域であり、市民の憩いの場でもあります。
わたしたちはそうした環境を大切に保全し、次世代に伝える市民の輪をひろげるよう努めていま
す。活動内容は、例会（フィールドでの自然観察）を中心に、少年自然の家が主催する市民・児童
対象の自然体験のガイドや、小学校の「野外学習」でのハイキング･環境学習のサポート、自然素
材を使った工作の指導などです。ほかにも自主事業として、市民共育講座「なごや環境大学」を開
催しています。例会：毎月第 3 土曜日 9:00～午前中、集合：少年自然の家玄関、年会費：1,000
円、連絡先：（0568）92－4129 高橋 ※例会への体験参加を歓迎！

市民活動団体イベントカレンダー
日

時間

2 月 7 日(火)

10:00～11:30

イベント名

内容

団体名

子連れ参加ＯＫ！！

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ。定員 15 名。 あんじゅ

『花粉対策ﾊﾞｰﾑを作ろう』

材料費等 1,000 円。

薬に頼らず、イヤ～な花粉の

講師:(社)日本ｱﾛﾏ環境協会認定ｱﾛﾏ

季節を乗り切りましょう！

ﾃﾗﾋﾟｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

Bon Voyage 中津

花粉対策ﾊﾞｰﾑ（香り付軟膏） 綾乃先生
を作ります。
2 月 11 日(祝)
2 月 12 日(日)

10:00～11:30
14:00～15:30

定例講座

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ。受講無料。

春日井郷土史

「春日井の金次郎像」

定員 10 名程度。講師:櫻井芳昭)

研究会

ｶｳﾝｾﾗｰによる講演会

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

28 の心理法則(期待の法則)

受講無料。なるべく事前にご連絡

ドテイク春日井

なんぶ

ください。(090-7315-8416 南部 )
2 月 14 日(火)
2 月 14 日(火)
2 月 17 日(金)
2 月 18 日(土)
2 月 19 日(日)

13:30～15:30
18:30～20:30
13:30～15:30
10:00～12:00
7:10～

2 月 25 日(土)

7:30～

2 月 25 日(土)

13:30～15:30

鷹来公民館 問合せ・申込みは事務

NPO 法人けやきフ

局(090-8078-6322)まで

ォーラム

高蔵寺ふれあいｾﾝﾀｰ 問合せ・申込

NPO 法人けやきフ

みは事務局(090-8078-6322)まで

ォーラム

西部ふれあいｾﾝﾀｰ 問合せ・申込み

NPO 法人けやきフ

は事務局(090-8078-6322)まで

ォーラム

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ 問合せ・申込

NPO 法人けやきフ

みは事務局(090-8078-6322)まで

ォーラム

白羽海岸から御前崎灯台を

御前崎市。参加費 3,300 円。

ウォーキング

歩く

落合公園を 7:10 に出発。

春日井同好会

ふれあい緑道の清掃ゴミ拾

落合公園 7:30 集合。用具(ﾄﾝｸﾞ、袋)

ウォーキング

い

は会で準備。

春日井同好会

『傾聴』の学びと座談会

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

受講無料。なるべく事前にご連絡

ドテイク春日井

初中級パソコン講座
初級 EXCEL 講座
初級パソコン講座
初級パソコン講座

なんぶ

ください。(090-7315-8416 南部 )
2 月 28 日(火)

10:00～11:30

“新米ママの”

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ。参加無料。

子育て“だんだん”

「０歳児子育て広場」
2 月 29 日(水)

3 月 5 日(月)

10:00～11:30

10:00～12:00

託児付講座

ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい。受講料 1,600 円。 あんじゅ

心も身体もリフレッシュ

託児協力費 500 円。定員 20 名。

『デトックスヨガ』

講師:ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ中島真奈美先生

講演「見えないものとの対

東部市民ｾﾝﾀｰ第 2 会議室。受講無

話」―あなたの行動を変える

料。講師:石黒隆敏氏(建築家)

クロスカル

と見えてくるものがある―
3 月 11 日(日)

14:00～15:30

ｶｳﾝｾﾗｰによる講演会

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

28 の心理法則(成長の法則)

受講無料。なるべく事前にご連絡

ドテイク春日井

なんぶ

ください。(090-7315-8416 南部 )
3 月 13 日(火)

10:00～12:00

～親とこどもの交流会～

かすがいげんきっ子ｾﾝﾀｰ。参加無

『おひさま広場』

料。定員 20 組。ﾘﾄﾐｯｸや読み聞か

あんじゅ

せ、制作など親子で楽しみます。
3 月 14 日(水)

10:00～12:30

なごや環境大学「築水の森の

少年自然の家玄関集合。定員 20 名。 かすがい東部丘陵

自然に学ぶ」（冬芽の解剖を

資料代等 330 円。短時間の座学の

とおして生き物の冬越しに

後、屋外での散策と自然観察、

迫る―冬を生き抜く植物や

92-4129 高橋まで

自然観察会

虫の知恵を学ぶ）
3 月 27 日(火)

10:00～11:30

“新米ママの”
「０歳児子育て広場」

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ。参加無料。

子育て“だんだん”

