
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HAL-SHOPは、春日井商業高校の３年生が「鳥居 

松地区の商店街の活性化」を目指し、授業の一環（仕 

入れから販売まで）として取り組んでいるワゴン販売 

のお店です。地域の活性化のため、地元の商品やサボ 

テンを使った商品を扱っています。既成の商品だけで 

なく、地元企業と協働してデザインや商品開発に取り 

組んでいて、協働してくれる企業をさらに募集してい 

ます。 

 毎年９月～１月まで月１回、午後２時～５時の時間帯にワゴンを出しています

ので、鳥居松地区の商店街で元気な声が聞こえたら、ぜひお立ち寄りください。 

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 

 

平成 22 年度 

第３回 カエル６５大学を開催しました 

８月 2８日（土）に、第３回

鎹（かすがい）人養成講座「ワ

クワク未来の計画術！？」が開

催されました。 

定員を超える申込みがあり、

カエル６５大学に対する市民の

みなさんの熱気を感じます。 

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。 

計画術を学んだ皆さんの今

後の活躍が楽しみです。 

 ７月に開催しました「市民活動デビュー講座」を、リニューアルして 10 月 7 日（木）に開

催します。もっと多くの人に、もっと気軽に参加していただけるよう、 

①活動体験を「希望者のみ」に変更  

②市民活動団体による PRタイムの団体数拡大  

の２点を見直しました。 

 元気な市民活動団体の PRを観て、そのまま帰っても、話しかけてみても OKです！ 

 ７月に開催したときは、その場で入会を決めてしまう参加者もいました。今のあなたの生活

にプラス・アルファが、見つかるかもしれませんよ。 

申込みは、ささえ愛センターまで 

TEL：0568-56-1943  

FAX：0568-56-4319 
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各団体約５分で、自分達

の活動を PR します。 

団体の魅力がギュッと 

凝縮されていますので、 

ぜひ“生で”どうぞ！ 

参加者の皆さんは、和やかな雰囲気の中、終始 

笑顔で団体ＰＲを観ていました。 

今回ＰＲするのは 9団体！ 

一度にこれだけ観ることができるのは、「市民活動

デビュー講座」ならではです。 

まちで見かけた市民活動 「HAL-SHOP」 

 



   

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2008 年交流会 そば打ち 

 

 

 

 

 

 

日 時間 イベント名 内容 団体名 

10 月 3 日 9:00～10:00 違反広告物除去活動 9 時ことぶき公園集合 ことぶき町行動隊 

10 月 3 日 10:00～13:00 森の音楽会 子供 1000 円・大人 500 円、0

～6 歳のお子さまと親 

子育ち園『でんでんむ

し』 

10 月 5 日 10:00～15:30 敬老のつどい 場所：福祉の里 たかなみ会 

10 月 6 日 

10 月 18 日 

各日 

9:30～12:30 

体験会（広場） 親子で 1000 円、0～３歳児の

お子様と親 

子育ち園『でんでんむ

し』 

10 月 16 日 

10 月 17 日 

各日 

10:00～16:00 

第 34 回春日井まつり 市庁舎周辺 

昨年度参加者 11,200 人 

春日井まつり実行委員

会 

10 月 17 日  春日井まつり パレード参加 育成会八幡音楽クラブ 

10 月 17 日  春日井まつり お話の広場他 中央公園(未定)、入場無料 子育てサロン“どんぐり

っこ” 

10 月 23 日 13:00 開場 

13:30 開演 

第 4 回春日丘高等学校吹奏楽

部、八幡音楽部合同演奏会 

八幡小学校体育館にて、入場

無料 

育成会八幡音楽クラブ 

10 月 23 日 13:30～16:00 平成 22 年度実践体験文発表

会 表彰・作文朗読 

春日井福祉センター（大ホー

ル）、入場自由 

NPO 法人春日井明るい

社会づくりの会 

10 月 30 日 10:00～15:00 秋まつり 子供 1000 円・大人 500 円、0

～6 歳のお子さまと親 

子育ち園『でんでんむ

し』 

10 月 31 日 9:00～16:00 バスハイク「ラグーナ蒲郡」 集合「福祉センター」 

障がいのある人と介助者(20

名)、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(5 名) 

参加費 500 円+入園料等実費 

NPO 法人スローライフ 

11 月 4 日 

11 月 17 日 

各日 

9:30～12:30 

体験会（広場） 親子で 1000 円、0～３歳児の

お子様と親 

子育ち園『でんでんむ

し』 

11 月 6 日 13:00～17:00 春日井ふれあいまつり 

「つながりから広がる明るい

町つくり」 

東部市民センター たかなみ会、 

ＭＹギターアンサンブ

ル春日井グループ 

11 月 7 日 11:30～15:30 

 

受付 11 時～ 

ハンガーバンケット飢餓の宴 

～食を通して南北問題を考え

る 

ささえ愛センター、定員 40

名、参加資格：国際理解を目

的とした中学生以上、教材費

1,000 円、要申込〆切 10 月

21 日 

国際相互理解を考える

会 

11 月 7 日 10:30～12:00 自然観察会 

“身近な自然を知ろう” 

少年自然の家周辺、参加費親

子１組 300 円、定員 15 名 

子育てサロン“どんぐり

っこ” 

11 月 14 日 10:00～17;00 ダンススポーツフェスティバ

ル守山大会 

名古屋市守山区役所ホール、

入場無料、競技出場の場合別

途費用要、ダンスタイム、デ

モあり 

NPO 法人 ソシアルダ

ンス尾張クラブ 

～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～ 

 

森のようちえん 

3～6 歳 月～金曜日活動 

おさんぽ 

1 歳半～3 歳 火・金曜日活動 

野遊び 

3 歳～小学生 土曜日活動（月 2 回） 

 

市民活動団体イベントカレンダー 

 

１９９７年９月、名古屋から春日井に越してきた元幼稚園教諭の母親が「我が子を自然の

中で仲間と育てたい」と自主保育のサークルをつくった。自転車の後ろに子どもを乗せ、お

さんぽできそうな場所をさがしまわった。サワガニのいる川辺、ザリガニ釣りのできる池、

リスの痕跡が残る松林、きいちごやあけびのなる藪、蛍が飛び交う小川、オオルリがさえず

る緑陰・・・。どきどきわくわくするようなすてきな場所がたくさんみつかった。森の中で

仲間といっしょにする子育ては楽しい。親も子も癒され元気になる。子どもを育てているつ

もりが、いつのまにか自分自身が育てられているのに気付く。森の中で仲間と子育てを楽し

みたいお母さん募集中。見学も可。年数回、親子（1～2 歳）向け自然体験イベント開催。詳

細はＨＰ【森のたんけんたい】にて。お問い合わせ：morinotankentai@yahoo.co.jp 小林 

 

 

 

（森のようちえん夏のお泊り会にて撮影） 

ボランティアグループ アイ・愛は

30 年にわたって春日井市内の視覚

障害者の方たちに 90 分の情報テー

プ「アイ・愛四方山情報」を毎月お

送りしています。活動日は第 2、第

3木曜日、総合福祉センターにて。 

地元の身近な話題をお届けできるよ

う、いつもアンテナを張っています。 

知識や話題が豊富になってとても勉

強になりますよ。 

一度見学にいらっしゃいませんか。 

連絡先  (0568)85-4321 

  ボランティアセンターへ 

テープの内容 春日井スケッチ・愛知の昔話・健康・投稿作品・インタビュー 

簡単クッキング・暮らしの知恵袋・経済の話題・新聞のコラム・愛知の考古楽 他 

 

市民活動団体紹介 

mailto:morinotankentai@yahoo.co.jp

