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この情報紙は、春日井市内で活躍している市民活動団体に

インタビューを行ったり、市民活動イベントの紹介をしています！

の

は

今回は、春日井市内で子育て支援活動を行っている
あいち

かすがいっこの代表の内田さんと副代表の松本

さんにお話を伺いました。

出会いが紡ぐ想い
春日井市内にはおよそ 40 を超える子育て支援団体やサーク
ルが様々な活動をしています。インターネットで検索すればた
くさんの子育て情報が手に入るけれど、ホントに必要な情報は
？！どれが私に合うの？！と、途方にくれてしまった経験はあ

代表の内田さん(左)と副代表の松元さ
ん(右)。ティッシュやオムツを持ってい
る理由はインタビューの後半で。

りませんか。自分自身の子育てで苦労した経験から、自分で子育て支援をしてみようと思い、子育
て支援団体で活動をするようになりました。活動をしながら思ったことは、困っているママ全てを
支援できるわけではないし、そんなママをどうやって見つけて、どんな支援したらいいのかという
ことでした。そんな中、今から４年前、市が開催したネットワーク会議で、別の子育て支援サーク
ルの代表として出席していた現副代表の松元さんと出会いました。それ以来コラボイベントの企画
など、サークル同士交流を深め、それぞれ別のサークルで活動していく中で、困ることを相談して
いました。そして、市内で子育て支援活動をしている皆さんと会議し、問題解決のため意見交換を
しました。会議で気づいた課題を解決するために、それぞれの子育て支援団体が、

次のページへ続く

この情報紙はささえ愛センターのカラー印刷機で印刷しています。登録団体の皆様はぜひご活用ください！
（Ａ４カラー片面２０円）

協力しあって困っているママの要望に応えることができるような、子育て支援団体を新しく作ろ
う！ということになりました。たくさんある活動団体の情報を一元化して、利用したい人と支援団
体のパイプ役になることができれば。そして、色々な人との新たな出会いや繋がりを大切にしてい
きたい。そんな想いで活動をしています。
その想いの結晶ともいうべき、
「ママの文化祭」というイベントを今年２月、初めて開催しました。
企業ブース、出店ママブースなどがあり、盛りだくさんで、なんと 3,000 人以上が来場してくれ
ました。予想を上回る来場者数に感謝の気持ちでいっ
ぱいですが、会場前の大渋滞など反省材料もあったの
で、次回の平成２７年３月２６日（木）に、第２回マ
マの文化祭の開催が決定したので、よりよいものにし
ていきたいと思っています。

活動の中で大変なことは？

あいち かすがいっこの事務所兼、店内の様子。
インタビュー当日の店内はとても賑やかで、お店に
集まったママ同士でも会話が弾んでいました。

スタッフも現役のママなので、子育てについて悩みを抱えることがあります。そして、自分も子
育てをしなければならないのに、団体の活動がとても忙しくなってしまい、家族の理解が得られな
いという問題が起こることもあります。それでも、この活動を通して色々な人と出会えたというこ
とは財産です。そして、そうしたママとママを繋げる役割を担っていることは活動の喜びとなって
います。

今後の展開・展望
世代間ギャップを埋めていきたいと思っています。今と昔では、子育ての考え方などが違うこと
が多く、子どもや孫をもつ高齢者の方が困惑することも多いと思います。けれども、子育てを経験
された人生の先輩としての知識や知恵をお借りして一緒に活動したいと思っています。具体的には
託児のボランティアや、子育て以外にも、団体運営に必要な経理や法律などの分野でもお手伝いを
していただきたいです。世代間のお互いの良いところをミックスして、子育て支援が更に充実した
らいいなぁ、と思っています。
また、あいち

かすがいっこでは今年から「ネピア」春日井ブランド化プロジェクトに参加して

います。王子ネピアさんのオムツの商品開発にママの声を取り入れてもらえることになり、今より
も更に高品質で安全安心な商品を届けることができるようママたちがモニターを行います。ママた
ちからは子育てしながら社会との繋がりがもてると好評で、王子製紙さんも商品の地産地消の促進
につながるため、有意義なプロジェクトになると期待しています。
９月５日(金)に『子育て情報発信基地！あいちかすがいっこ』がオープンし、さまざまな人や団
体が「出会い・つながる」コミュニティースペースを目指しています。私たちの想いを次の世代に
紡いでいきたいし、活動の輪がどんどん広がって行くと良いなと思います。ぜひ、活動拠点にお越
し下さい。

あいち

かすがいっこ

住所：春日井市鳥居松町２-238

ちょこかん内

電話：0568-84-2633
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://118.243.25.198/kasugai-kosodate/

市民活動団体イベントカレンダー
日付

10 月 9 日（木）

時間

10:00-12:00

10 月 11 日（土）

13:00-16:00

10 月 12 日（日）

10:00-16:00

10 月 18 日（土）

18:30-

10 月 19 日（日）

9:00-11:30

10 月 19 日（日）

イベント名

場所・定員・料金・その他

ほっとけん都議会セク

レディヤンかすがい第 2 会議室、

ハラ発言(女子力アップ

35 名、無料、

セミナー)

託児有り（要予約）

「かたつむりの里」

東部ほっとステーション、

フリースペース

100 円

第 7 回高蔵寺ミュージ

春日井市都市緑化植物園、

ックジャンボリー

雨天の場合翌日

飛び入りナイト(誰でも

Barcafe Buono、

参加できるライブ)

700 円

弥勒山清掃登山

少年自然の家駐車場 9 時集合、
無料、足ごしらえと水分必要

春日井まつりパレード

9:30-11:30

防犯診断

10:00-12:00

10 月 25 日（土）

7:00-17:00

小野地区集会所

9 時集合

10 月 25 日（土）
、

10 月 28 日（火）～

10:00-12:00

10 月 29 日（水）

10:00-13:00

11 月 27 日（木）

10 月 31 日（金）
11 月 1 日（土）
、
8 日（土）

11 月 5 日（水）

レディヤンかすがい第 2 会議室、

プセミナー）

30 名、無料、託児有り(要予約）

ゴミ拾い
JAZZ の日

12 月 13 日（土）

10 月 29 日（水）
、

防災と女性（女子力アッ

「グリンベルト散策」と

10:00-11:30

7:10-18:30

13:00-16:00

10:00-12:00

11 月 6 日（木）～
11 月 9 日（日）

10:00-11:00

9:00-17:00
最終日は
15 時まで

Barcafe Buono、
1,200 円
東部ほっとステーション、

成講座(全 12 回)

15 名、20,000 円

おひさま広場
～親と子の交流会～

レディヤンかすがい調理室、
20 名、500 円

5 階 AB ホール、20 組、

川」の街の散策

3,800 円、昼食・飲み物必要

フリースペース

東部ほっとステーション、100 円

介護とジェンダー

レディヤンかすがい第 2 会議室、

（女子力アップ

35 名、無料、

セミナー）

託児有り（要予約）

助産師

NPO 法人まちのエキスパネット

春日井峠の会

春日井市安全なまちづくり協議会
安全・安心まちづくりボニター

かすがい女性連盟

ウォーキング春日井同好会

NPO 法人まちのエキスパネット

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

あんじゅ

会員 100 円、非会員 200 円
立正佼成会春日井協会駐車場集合

「かたつむりの里」

NPO 法人まちのエキスパネット

レディヤンかすがい

バスウォーク「高山・古

０歳児交流会
11 月 5 日（水）

落合公園、雨天中止

子育てカウンセラー養

はつらつクッキング

精神保健福祉ボランティアグルー

育成会八幡音楽クラブ

25 日（火）
10 月 22 日（水）

かすがい女性連盟

プ「かたつむり」

10 月 21 日（火）
、
11 月 11 日（火）
、

実施団体

ウォーキング春日井同好会
精神保健福祉ボランティアグルー
プ「かたつむり」

かすがい女性連盟

げんきっ子センター児童室、

によるママと赤ちゃん

10 組、会員 500 円、

の会

非会員 800 円

第 37 回作品展

高蔵寺ふれあいセンター、無料

あんじゅ

高座地区コミュニティ推進協議会

11 月 7 日（金）

10:00-13:30

生涯骨太クッキング

保健センター、20 名、500 円

春日井市食生活改善協議会

11 月 8 日（土）

10:00-13:00

男性の料理教室

保健センター、20 名、500 円

春日井市食生活改善協議会

11 月 9 日（日）

13:00-

春日丘・八幡音楽クラブ
合同演奏会

12 月 2 日（火）
、

300 円
10:00-11:30

ママコーラス

(お子さん連れでも参加できるマ

コンサートに出演)
ささえ愛センター、60 名、

11 月 13 日（木）

10:00-12:00

家事家計講習会

11 月 16 日（日）

10:00-13:30

おやこの食育教室

坂下公民館、親子 6 組、800 円

ベアテ映画と講演

レディヤンかすがい

（女子力アップ

視聴覚音楽室、50 名、

セミナー）

無料、託児有り（要予約）
たかくら山遊歩道、無料

10:00-12:00

11 月 22 日（土）

9:00-14:00

歩け歩け大会

11 月 23 日（日）

10:00-15:00

春日井市市民茶会
語り場

11 月 23 日（日）

14:30-16:30

～かたつむり～
フリースペース

11 月 27 日（木）

10:00-11:30

高齢者学級

11 月 28 日（金）

10:00-13:00

第 4 回お下がり交換会

11 月 29 日（土）

7:30-9:30

12 月 6 日（土）
、
13 日（土）

あんじゅ

マコーラス/11 月には養楽福祉会

9 日（火）

11 月 21 日（金）

育成会八幡音楽クラブ

総合福祉センター1 階遊戯室、

11 月 11 日（火）
、
18 日(火)、

八幡小学校体育館、無料

13:00-16:00

「グリーンベルト散策」
とゴミ拾い

300 円、託児有り（要予約）

総合福祉センター
前売り 1,300 円、当日 1,500 円
東部ほっとステーション
100 円

鷹来公民館第 2・3 集会室、無料
東部ほっとステーション
もらう人 200 円
落合公園、雨天中止

「かたつむりの里」

東部ほっとステーション

フリースペース

100 円

友の会

春日井グループ

春日井市食生活改善協議会

かすがい女性連盟

高座地区コミュニティ推進協議会
春日井市市民茶会運営委員会

精神保健福祉ボランティアグルー
プ「かたつむり」
「言の葉ひろば」～はなす・よむ・
きくのおてつだい～
岩成台西地区社会福祉協議会

ウォーキング春日井同好会
精神保健福祉ボランティアグルー
プ「かたつむり」

文化フォーラム
12 月 7 日（日）

13:00-15:30

クリスマス・コンサート

一階視聴覚ホール、

春日井ギターオーケストラ

150 名、無料
ガールスカウト「女子」
12 月 18 日（木）

10:00-12:00

ジェンダー教育の取り
組み（女子力アップセミ
ナー）

12 月 21 日（日）

①10:00-10:50
②11:00-11:50

レディヤンかすがい第 2 会議室、
35 名、無料、

かすがい女性連盟

託児有り（要予約）

わくわくふれあいワー

ささえ愛センター国際交流ルーム

ルド「南米のクリスマス

①未就学児対象、親子 10 組

を楽しもう」

②小学生対象、親子 10 組

春日井市国際交流ネットワーク
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