
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

No.26 

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） 

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、「春日井市商店街連合会」です！ 

春日井市市民活動情報紙「ささえ愛」 2015.10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アトム通貨」とは、春日井市を活性化するための地域通貨のことです。そのコンセプトは、 

『あなたの「だれかに何かをしてあげたい！」、「何かをしてくれた人へ感謝の気持ちを伝えたい！」

という思いを応援する』というものです。 

 アトム通貨をツールに、人と人との交流がまちを活性化させ、 

「ありがとう」の輪がつながっていく。そんな地域通貨が、アトム 

通貨なのです。 

 アトム通貨は、この活動意義に賛同していただいた春日井市、春日 

井商工会議所、町内会、ＮＰＯ、各商店街、店舗等で発行しておりま 

す。独自のサービス（ごはん大盛り、一品サービス、コーヒーサービ 

スなど）を提供している加盟店もあります。 

 現在、アトム通貨は春日井市内の地産地消を目指し、市内約 200 店 

舗の加盟店で 1 馬力 1 円としてお使いいただけます。 

 

 

 

  

 現在春日井市で運用されているアトム通貨。 

10、50、100、500 馬力の４種類で、様々な加盟

店舗で使うことができます。 

 今年度はプレミアム商品券、商人塾等、市内商店街や店舗の活性化を行っています。 

また、助成金など各商店街、店舗に必要な情報を提供し、アドバイスなどを行うほか、地域の人

と商店街をつなぐ「春日井まちゼミ」や「アトム通貨」事業などを行なっています。 

 加盟商店街による勝川駅から篠木商店街までの約４キロに渡る街路灯の設置や、防犯カメラの設

置など地域の安全安心なまちづくりに欠かせない公共的役割も担っています。連合会では、この「公

共的役割」を常に強く意識しながら日々活動しています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日井市の商店街は、明治３３年のＪＲ中央線の開通と駅の開設に伴って、勝川商店街を皮切りに

発展し、現在（平成２７年６月）では１４の加盟商店街があり、約５００店舗が春日井市商店街連

合会に加盟しています。 

 その中で連合会は、加盟商店街すべてのまとめ役を担っています。特に、１つの商店街や店舗で

はできないような企画や運営を行い、各商店街、各店舗を活性化させ、地域と一体となって良いま

ちづくりを進めていくことを目的に活動しています。 

 

 

 

 

 

 

春日井商店街の歴史と現在の商店街連合会の役割 

 今回は、春日井市商店街連合会会長の加藤さん、愛知県商店街組合連合会商店街マネージャー

の河村さん、鳥居松商店街の市原さんにお話を伺いました。 

 

どんな活動をしていますか？ 

春日井市商店街連合会 

アトム通貨とは？ 



 春日井市の商店街もスーパーなどの大型店に押され、活気がなくなってきています。特に若い人

が集まらないので、街づくりに必要な新しい発想が不足していると感じています。 

 この課題を前進させるために、連合会では、店舗の若い後継者の育成と、従業員を増やすため、

今年から５０歳未満の小売業、サービス業の経営者、若手後継者、従業員を対象に「商人塾」を開

催し、経営コンサルタント、大学教授、他の町で商店街を発展させた代表者の方を招き、各商店街

の発展に寄与できるよう人材育成に努めています。 

 今後も各商店街をもっと盛り上げるために、 

町内会や社会福祉協議会、関係団体へ先ほど 

説明した「アトム通貨」の広報活動を行い、 

地域を活性化させていきたいと思います。 

 また、各商店街では、楽器演奏やマジック、 

踊りやダンスなどを楽しんでいる市民団体の 

皆さんと協力し、町の人がたくさん集まって 

いただけるイベントを数多く開催して、商店街 

を発展させていくとともに、イベントだけでなく 

新しい地域のにぎわいを創出していきたいと 

思っています。 

 

 

 

 

取材後記（K.K） 

「シャッター通り」という言葉に象徴されるように、日本全国の町の商店街は元気をなく

している。春日井市の商店街も例外ではなく、春日井市商店街連合会の皆さんのお話を伺っ

てもその中で強い危機意識が窺い知れた。 

いま連合会では、「アトム通貨」、「春日井まちゼミ」など他の町にない取り組みや、「商人

塾」を開いて後継者育成など積極的な取り組みを行っている。商店街の発展は地域の発展に

つながり、それは必然的に市の発展へと結びついていく。このサイクルを上手く回していけ

ば春日井市民にとって大きなメリットがあり、私も協力できることは出来る限りやってみよ

うと思いながらインタビューを終えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商店街についての思いを熱く語ってくださった 

加藤さん（左）・市原さん（中）・河村さん（右） 

商店街の課題とこれからの活動について 

今後もアトム通貨取扱店、アトム通貨がもらえるイベントを募集していますので、ぜひ連合会ま

でご連絡下さい。 

また、アトム通貨のパンフレットは、各公民館など春日井市の公共施設に配布されています。ひ

とりでも多くの市民の皆さんに、活用していただきたいと願っています。 

 

 

 

 



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 実施団体・問い合わせ先 

10 月 3 日・10 日 

11 月７日・14 日 

12 月 5 日・12 日

の（土） 

13:00~16:00 
「かたつむりの里」 

フリースペース 

東部ほっとステーション 

参加費 100 円 

精神保健福祉ボランティア 

グループ「かたつむり」 

10 月 10 日（土） 13:30~14:30 オータムコンサート 
グリーンピア春日井（温室内広場）  

参加費無料 
春日井ギターオーケストラ 

10 月 11 日（日） 9:00~12:00 自然農法セミナー 
ささえ愛センター 

資料代 200 円 

NPO 法人 MOA 自然 

農法春日井文化事業団 

0568-32-3868（早矢仕） 

10 月 14 日（水）10 月 18 日（日） 

10 月 22 日（木）10 月 28 日（水）

11 月８日（日）11月 30 日（月） 

12 月 13 日（日） 

平成 27年度特別支援教

育支援員養成講座 

グリーンパレス春日井 

受講料（全日）20,000 円 

公開講座１コマ単位 2,000 円 

NPO 法人春日井子ども 

サポート KIDSCOLOR 

090-4163-4365（志村） 

10 月 14 日（水） 10:00~12:00 

この社会を生き抜く○○

力アップセミナー第４回 

「私たちは平等ですか？」 

レディヤンかすがい 

定員 30 名 参加無料 

託児あり（無料・要予約） 

かすがい女性連盟 

0568-81-4998（森） 

10 月 17 日（土） 8:40~11:20 「熱田神宮付近」の散策 
JR 春日井駅ホーム 

8:40 集合 交通費自己負担 
ウォーキング春日井同好会 

10 月 17 日（土） 

10 月 18 日（日） 
9:00~17:00 

わくわく！ふれあいワ

ールド 春日井まつり 
ささえ愛センター 春日井市国際交流ネットワーク 

10 月 18 日（日） 8:00~11:00 弥勒山清掃登山 
都市緑化植物園多目的広場 

第３駐車場集合 参加費無料  
春日井峠の会 

10 月 24 日（土） 

10 月 25 日（日） 
9:30~16:00 

第 39 回春日井 

東部文化祭 

春日井東部市民センター 

入場無料 

春日井市文化協会東部支部 

0568-91-6955（横山） 

10 月 31 日（土） 

11 月 28 日（土） 

12 月 26 日（土） 

7:30~9:30 
「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 

11 月 12 日（木） 10:00~13:00 

森のようちえん  

ねっこぼっこの 

どんぐり祭り 

細野キャンプ場 

定員 15 名（要申込み） 

参加費 1,500 円（親子 2 人） 

雨天の場合、翌 13 日（金）開催 

森のようちえん ねっこぼっこ 

詳しくは「森のようちえん ねっ

こぼっこ」で web 検索ください 

11 月 12 日（木） 10:00~12:00 家事家計講習会 
ささえ愛センター 

資料代 350 円 

友の会春日井グループ 

0568-82-1025 

11 月 15 日（日） 13:00~14:45 
グリーンピアコンサー

ト 10 年目の秋ライブ 

都市緑化植物園 

入場無料 
春日井男声合唱団 

11 月 15 日（日） 14:30~16:30 
語り場～かたつむり～ 

フリースペース 

東部ほっとステーション 

参加費 100 円 

精神保健福祉ボランティア 

グループ「かたつむり」 

11 月 18 日（水） 13:30~15:30 
第 24 回かすがい 

朗読研究会朗読発表会 

文化フォーラム春日井 2 階会議室 

定員 80 名 参加無料 

かすがい朗読研究会 

0568-84-2606 

11 月 21 日（土）

～11月29日(日) 

9:30~15:00 

入場は 14:00

まで 

モミジの隠れた名所 

愛岐トンネル群 

秋の特別公開 

JR 定光寺駅下車上流へ 3 分 

事前申込不要 駐車場なし 

中学生以上 100 円（保険料） 

ＮＰＯ法人愛岐トンネル 

群保存再生委員会 

080-9492-5458 

11 月 21 日（土） 

午前の部

10:00~ 

午後の部

13:30~ 

「みんなの学校」上映会 
文化フォーラム春日井視聴覚室 

前売り 1,000 円、当日 1,200 円 

NPO 法人春日井子ども 

サポート KIDSCOLOR 

090-4163-4365（志村） 

11 月 23 日（月・

祝） 
13:00~15:30 

30 周年特別講演会 

「格差社会を生き抜く

力」 

レディヤンかすがい 

定員 90 名 参加無料 

託児あり（無料・要予約） 

かすがい女性連盟 

0568-81-4998（森） 

12 月 12 日（土） 13:00~15:00 
映画会「何を怖れる ﾌ

ｪﾐﾆｽﾞﾑを生きる女たち」 

レディヤンかすがい 

定員 50 名、参加無料 

かすがい女性連盟 

0568-81-4998（森） 

12 月 19 日（土） 13:30~15:30 クリスマスコンサート 
文化フォーラム１階視聴覚ホール 

先着 180 名 参加無料 
春日井ギターオーケストラ 

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/ 

 


