第２回 市民活動デビュー講座を開催
10 月 7 日（木）に、第２回市民活動
デビュー講座を開催しました。
ボランティアの心得等の講座の後、お
待ちかねの市民活動団体による団体 PR
が行われました。
今回参加したのは福祉や環境など他分
野にわたる９団体。日ごろの活動を、パ
ワーポイントや資料を使って説明した
り、実演したり、工夫を凝らして受講者
を惹きつけていました。
団体 PR を聴いた（観た）受講者のみなさんは、
感じた疑問を率直にぶつけていました。中には事
務局がハラハラするような質問もありましたが、
それだけみなさんが真剣に、具体的に市民活動を
自分のこととして捉えていただいた結果でしょ
う。
市民活動に興味のある人が、市民活動団体と直
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11 月 6 日（土）
・７日（日）に、市内４会場にて市民協働フェスタ事業（コラ☆フェス）が
春日井市民会議「カエル６５」と春日井市の共催で、
「つながりから広がるまちづくり」をテー
マに開催されました。
さまざまな市民活動団体が協働（コラボレーション）して、垣根を越えた新たなイベントを
行いました。２日間で 3,384 人の参加があり、大いに盛り上がりました。
市民活動を続けている人、これから始めようという人、いろいろな参加者があったことでし
ょうが、コラ☆フェスを通して多くのつながりが生まれました。
今回参加されなかった方は、是非来年のコラ☆フェスにお越しください！

接会うことができる機会は意外と少なく、今回の
デビュー講座に参加して、今まで心に留めていた
市民活動に関する疑問が一気に出てきたようにも
感じました。
始めは遠慮がちだった受講者の方も、
次第に緊張がほぐれてくると積極的に
席を立ち、意中の団体のもとへ詳しい話
を聞きに行きました。
最後はそこかしこで人と人が結びつ
き、活動体験の日程や、団体への加入を
決めて帰る受講者もあり、実り多い一日
になりました。
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コラ☆フェス（11/6･7）
ささえ愛センター・東部市民センター
総合福祉センター・レディヤンかすがい

市民活動団体紹介

市民活動団体イベントカレンダー

高座地区コミュニティ推進協議会
昭和４８年に当時の自治省からコミュニティモデル地区
として設定され、住民相互のふれあいを通じて明るく豊かで
安心して住めるまちづくりを進めている『高座地区コミュニ
ティ推進協議会』会長の石井さん、副会長の林さん、広報部
長の松原さんにお話をうかがいました。

日

時間

イベント名

内容

団体名

12 月 7 日

各日

たぬき先生の子育て個別相

要予約、古民家和っか（大留町

NPO 法人まちのエキス

12 月 14 日

9:30～、10:45

談

5-29-16）、相談無料（カフェを

パネット

12 月 21 日

～

（１月以降の日程は電話で

ご利用ください。コーヒー・紅

お尋ねください）

茶 200 円）

12 月 7 日

各日

子どもの世界を広げる会(ﾌ

古民家和っか（大留町

NPO 法人まちのエキス

12 月 21 日

15:45～17:15

ｧｼﾘﾃｰﾀｰ・石田義忠先生を囲

5-29-16）、年会費 3,000 円+一

パネット

んで子どもに関する問題を

回 500 円

手作りマップとともに

Ｑ．高座地区の特色を教えてください。
高座地区には山や川、畑などがあり、昔から自然に恵まれたのどかな暮らしが営まれています。
このような暮らしの中では隣同士が支えあい、お互い様の精神で生活したため、共同体が育まれま
した。春日井市のコミュニティ組織の中で「歴史が最も古く、規模は最大」と言われる活動には、
こうした背景があるのです。
Ｑ．どのような活動をしていますか？
高蔵寺ふれあいセンターにある「高蔵寺コミュニティセン
ター」を拠点に、広報誌の発行、町内の環境整備、地域安全
パトロール、町民運動会、ハイキング大会、作品展や文化芸
能祭のほか、高蔵寺区各種団体行事の協力を含めて２０以上
の事業を展開しています。各事業を企画・運営する６つの部
会は、各組長と有志及び認定団体の会員で構成しています。
地域の人々が交流する場を設け、地域の結びつきを深めら
れるような事業を心がけています。
Ｑ．いま特に取り組んでいることを教えてください。
役員の高齢化が進んでいるため、若い人への世代交代に取
り組んでいます。高座地区コミュニティ推進協議会は、活動
が活発であるがゆえに事業が多く、それが若い人には負担と
なっています。部分的に活動に参加できる人はいても、そこ
から先へ・・が難しいのが現状です。
しかし、町民運動会やハイキング大会などの多くの子ども
たちが参加する事業を魅力あるものにし、そこでの若い親と
の出会いを活かし、やりがいや喜びを伝えていきたいと考え
ています。
Ｑ．最後に活動のやりがいについて教えてください。
ひとつひとつの事業が終わったとき、みんなの笑顔を見ること
が一番のやりがいです。人と人とのつながりを大事にしながら、
これからもみんなが笑顔になるような事業をつくりたいと心が
けています。
（・・と語る石井さんも、素敵な笑顔でした。）

語り合い、情報交換や相互
学習の場とします)
12 月 10 日

9:00～12:45

森で遊ぼ！～五感で楽しむ

少年自然の家第３駐車場に集

冬のおさんぽ～

合、1～2 歳のお子さんと親 25

森のたんけんたい

組、親子 1 組 100 円(保険代含
む)、お子さんの名前・生年月
日・電話番号・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを添え
morinotankentai@yahoo.co.jp
までお申込みください。
12 月 11 日

13:00～17:00

不登校・いじめに悩む親の

鳥居松ふれあいセンター第 5

不登校・いじめに悩む親

ホッとスペース「ひなたぼ

集会室、資料代 300 円

のホッとスペース「ひな

っこ春日井」親の会定例会
12 月 11 日

13:00～17:00

たぼっこ春日井」

不登校の子ども達の交流会

鳥居松ふれあいセンター第 6

不登校・いじめに悩む親

～学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと一緒にお

集会室、資料代 200 円

のホッとスペース「ひな

喋りやゲームなどをして、

たぼっこ春日井」

まったり過ごしませんか～
12 月 12 日
12 月 18 日
12 月 18 日
12 月 19 日

10:30～11:30

大手東島公民館、参加無料

子育てサロン

子どもさんの日舞、演劇他

りっこ

東部丘陵自然観察会の例会

少年自然の家玄関に集合（周辺

かすがい東部丘陵自然

（一般の方も歓迎）

の森を散策）

観察会

ねっこぼっこ冬まつり～森

「地球村」
、定員 100 名、小学

森のようちえん

でアートだ！お祭りだ！

生以上 500 円、1～5 才 300 円

こぼっこ

未就学児

わくわくワールド

ささえ愛センター、各定員 10

NPO ア・セントリー

10:00～11:00

クリスマス会・クリスマス

名、参加無料、申込みは国際交

市内小学生

カード作りとピニャタ

流ルームへ（85-6606）

第 27 回新春民踊のつどい

場所：春日井市民会館、入場無

（民踊部会）

料、定員 1,150 名

「笑う弁護士」袖山卓也さ

東部市民センター ホール、定

ん講演会―介護の世界でみ

員 495 人、参加無料、託児（要

えてきたこと―

申込）・手話通訳・要約筆記有

なごや環境大学

少年自然の家玄関に集合（周辺

かすがい東部丘陵自然

の森を散策）、資料代 330 円

観察会

家族介護者の笑顔のために

総合福祉センター、資料代 300

けあらーずサークル・て

～介護殺人の現状を通して

円、講師：日本福祉大学准教授

とりん

見えてくるもの～

湯原悦子氏

9:00～12:00
10:00～13:30

なかよしクリスマス会

どんぐ

ねっ

11:00～12:00
1月8日
1 月 15 日

12:30～15:30
13:00～15:30

1 月 15 日

各日

2 月 19 日

9:00～12:00

2 月 26 日

10:00～12:00

日本民踊研究会豊愛会
かすがい女性連盟

