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11 月 10 日(日)
今年もコラフェスが開催されます！
色々な市民活動団体とお話をしたり、見て回ることができるので、
あなたにピッタリの団体が見つかるかもしれませんよ？
その他にも大人も子供も楽しめるイベントが沢山！
１１月１０日はささえ愛センターへお越しください！
コチラもみてね！
http://kasugai.genki365.net/gnkk06/pub/sheet.php?id=24320

会場：

ささえ愛
センター

コラ☆フェスとは、
春日井市民会議「カエル 65」と
春日井市が主催する、市民活動に関わる
人々がお互いにコラボ（協働）して行う
フェスタ（お祭り）です。

市民活動団体突撃インタビュー

「ふるさと春日井学」研究フォーラム
“春日井の文化と歴史を知ることで、まちを盛り上げよう”
というテーマを掲げて活動されている「ふるさと春日井学」研
究フォーラム会長の河地清さんにお話を伺いました。
会長の河地さん。熱意に溢れていました。

どんな活動をしていますか？
春日井にしかない魅力は沢山ありますが、その中には一見してわからない魅力も多いです。例え
ば春日井の歴史や文化などは、知識がないとなかなかその魅力に気付きにくいものです。そこで、
僕たちのような歴史に関心のある人たちが集まって市民目線で積極的に発信をすることで、市民の
みなさんに春日井の魅力に気づいてもらおう、そして春日井を見直し、再評価してもらおうという
のが活動の趣旨です。
『ふるさと意識なくして地域の再生活性化なし』を信念に、
「自分が住んでい
るこのまちは、一体どういうまちなんだろう？」という疑問をまずは持ってもら って、そこから春
日井市の歴史や文化を学習することで、ふるさとの良さを認識しよう、そして研究・討論・交流を
しよう、という啓発活動をしていく会です。
具体的なものとしては、月に一回、春日井にまつわるものをテーマに、研究フォーラムをささえ
愛センターで開催しています。いつも 40 名前後の参加者があり嬉しく思っています。また、先日
はバスツアーを計画し、滋賀県大津市小野町から京都まで、小野道風の源流を訪ねました。このバ
スツアーが結構好評でしたので、来年は「道風の終焉の地」をテーマに開催できたらなと考えてい
ます。

活動のきっかけは？
私は今、大学院の非常勤講師として、地域再生及び
活性化の研究をしています。研究を重ねていけば、実
績はどんどんと積み上がっていくものなのですが、そ
れを地域全体に還元しなくては、結局は自己満足で終

バスツアーでの一枚。34 名もの参加があったそうです。

わってしまうのではと感じていました。自分の研究をどうやって地域全体に役立てようか、そう考
える内に、この会の設立を思い立ちました。
また、研究者というのは同じ研究者に対しては発表する場が多くありますが、一般の方に対して
発表する場というのは案外少ないものです。春日井の歴史や文化について研究している方はこの地
域に沢山いらっしゃいます。そうした方々の成果を、論文にして終わりではもったいない。春日井
市民の皆さんにも知ってもらいたい。その思いも、会を始めるきっかけの一つとなりました。

活動の課題は？
他の団体さんの課題と似ているのですが、やはりお金と人材が足りないことは常に悩みの種とな
っています。地域の再生活性化に取り組んでいる他の団体との連携もやってみたいですし、行政や
企業の支援も頂きたいです。また、毎月開くフォーラムについても、その動員についてはいつも気
になっているところです。話のテーマも毎回面白いものをと考えているので、これも大変です。
心配ごとは色々ありますが、やらなければ何も始まりませんので、それほど気にはしていません。
一番大切なことは、どんなに大変でもとことんやってみるということです。

最後に
今の夢は、昔のように、春日井の商店街が人でごったがえしていて、店ではなんでも売っている。
子ども達が飛んだり跳ねたりしてなんとも賑やか。そういう風景を新しい形で復活させたい、まち
を活性化させたいということです。
また、春日井には文化財の沢山詰まった郷土館というものがあります。これが維持され、活かさ
れ、役立っているかが大事です。春日井市民でも知らない人が多いのですが、これは元々、江戸時
代末期の酒造家、飯田重蔵という人の離れ座敷で、春日井の立派な歴史的財産なのです。しかし現
在は老朽化が進み、内部に立ち入ることは出来なくなっています。なんとか次の世代に引き継ぎた
いと強く願っています。
まちの活性化も、郷土館の維持も、まずは市民一人一人に、
ふるさと春日井についてもっと興味を持ってもらわなくては始
まらない。３０万人も住むまちで一人ずつなんて、とてつもな
く大変な話だけれども、「やればできる」と信じています。

問い合わせ

フォーラムの風景。
難しい話を簡単な言葉で説明することを
いつも大事にしているそうです。

「ふるさと春日井学」研究フォーラム
会

長

電話番号

河地

清

090-2344-6530

ホームページ http://kasugai.genki365.net/gnkk06/mypage/index.php?gid=G0000174
取材後記
会長の河地さんはとても熱意を持った方で、その熱弁に私たちも圧倒されました。インタ
ビュー中にも春日井の色々な歴史を紹介していただき、地元に住みながらも、その土地のこ
とについては知らないことばかりだなと強く感じました。興味を持たれた方は是非、月に一
度のフォーラムに参加してみてください！

春日井の新しい発見が待っています。

市民活動団体イベントカレンダー
日付

時間

イベント名

場所・定員・料金・その他

団体

11 月 1 日(金)

7:10-19:00

越前大野城下町の散策

落合公園 7:10 出発、
参加費会員 3000 円 会員外 3300 円

11 月 2・9 日(土)

13:00-16:00

「かたつむりの里」

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ、参加費 100 円

11 月 9 日(土)

10:00-14:00

男性の料理教室

11 月 10 日(日)

10:00-15:00

第 45 回市民茶会

11 月 16 日(土)

10:15-12:00

One Day Seminar
英語を楽しもう！「初級」

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ、参加無料、先着
12 名、中学生以上、筆記用具持参

クロスカル

11 月 16 日(土)

10:00-12:00

おやこの食育教室

保健センター、参加費 700 円
(大人 400 円、子ども 300 円)

春日井市食生活改善
協議会

11 月 17 日(日)

13:30-15:20

「子どもの夢、生きる力を育む」
講演会と絵本ライブ

レディヤンかすがい多目的ホール、参
加無料、託児要予約（１才～未就学
児）、手話通訳付き

かすがい女性連盟

11 月 23 日(土)

13:30-15:30

小松市・村上恭通氏
講演会

参加費無料、古代製鉄の権威による講
演会、小松市製鉄遺跡見学

春日井たたら研究会

11 月 23 日(土)

10:00-13:30

センス・オブ・ワンダー
～森遊びノススメ～
森の散歩と落ち葉のクラフト

11 月 30 日(土)
12 月 28 日(土)

7:30-9:00

ふれ合い緑道清掃（ゴミ拾い）

11 月 30 日(土)

12:30-16:00

20 周年記念講演 楽しく食べて
みんな幸せ

レディヤンかすがい多目的ホール、参
加無料、先着 400 名

春日井市食生活改善
協議会

12 月 7・14 日(土)

13:00-16:00

「かたつむりの里」

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ、参加費 100 円

精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「かたつむり」

12 月 14 日(土)

13:00-15:00

「潮風の村から～ある女性医師
の軌跡～」上映会

レディヤンかすがい視聴覚室、
参加無料、定員先着 90 名

かすがい女性連盟

12 月 14 日(土)

10:00-12:30

なごや環境大学「冬芽観察を通
して落葉樹の博士になろう」

少年自然の家、参加費 350 円、
先着 20 名、太田まで 0568-91-7828

かすがい東部丘陵
自然観察会

12 月 15 日(日)

10:00-11:50

南米のクリスマスを楽しもう

ささえ愛センター、参加無料、南米のﾋﾟ
ﾆｬﾀ割り・ｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞ作りを楽しむ

春日井市国際交流
ネットワーク

12 月 21 日(土)

10:00-13:30

センス・オブ・ワンダー
～森遊びノススメ～
火を熾してうどんをつくろう

1 月 1 日(水)

6:50-

初日の出を見る会

1 月 4・11 日(土)

13:00-16:00

「かたつむりの里」

東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ、参加費 100 円

1 月 18 日(土)

10:00-12:30

なごや環境大学
「冬鳥とその生息環境から生物
の多様性を考える」

少年自然の家、参加費 350 円、
先着 20 名、太田まで 0568-91-7828

かすがい東部丘陵
自然観察会

1 月 19 日(日)

10:00-12:00

外国人と英語で交流しよう

ささえ愛センター、参加無料、4 グルー
プに分かれ外国人と英語で交流する

春日井市国際交流ネ
ットワーク

10:00-13:30

センス・オブ・ワンダー
～森遊びノススメ～
火を熾して豚汁をつくろう

少年自然の家、参加費 1 人 1000 円、
1-2 歳の子と保護者、おにぎり・お椀・
箸・軍手持参、1 月 1 日より受付、小林
まで morinotankentai@yahoo.co.jp

森のたんけんたい

1 月 25 日(土)

保健センター、参加費 500 円、
10 月 29 日締め切り、先着 20 名
総合福祉センター2 階、
前売券 1000 円 当日券 1200 円

グリーンピア春日井、参加費 1 人 1000
円、1-2 歳の子と保護者、弁当・お茶・
敷物持参、11 月 1 日より受付、小林ま
で morinotankentai@yahoo.co.jp
落合公園集合、
清掃用具は当方で用意します

細野キャンプ場、参加費 1 人 1000 円、
1-2 歳の子と保護者、お椀・箸・軍手持
参、12 月 1 日より受付、小林まで
morinotankentai@yahoo.co.jp
落合公園水門付近、
6:50 までに集合ください

ｳｫｰｷﾝｸﾞ春日井
同好会
精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「かたつむり」
春日井市食生活改善
協議会
春日井市市民茶会
運営委員会

森のたんけんたい
ｳｫｰｷﾝｸﾞ春日井
同好会

森のたんけんたい
ｳｫｰｷﾝｸﾞ春日井
同好会
精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「かたつむり」

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
URL：http://kasugai.genki365.net/

