平成 22 年度
第１回 カエル６５大学を開催しました
6 月 26 日（土）に、第１回
鎹（かすがい）人養成講座「人
をその気にさせる司会術！？」
が開催されました。
キャンセル待ちが出る大盛況
となり、カエル６５大学への期
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ささえ愛センターではこの夏、２つの講座で夏のボランティア活動（夏ボラ）を応援します！
① 中学生・高校生・大学生・専門学校生を対象にした「青少年ボランティアスクール」
② 誰でも参加できる「市民活動デビュー講座」

待の高さがうかがわれました。

どちらも講座だけでなく、実際にボランティアや市民活動を体験することができます。
暑い夏に汗をかくなら、今年の夏はボランティアで！
講義で基本を学んだ参加者
の皆さんは、それぞれグループ
ワークで活発に意見を出し合
い、問題点や解決策をまとめて
発表しました。
司会術を学んだ皆さんの今
後の活躍が楽しみです。

青少年ボランティアスクール

市民活動デビュー講座

まずは事前学習で
講義を聴いて

第２回 カエル６５大学のご案内
大好評で始まりました今年度のカエル６５大学。第２回目は７月３１日（土）
に、ささえ愛センターで開催いたします。第２回の内容は、「議論が踊りだす
記録術！？」です。第１回目と同じく、演習中心の実践的な講座です。
受付は７月１８日から、定員は３０名となります。次回も応募多数となる可
能性がありますので、早めにお申し込みください。
《申し込み先》
ささえ愛センターまで電話・ファクス・E メール等でご連絡ください。
※資料代として 100 円が必要です。

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

気に入った活動を体験！
様々な分野の団体から、
選べます。

青少年ボランティアスクールは、最後に
活動報告会や交流会があります。
「事前学習」「活動体験」「活動報告会」
のすべてに参加した方には、修了証をお
渡しします。

申込みは、ささえ愛センターまで
TEL：0568-56-1943
FAX：0568-56-4319

市民活動団体紹介
ＮＰＯ法人

スローライフ

開催日
7 月 17 日

障がいのある人の自立を願い、支援活動をしている『スロー
ライフ』の代表の戸田さんと須藤さんにお話をうかがいまし
た。

は、
「あきず」
・
「あせらず」
・
「あきらめず」の最初と最後の文字からとりました。この「あずの会」
を母体として、平成１５年にＮＰＯ法人『スローライフ』を設立し、障がいのある人の支援活動を
続けています。
Ｑ．スローライフの目指すものはどのようなものですか？
『スローライフ』は、障がいのある人たちが住み慣れた地域で自立して豊かに暮らしていけるよ
うな支援をすることを目的に活動しています。また、一人でも多くの人たちがボランティア活動を
通じて社会参加できるような機会を提供します。そして、地域の人たちとの交流の場を設け、お互
いに支え合い、共に生きるまちづくりの拠点となることを目指しています。
Ｑ．具体的にはどのような活動をされていますか？
スローライフとしては障がいのある人が豊かに暮らしていけるよう７つの事業を展開しており
ます。まず、『自立支援事業』としては、勝川駅前通商店街で開催される勝川弘法市（第３土曜日
開催）や福祉のつどいに出店し、障がいのある人の将来の自立に向けて活動しています。
また、
『余暇・文化活動支援事業』としては、音楽・スポーツ・絵画クラブを開催するとともに、
毎年定期的にキャンプやレクリエーションなどの活動も実施しております。今年も４月１７日から
パルケエスパーニャと鳥羽水族館へ１泊のバス旅行を開催しました。
その他にも、『宿泊体験事業』や『地域の人たちとの交流事業』、『ボランティア育成事業』、『在
宅支援事業』、『福祉相談・啓発・情報交換事業』などを行っております。活動の詳細については、
通信誌『ゆっくりん』に掲載しておりますので、みなさんも一緒に参加してみませんか♪
Ｑ．通信誌『ゆっくりん』は、もちろん「ささえ愛センター」にもあります。最後にこの情報紙の
読者の皆様に一言お願いします。
支援活動に参加して頂けるボランティアさんの数がまだまだ足り
ないのが現状です。障がいのある人の支援活動などに興味をもたれま
したら、まずは余暇活動からでも参加
してください。お待ちしております。
詳しくは下記までご連絡ください。

10:00～12:00

(土)
7 月 19 日

13:00～16:00

(月・祝)
7 月 22 日

Ｑ．設立までの歩みを教えてください。
１５年前障がいのある子供を持つ親の交流の場として『あずの会』を設立しました。『あず』と

時間

13:30～15:00

イベント名

ささえ愛センター、7/17～

～何かを始めたい人、まずは

8/31 市民活動を実際に体験。

ここから始めましょう～

活動体験のみの参加も可能。

クラシックコンサート

スポーツクラブＮＡＳサンマ

コンサートグループ

inＮＡＳホール

ルシェ、定員 100 名、無料

「花の詩」

青少年ボランティアスクール

ささえ愛センター

ささえ愛センター

ささえ愛センター

8/5 まで活動体験期間、8/6 か
8/10 に活動報告会

7 月 24 日

18:00～20:30

(土)
7 月 25 日

10;00～14:00

(日)
7 月 31 日

17:00～

第 34 回春日井市民納涼まつ

落合公園、無料、少雨決行、

春日井市民納涼まつり

り

荒天中止時は翌日に順延

実行委員会

みんなでクッキング

西部ふれあいｾﾝﾀｰ､定員 30

NPO 法人スローライフ

～障がいのある人とボランテ

名､参加費：障害のある人と介

ィアさんの交流～

助者 1000 円,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 500 円

ケローナ祭り

ケローナ通にてミニコンサー

(土)
7 月 31 日

14:00～16:30

(土)
8 月 6・7

19:00～

第 2 回「カエル 65 大学」

ささえ愛センター

春日井市民会議

鎹（かすがい）人養成講座

定員：先着 30 名（7/18 受付

「カエル６５」

議論が踊りだす記録術！？

開始）

第３３回盆踊り大会

天王公園

柏原連合地区コミュニ

模擬店開催

ティ推進協議会

ワーカーズかすがい 13 周年

東部市民センターホール(定

NPO 法人

記念映画会「人生に乾杯」

員 495 人)、ﾁｹｯﾄ：当日券 1000

ワーカーズかすがい

日(金・土)
8月8日

育成会八幡音楽クラブ

ト

13:30～15:15

(日)

資料代：100 円

円(前売 800 円)
8 月 14 日

14:00～15:00

(土)
8 月 21 日

13:00～17:00

(土)

昼コン

花の詩ファミリーコ

文化フォーラム春日井

アト

リウム、無料

の詩」

不登校・いじめに悩む親のホ

鳥居松ふれあいセンター、資

不登校・いじめに悩む親

ッとスペース「ひなたぼっこ

料代 300 円

のホッとスペース「ひな

春日井」親の会
8 月 21 日

夕方

鳥居松町内会

たぼっこ春日井」
夏祭り

(土)
8 月 22 日

大垣共立銀行春日井支店の駐

－

勝川商店街

納涼祭

勝川駅前広場、無料

－

縞枯山

－

足ならし稚児の森

春日井山の会

小牧市、会費 500 円

春日井山の会

不二小学校、見学歓迎、総合

NPO 法人けやきフォーラ

防災訓練のライブ中継

ム、かすがい SNS 研究会

集合場所：少年自然の家第３

春日井峠の会

四季の森バーベキュー
8:00～10:45

市総合防災訓練

(日)

9 月 11 日

茅野市、蓼科ﾛｰﾌﾟ利用、会費
5000 円

(土)
8 月 29 日

ＭＹギターアンサンブ
ル春日井

(日)
8 月 28 日

育成会八幡音楽クラブ

車場にてミニコンサート

(日)
8 月 22 日

コンサートグループ「花

ンサート(出演ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾌﾞｰｹ)

8:30～12:00

弥勒山清掃登山

(日)

戸田まで

団体名

市民活動デビュー講座

(木)

9月5日

連絡先：56-0107 または 090-2574-4405

内容

駐車場、参加費 100 円
10:00～16:00

日本民踊研究会豊愛会

豊愛会 35 周年感謝の集い

日本民踊研究会豊愛会

(土)

～イベントの詳細はささえ愛センターまでお問い合わせください～

