平成 23 年度は、こんなことをします
ボランティア・市民活動デビュー講座
【日程】第１回・４月９日（土）、第２回・秋に開催予定
【対象】ボランティア・市民活動に興味のある方ならどなたでも
【内容】ボランティアを始めるための心得についての講義の後、市民活動団体のメンバー
によるＰＲを観ることができます。

市民活動展示・説明会
【日程】６月 20 日（月）～26 日（日）
【対象】どなたでもお気軽に
【内容】春日井市役所１階市民ホールにおいて、市民活動団体のＰＲパネルを展示します。
最終日（26 日）には、団体によるＰＲ合戦を行い、観覧者の投票で獲得票数が
上位の団体を表彰します。

青少年ボランティアスクール
【日程】夏休み
【対象】中学生、高校生、専門学校生、大学生
【内容】①事前学習：７月中旬と下旬の２回（受講は１回）
②活動体験：７月中旬～８月上旬。何度でも体験可能で、ささえ愛センターが
体験先への橋渡しをします。
③活動報告会：８月上旬に２回（参加は１回）
夏休みを利用して、たくさんのボランティア体験をしてください。
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今年もやります！

４月１７日（日）午前９時から午後３時まで、
「ささえ愛センターまつり」を開催します。
市民活動がどんどん活発になるにつれて登録団体数も増え、今年はささえ愛センターだけで
は収まりきれずに、隣の春見公園まで飛び出してしまいました。
子どもから大人まで楽しめるイベントがたくさんありますので、春の陽気の中、ぜひ家族
や友人とごいっしょに、遊びにきてください（もちろんお一人でも大歓迎です）。
普段あまり知ることのできない市民活動団体のメンバーと気軽に話せるチャンスですの
で、春から何か新しいことを始めたいと考えている方は、やりたいことが見つかるかもしれ
ません。
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市民活動団体インタビュー

自分たちが暮らす町の防犯力を高めたい。安心で安全な環境にしたい。
そう願って“空き巣追放”を合言葉に「岩成台一丁目町内会防犯隊」を立
ち上げた、代表の太田省三さんに、お話を伺いました。

防犯パトロールについて教えてください

防犯を語る太田省三さん

４～５人のグループを組み、町内をパトロールしています。拍子木を打ち
鳴らし、ラジカセで流す“空き巣の用心・火の用心”“子どもの安全、みん
なで守ろう”の掛け声に合わせ、全員で唱和します。途中で出会う住民と挨
拶を交わすなどして 40 分ほど巡回します。労をねぎらう会話や防犯対策な
時には子どもの参加もある

どの話題で町内に顔なじみができ、参加者は楽しく活動しています。

長く継続するための秘訣は、参加を強制しないこと、参加者の希望する曜日や時間帯に合わせる
こと、です。パトロール日誌には見回りで気づいたことを記入し、それが町内をよりよくするため
の情報源となっています。
パトロール中に交わす挨拶は、今では子どもたちにも浸透しています。知らない人にこそ挨拶を
することが、下見に来た空き巣犯の犯行抑止につながると考えています。

地域防犯の取組みについてもっとお聞かせください
独自に考案した警告カードを全家庭に配布し、門扉や塀に設置して町
内の結束と空き巣追放のメッセージを発信しています。この町内で生ま
れた警告カードは、春日井市全域に広がりました。外国人による犯行を
抑止するため、４カ国語で表示した警告カードもつくりました。
「防犯だより」も大きな効果を生んでいます。地域の交番で調べた犯

岩成台生まれの警告カード

罪情報を集計・分析して注意喚起するほか、パトロールで気づいたこと
等を掲載することで防犯意識や対策の普及と情報の共有を図っていま
す。また、防犯だよりをきっかけに家族の会話が増え、意識がよりいっ
そう高まることを期待しています。
4 カ国語の警告カードも考案

最後に一言、お願いします
町内会のおよそ６０％もの世帯が参加し、自分たちの力で犯罪を抑止しようと取り組んでいます。
活動を始めて 8 年が経ちました。前の 8 年間と比べると町内の侵入盗は６０％減少したうえ、直近
の 3 年間はゼロです。大勢が力をあわせた結果のこの数字、感謝のほかありません。

市民活動団体イベントカレンダー
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4 月 8 日(金)

9:15～13:00

森のたんけんたいの自主保

少年自然の家第 3 駐車場集合、

森のたんけんたい

育「おさんぽ」(1～2 歳)

2008 年 4 月～2009 年 10 月生まれ

体験説明会

のお子さんと親が対象、
詳細は HP をご覧ください。
(“森のたんけんたい”で検索)
morinotankentai@yahoo.co.jp
小林までお申込みください。

4 月 16 日(土)

9:00～11:00

下街道ウォークラリー

スタート
4 月 17 日(日)

9:00～15:00

ささえ愛センターまつり

春日井駅前正栄寺ｽﾀｰﾄ～勝川弘法

春日井市商店街

市本部までのｽﾀﾝﾌﾟｳｫｰｸﾗﾘｰ

連合会

ささえ愛ｾﾝﾀｰ、参加無料、ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲ

春日井市民活動団

ｼﾞﾝｸﾞや家族で楽しめるｲﾍﾞﾝﾄ多数

体連絡協議会

4 月 26 日(火)

10:00 開門、

産業遺産のトンネル群と廃

JR 中央線「定光寺」駅下車北へ

NPO 法人

～5 月 1 日

15:00 閉門

線跡の自然を歩く

3 分のﾃﾝﾄで受付、見学料 100 円(小

愛岐トンネル群

(日)

(入場は 14:00

「第 7 回特別公開」

学生以上、保険・施設整備費含む)

保存再生委員会

まで)

飲料水、懐中電灯、運動靴、弁当
などを持参、問合せ
090-4860-4664(事務局・村上)

4 月 27 日(水)

9:00～13:30

森のたんけんたいの自主保

少年自然の家第 3 駐車場集合、

育「森のようちえん」(3～5

2008 年 4 月～2009 年 3 月生まれ

歳)体験説明会

のお子さんと親が対象、

森のたんけんたい

詳細は HP をご覧ください。
(“森のたんけんたい”で検索)
morinotankentai@yahoo.co.jp
小林までお申込みください。
4 月 30 日(土)
4 月 30 日(土)
5 月 12 日(木)

7:30～9:00
10:30～15:00
6:30～19:00

ふれあい緑道ゴミ拾い

落合公園 7：30 集合、ｺﾞﾐ袋等は

ウォーキング

「落合公園から朝宮公園」

事務局で準備

春日井同好会

緑の花のフェスティバル

春日井市都市緑化植物園、

NPO 法人まちの

「グリーンピアうたう日」

観覧無料

エキスパネット

葛城高原ハイキング

奈良県御所市、会費 4,800 円程度

ウォーキング
春日井同好会

5 月 15 日(日)

10:00～12:00

有機農法セミナー

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

5 月 21 日(土)

9:00～11:00

下街道ウォークラリー

スタート
5 月 22 日(日)

10:00～12:00

有機農法セミナー

春日井駅前正栄寺ｽﾀｰﾄ～勝川弘法

春日井市商店街

市本部までのｽﾀﾝﾌﾟｳｫｰｸﾗﾘｰ

連合会

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

5 月 27 日(金)
5 月 28 日(土)

10:00～12:00
7:00～9:00

第 17 回やまびこの会

ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい 3F 視聴覚音楽室、 やまびこの会

朗読発表会

無料、先着 90 名

ふれあい緑道ゴミ拾い

落合公園 7：00 集合、ｺﾞﾐ袋等は

ウォーキング

「落合公園から朝宮公園」

事務局で準備

春日井同好会

