あらためまして

こんなとこです♪
市民活動団体間の交流、市民活動
団体と市民の交流を進めます。

市民活動団体がチラシや書類を
作成するのを支援します。

「まちづくりを支える市民活動の拠点」となることを目指しています。

市民活動団体の情報
発信をサポートします。

市民活動に関する人
材の育成をします。

市民活動やボランティアに関す
る相談に応じます。

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

春日井市市民活動情報紙

2011.9

ボランティア

市民活動
「何か人のためになることをやりたい」「でもとっかかりがなかなか
ない！」そんな人のための講座です。
基本的なことを学んだあと、ボランティアや市民活動をしている団体による活動紹介
があります。興味の湧いた団体のスタッフに詳しい話を聞いたり、体験の予約をしたり、
もちろん活動紹介を聞くだけでもかまいません。
まずはこの講座に参加することから始めてみてください♪

ボランティアの心得

朗読の活動紹介

ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使って説明する団体も

交流会タイム(任意)

手作りパネルで活動紹介

興味のある団体の話を聞けます

申込み：ささえ愛センター56-1943 まで電話か、住所・氏名・年齢・電話番号を
記入して、FAX：56-4319 または E ﾒｰﾙ：sasae-i@city.kasugai.lg.jp まで

市民活動団体紹介

岩成台小学校区

デザインもちょっとおしゃれ

町内を用事で歩く時は

愛犬の散歩／幼稚園や学校への

ちょっとパト――岩成台生まれの造語です。近所へ

送迎／近くの店へ夕食の食材買

お出かけの時はちょっとパトロールを兼ねて、専用の

いに行く時……。

腕章を付けて出かけます。「腕章」が地域で目立つよ

統一ジャンパーやタスキのような

うになれば、犯罪の抑止につながります。地域防犯に

物々しさがなく、都合のよいとき、

ちょっとお役立ちしませんか？

一人でも気軽にできます。共通の
腕章でいっしょにやりませんか？
提携先の団体を募ります（TEL 91
－7828 太田）。
写真はオリジナルデザインの腕章

春日井自分史聴き書きの会はこんな活動をしています
聴き取り自分史お話し風景

お話ししましょう。

懐かしい昔話に花が咲き、元気が出ます。

自分史を書きましょう。聴いた話を物語的に自分史を書きます。
本にしましょう。

本にしたり、朗読してＣＤに出来ます。

そうして作った本やＣＤをお話し下さった方にさしあげています。

身体の健康に体操があるように、脳の体操には昔の懐かしい思い出
を回想することが有効です。
「春日井自分史聴き書きの会」はそんな活動をしています。

「春日井自分史聴き書きの会」の例会風景
市内の自分史サークルの有志が集まって、
活動しています。打合せの例会は月一度します。
連絡先：春日井市石尾台４－９－１８
℡：０５６８－９１－４１５０

中﨑光男

市民活動団体イベントカレンダー
日

時間

イベント名

内容

団体名

10 月 22 日

10:00～12:00

家族介護者のつどい

総合福祉ｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ、

けあらーず

資料代 200 円

サークル・てとりん

岐阜県、ﾏｲｶｰ乗合で行きます

ウォーキング

(土)
10 月 23 日

8:00～12:00

権現山ｳｫｰｸ

(日)
10 月 25 日

春日井同好会
10:00～11:30

(火)
10 月 29 日

7:00～8:30

“新米ママの”「０歳児子育

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ第 4 集会室、

て広場」

20 組の親子、参加無料

ふれあい緑道清掃(ｺﾞﾐ拾い)

落合公園、清掃用具(ﾄﾝｸﾞ、ｺﾞﾐ袋)

ウォーキング

は当方で用意します。

春日井同好会

春日井市保健ｾﾝﾀｰ、材料代等 500

春日井市食生活

円、市内在住か在勤の 30 歳以上の

改善協議会

(土)
11 月 2 日(水)

10:00～13:30

男性のための料理教室

子育て“だんだん”

男性 20 人、三角巾(ﾊﾝｶﾁ、ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ
可)・布巾・ｴﾌﾟﾛﾝ持参、申込みは
51-1443(須藤)または 91-2745(高
野)まで
11 月 3 日(祝)
11 月 4 日(金)

9:00～
10:00～15:00

多治見ﾜｲﾝﾌｪｽﾀﾂｱｰ

多治見修道院、参加費 3,000 円(前

NPO 法人まちの

売り 2,500 円)

エキスパネット

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ「名古屋城めぐり」 名古屋城東門 10 時集合、入場料
500 円、申込みは電話か FAX で

春日井郷土史研究
会

92-8499 村中まで
11 月 4 日(金)

10:30～12:30

家族介護者のつどい

春日井市東部ほっとｽﾃｰｼｮﾝ

けあらーず
サークル・てとりん

11 月 9 日(水)

8:30～17:00

みんなで行こうｴｺﾂｱｰ

吉良歴史民俗資料館、白浜新田、

かすがい環境

岡崎中央ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰへのﾂｱｰ。先着 30

まちづくり

人、参加料 1,000 円、弁当と雨具

パートナーシップ

持参、申込みは 10/18～85-6216 春

会議

日井市環境政策課まで
11 月 12 日

10:00～12:00

(土)

防犯教室―地域から犯罪を

地域防犯の進め方についてﾉｳﾊｳを

岩成台 1 丁目

なくすにはー

現場報告の形で解説。鳥居松ふれ

町内会防犯隊

あいｾﾝﾀｰ、参加無料
11 月 19 日

10:00～12:00

家族介護者のつどい

総合福祉ｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ、資料代

けあらーずサーク

200 円

ル・てとりん

“新米ママの”「０歳児子育

鳥居松ふれあいｾﾝﾀｰ第 4 集会室、

子育て“だんだん”

て広場」

20 組の親子、参加無料

(土)
11 月 22 日

10:00～11:30

(火)
11 月 23 日

産業遺産のﾄﾝﾈﾙ群と廃線跡

旧国鉄中央線 3 号～6 号ﾄﾝﾈﾙと

NPO 法人

(祝)～27 日

10:00～15:00

の自然を歩く

廃線跡地 1.7 ｷﾛ(往復 3.4 ｷﾛ・約 2

愛岐トンネル群

(日)

「第 8 回特別公開」

時間)の自由散策ｺｰｽ。

保存再生委員会

受付：JR 中央線「定光寺」駅下車
北へ 3 分のﾃﾝﾄ、見学料 1 人 100 円
(小学生以上、保険・施設整備費含
む)、事前申込み不要
11 月 26 日
(土)

14:00～15:30

講演会「山岳環境の保護と保

日本山岳会会長の尾上昇氏が講演

かすがい環境

全―登山家からの提言」

を行う。ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい視聴覚・

まちづくり

音楽室、先着 90 人、参加無料、申

パートナーシップ

込みは 11/7～85-6216(春日井市環

会議

境政策課)まで

