春日井市民会議「カエル６５」とささえ愛センターのコラボによる市民協働
フェスタ事業（コラ☆フェス 2012）を、11 月 11 日（日）に開催します。
今年のテーマは、“つなげて広がる

かすがいの輪！”です。

ささえ愛センター では、「キッズランド」でいろんな工作等の体験や、「世
界の民族衣装」で きて みて ファッションショー体験、「海外ボランティア活
動ってなあに？」は、世界で活動するボランティアが、世界の国々をクイズや
写真でわかりやすく紹介します。

レディヤンかすがいでは、世代を超えたメンバーによるコンサートやダン
スを見て聞いて楽しんだり、市民茶会でちょっと一息 )^o^( なんてどうですか。
歩いて 10 分ちょっとの距離ですので、ぜひ、家族そろって両方の会場に足
を運んでみてください！

広報春日井 10 月 15 日号もみてね☆

イベント名
世界の民族衣装
－きて みて 体験しよう！－
キッズランド
－子どもあつまれ～っ！－

海外ボランティア活動ってなあに？
パワーof ステージ
－楽器とダンスの共演－
キラキラ夢コンサート
－子どもと大人の演奏会－
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第 1 集会室

12:00-14:00
14:00-15:00

ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ ※ｼｮｰは 13:30 頃から
着物や外国の民族衣装を着る

第 2･3･5･6 集会室

10:00-15:00

紙飛行機、地震実験、竹細工、一輪挿し、映
像配信、ストローハウス、ネームシール

国際交流ルーム

10:00-15:00
14:30-16:00

世界の国々のパネル展示
クイズや写真で子どもに紹介

13:00-14:00

大人と子どもの演奏にダンス共演

14:15-15:15

大人と小学生の合奏

10:00-15:00

大人と高校生が抹茶を振舞う
１席 600 円(前売りは 500 円、
81-5096 市民茶会運営委員会・林
へ申込み)

多目的ホール

5 階和室･ホール AB

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

2012.09

鷹来公民館（8/22～28）
17 団体のパネルを展示

南部ふれあいセンター（8/30～9/5）
10 団体のパネルを展示
東部市民センター（9/6～14）
12 団体のパネルを展示

６月に市役所１階で開催し、多くの人に見ていただいた市民活動団体のパネル展示を、市内
3 箇所の公共施設でも開催しました。どの施設も利用者の目に留まる場所に設置したため、設
置作業をしているときから続々とパネルを見ていく人がいました。
出展した団体からも「問合せがありました」との報告がありましたので、これをきっかけに、
市民活動を始めたり興味を持ったりする人が増えることを願います。

市民活動団体突撃インタビュー
子育て世代応援隊
市内には、子育て中のお母さんたちが中心になって自主的に
運営している子育てサークルなどの団体があります。今回は、
子育て世代応援隊『あんじゅ』代表の内田朋代さん、スタッフ
の成瀬なお美さん、伊藤重美さんにお話を伺いました。
長時間のインタビューでお疲れ気味です

１.『あんじゅ』という名前の由来は？

が、とてもかわいい「天使」たちでした♪

家族にとって、子どもは「天使」です。「アンジュ」は、フランス語で「天使」のことです。
『あんじゅ』はママが笑顔になれば子どもも家族も笑顔になると考え、ママたちが育児しながら
育自をして輝けるよう、支援しています。

２.活動を始めたきっかけは？
結婚を機に春日井へ引っ越してきましたが、実家は遠く、始めは友だちもいませんでした。こ
の寂しさを何とかしたくて飛び込んだ他市の子連れヨガ教室で、楽しみながら子育てをしている
ママたちとの出会いがありました。春日井にもこの環境を創りたくて､地域の公民館で子連れヨガ
を始め、その後たくさんの出会いに恵まれて 2011 年に『あんじゅ』を発足しました。

３.どんな活動をしていますか？
「おひさま広場」という交流の場が中心で、季節折々の行事を企画しています。例えば秋なら、
芸術の秋で「音あそび」や「ハロウィン」、誕生会や歌あそび、リズム体操、お絵かき、おもちゃ
遊びなどなど、輪になった参加者はおしゃべりや相談をして、ふれあいの空間が広がります。この
出会いが一過性にならないよう、“仕掛役”スタッフの出番があります。キッズ英会話や子連れ参
加のママコーラス、ヨガなど資格や特技を生かした講座や教室を開き、ママと子どもがまた来たく
なるような企画を考えています。こうした親子同士の交流・情報交換を継続して行っています。

４.活動の喜び・夢は？
子育ての経験を生かしながら、お母さんたちが幸せになって子どもたちも幸せになり、家族が
幸せになることで社会が明るくなるように、少しでも貢献できたらと思います。
編集後記
○お母さん達の底抜けの明るさとパワーと、行動力に感服しました。
○二の足を踏む場面もあったのでしょうが、それを乗り越えるエネルギーに圧倒されました。
○「ママは強い」が実感でした。１時間以上の取材にぐずりだす子、叫びだす子、動き出す子と様々。それでもママ
は、子どもを抱っこして笑顔でした。原点は笑顔！すばらしい光景でした。

市民活動団体イベントカレンダー

日
10 月 7 日(日）
※雨天翌日
10 月 10 日(水)

10 月 20 日(土)

時間
9:50-16:00

10:00-13:00

13:00-15:50

イベント名
５周年記念高蔵寺
フォークジャンボリー

内容
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ春日井、参加無料

男性のための料理教室

保健ｾﾝﾀｰ(栄養指導室)

“食欲の出る異国風

材料費 500 円、定員 20 名、

カレー”

申込・問合 91-8056(田島)

ジャンボ紙芝居

中央公園ｽﾃｰｼﾞ、参加無料

（春日井まつり）

団体名
NPO 法人まちの
エキスパネット
春日井市食生活改善
協議会
かすがい朗読研究会

弥勒山内の三角公園集合、運動で
10 月 21 日(日)
※雨天中止

きる服装、参加無料、
8:00-12:00

弥勒山清掃登山

事前に 31-2523 または

春日井峠の会

yamasen@kdt.biglobe.ne.jp
(山田)まで連絡を
森のさんぽ・わらべうた・森の
ﾐﾆｼｱﾀｰ、市内在住 1～2 歳のお子
さんと親が対象、少年自然の家第

森のたんけんたい
10 月 27 日(土)

9:00-12:00

３駐車場集合、参加費 1 人 500 円

子育て支援事業

おにぎり・お茶・敷物持参

「第３回親子広場
“ちびっこ探検隊”」

森のたんけんたい

お子さんの名前・生年月日・住
所・電話番号をそえて、
morinotankentai@yahoo.co.jp
(小林)までお申込みください

11 月 1 日(木）
～30 日(金)

9:00-17:00

月曜日を除く
11 月 10 日(土)

11 月 11 日(日)

10:00-13:30

10:00-16:00

海外ボランティア活動

ささえ愛ｾﾝﾀｰ(国際交流ﾙｰﾑ)

春日井市国際交流

の展示

観賞無料

ネットワーク

ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい、材料費等 500 円

春日井市食生活改善

<問合先>健康増進課 85-6164

協議会

親子の楽しい料理教室

（コラ☆フェス 2012）
なごや環境大学

11 月 17 日(土） 10:00-12:30

ささえ愛ｾﾝﾀｰ・ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい

市民協働フェスタ

春日井

築水の森の自然と保全
「ビオトープの生物観察
と魚道での魚類調査」

11 月 28 日(火)

13:30-15:30

11 月 29 日(水)

9:30-12:30

一部有料
詳しくはウラ面をご覧ください

「カエル６５」

少年自然の家とその周辺の森、受
付は玄関向かって左側
一般・家族連れ・小中高生対象保
険料・資料代 330 円

かすがい東部丘陵
自然観察会

申込は 92-4129 高橋へ電話か FAX

かすがい朗読研究会

文化ﾌｫｰﾗﾑ春日井視聴覚ﾎｰﾙ

朗読発表会

入場無料

でんでんむし広場体験会

春日井市民会議

かすがい朗読研究会

地球村(多治見市三の倉町)

森のようちえん子育

参加費 1,300 円(親子で)

ち園『でんでんむし』

ささえ愛ｾﾝﾀｰ(国際交流ﾙｰﾑ)
12 月 16 日(日)

①10:00-10:50
②11:00-11:50

第 7 回わくわく！ふれあ

ﾋﾟﾆｬｰﾀ（お菓子の入った玉）割り等

いワールド「南米のクリ

①未就学児と保護者 10 組

スマスを楽しもう」

②小学生と保護者 10 組
参加無料

春日井市国際交流
ネットワーク

