春日井市市民活動情報紙「ささえ愛」

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！
今月の団体は、
「春日井市国際交流ネットワーク」です！
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ささえ愛センターにも春の便りが届
きました。皆様のお越しをお待ちし
ています！

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）

春日井市国際交流ネットワーク
今回は、春日井市内で国際交流を行っている春日井市国際交流ネットワーク会長の林さんにお
話を伺いました。

国際交流とは？
国際交流というと、なにか難しいことのように聞こえますが、
相手が外国の方というだけで、実は何も難しくありません。国
際交流は、皆さんが日頃ご近所の方達と楽しく会話したり遊ん
だりしていることの延長で、つきつめると、人と人とのお付き
合いだと思います。
私は以前から国際交流に興味がありましたが、英語が話せな
くてコンプレックスを持っていました。しかし２０年ほど前に、
多言語に触れる「ヒッポファミリークラブ」という団体に思い
切って参加し、ホームステイで外国の方を受け入れたとき、身
振り手振りでお互いの意志が通じることが分かって本当に楽し
いと感じました。私の経験から言うと外国の方との交流は言葉
の問題ではなくて、「WELCOME」の気持ちがあれば十分なの

春日井市国際交流ネットワーク会長
の林さん。国際交流の楽しさなど、
色々な話を聞かせていただきま し
た。

です。
外国の方達と交流することによって、人との壁を作らなくなり、いくつになっても新しい発見が
あり何にでも好奇心が湧きます。そうすることで脳が刺激され、アンチエイジングになります。特
に子どもは、様々な国の子どもたちと話したり遊んだりして、世界にはいろいろな言葉や文化があ
ることを覚えながら育つことで選択の幅が広がり、その中から自分に合ったものを見つけることが
できます。

どんな活動をしていますか？
ささえ愛センター内にある国際交流ルームに、国際交流ネットワークの会員がスタッフとして常
駐し、外国の方の相談や通訳ボランティアのコーディネート窓口となっています。国際交流ルーム
には、外国語の新聞や雑誌、本も置いてありますので自由に読んでいただけます。気軽に立ち寄っ
て声をかけてください。また、国際交流に関するイベント「わくわくふれあいワールド」を開催し、
外国の遊びやイースターなどの行事を楽しく紹介しています。今年も６回のイベントを予定してい
て春日井市の広報でも紹介されますので是非ご参加ください。
他にも小学校の総合学習での国際交流の授業ボランティア、フェイスブックでの国際交流に関す
る情報発信、市の外国人向け防災訓練などへの協力を行っており、市内在住の外国の方達と市民の
方の交流を通して、市民の方には身近な外国の方に興味をもってもらい、外国の方達がより住みや
すい街をつくることに力を入れています。

活動のきっかけは？
市内でそれぞれ活動していた国際交流団体が、愛知万博をきっかけに横のつながりを作ろうと、
市の呼びかけでネットワークを作ることになり、国際交流ネットワークが誕生しました。現在１２
の国際交流団体が加盟しています。市内には約６千人（平成２７年３月）の外国の方が居住してい
ますが、その中の一部の方達と私たち市民が協力して、いろいろな文化が共生できるまちづくりを
目指しています。

現状の課題と今後の展望について
私たちが国際交流の活動を行っているということが市民の方
や市内在住の外国の方にあまり知られていないことです。その
ため、
「わくわくふれあいワールド」など、自分たちが楽しいイ
ベントだと思って企画しても、なかなか多くの市民の方に参加
していただけません。もっと多くの市民の方に、私たちの活動
を知っていただけるような広報活動をしていくことが今後の課
題です。この情報紙「ささえ愛」を手にした方は、ぜひ周りの
友人や身近にいる外国の方に声をかけて、この情報紙を見せて
あげて下さい。
今後は、春日井市にお住まいのより多くの方々に、もっと身
近に国際交流を楽しんでいただけるようにしていきたいと思っ
ています。国際交流ルームのスタッフにはコロンビアや中国の
人もいますので、多言語を話したい方はぜひ気軽に足を運んで

「わくわくふれあいワールド 親子
でイースターを楽しもう！」の様子。
たまごにカラーリングをしてイース
ター・エッグを作ったり、エッグハ
ント（卵探し）をして盛り上がりま
した。

ください。

取材後記
国際交流ネットワーク加盟団体のラボ・テューターの会が催す、「わくわくふれあいワール
ド

親子でイースターを楽しもう！」を見学して、幼い子どもたちが外国の歌を歌ったり踊っ

たり、ゆで卵に絵を描いたりと楽しく遊ぶ姿を見て、この歳から異文化に触れるということは、
今後グローバルな世界での活躍が期待される子どもたちには貴重なことだと感じました。
林さんの話の中で、
「WELCOME の気持ちがあれば外国語が話せないというのは大きな問題
ではない」という言葉を信じて、外国の方との交流に多くの市民の皆さんが気軽に参加してい
ただけると、もっと多様な国の人々が集まり、春日井市が国際都市に発展していくのではない
かと期待が膨らみました。

市民活動団体イベントカレンダー
日付

時間

イベント名
第１回例会・丸山竜平教
授講演・中世尾張の鋳物

場所・定員・料金・その他

4 月 11 日（土）

14:30~15:00

4 月 12 日（日）
４月 26 日（日）

13:30~16:00

高齢者・すまい相談会

東部ほっとステーション

4 月 18 日（土）

13:30~16:00

どんぐりｓカフェ
テーマ：無料学習教室
「きみいろ」の挑戦

東部ほっとステーション

NPO 法人高蔵寺ニュータウン
再生市民会議 0568-91-8364

4 月 19 日（日）

10:00~15:00

ささえ愛センターまつり

ささえ愛センター
参加費無料

ささえ愛センター市民交流会議
0568-56-1943

4 月 19 日（日）

7:00~17:50

入道ヶ岳登山

春日井駅前 7:00 バス出発
参加費 3,800 円

春日井山の会

4 月 25 日（土）

17:30~

JAZZ の日
・本格的 JAZZ ライブ

高蔵寺駅北口 バルカフェボーノ
チャージ 1,200 円（飲食代別）

NPO 法人 まちのエキスパネット
0568-52-7315

4 月 25 日（土）
5 月 30 日（土）
6 月 27 日（土）

7:30~9:30
7:00~9:00
7:00~9:00

「グリンベルト散策」と
ゴミ拾い

落合公園 ラジオ体操後朝宮公園
まで往復（雨天中止）

ウォーキング春日井同好会

4 月 26 日（日）

9:00~14:00

第 5 回高蔵寺和っか市

高蔵寺北口駅前

NPO 法人 まちのエキスパネット
0568-52-7315

受付:JR 定光寺駅北 300m
事前申込不要
見学料 100 円（中学生以上）
駐車場なし

愛岐トンネル群保存再生委員会
080-9492-5458

4 月 29 日（水・
祝）
～5 月 6 日（水・
祝）
※ 雨天中止
4 月 29 日（水・
祝）
4 月 30 日（木）
5 月 29 日（金）
6 月 30 日（火）
5 月 3 日（日）

10:00~15:00

13:30~

13:30~15:30

5 月 7 日（木）
6 月 4 日（木）
5 月 9 日（土）

10:30~12:00

5 月 15 日（金）
～6 月 26 日（金） 13:30~15:30
隔週金曜４回

よみがえれ！旧国鉄中
央線の愛岐トンネル群
産業遺産トンネル群と
廃線跡の自然を歩く「第
15 回特別公開」
Res Novae 音の
shower が虹になる

ささえ愛センター

HITOMI ホール

料金 3,000 円

実施団体・問い合わせ先
春日井たたら研究会
090-5114-9835
NPO 法人高蔵寺ニュータウン
再生市民会議 0568-94-0119

コンサートグループ「花の詩」
090-1783-2711

おひさま広場
～親と子の交流会～

レディヤン春日井 定員 20 組
100 円（会員制）未就学園児対象

あんじゅ
h26_ange@yahoo.co.jp

第 27 回研究フォーラム
テーマ：
「ふるさと創生
を考える」

ささえ愛センター
（非会員のみ資料代 500 円）

「ふるさと春日井学」研究フォーラム

０歳児交流会

げんきっ子センター
定員 15 組
会員 500 円 非会員 800 円

会議総会

総合福祉センター

文化財ボランティア
養成講座

中央公民館 定員 20 名 無料
申し込み 4 月 30 日（木）まで

春日井文化財ボランティアの会
0568-33-1113

ささえ愛センター

春日井たたら研究会
090-5114-9835

第 2 回例会・青山正治教授

5 月 16 日（土）

10:00~12:00

5 月 17 日（日）

7:00~18:45

金時山登山

5 月 24 日（日）

14:00~15:30

第 9 回サックス演奏会

5 月 30 日（土）

10:30~13:30

第 5 回お下がり交換会

6 月 4 日（木）

7:40~17:45

「関ヶ原の戦跡散策」と
「お千代保稲荷参拝」

集合：立成佼成会 観光バス
会費：未定

6 月 7 日（日）

13:30~15:30

第 27 回研究フォーラム
テーマ：
「書の魅力」

ささえ愛センター
（非会員のみ資料代 500 円）

講演・鉄の基礎的な話①

春日井駅前 7:00 バス出発
参加費 5,300 円
総合福祉センター
入場料無料 定員 200 名
東部ほっとステーション
もらう人：参加費 200 円（提供は無料）

0568-82-5973
あんじゅ
h26_ange@yahoo.co.jp
かすがい環境まちづくりパートナー
シップ会議

0568-85-6216

春日井山の会
サックス AIKO 会
岩成台西地区社会福祉協議会
0568-91-0160
ウォーキング春日井同好会
「ふるさと春日井学」研究フォーラム
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