
春日井市市民活動支援センター 情報紙
ささえ愛

市民ボランティア「ささえ愛センターサポーター」がお届けしています。 春日井市内で活躍している市民活動団体の紹介や
市民活動イベントのご案内をしています。
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今回の取材先

みどりのまちづくり
グループ



平成13年、春日井市は環境都市宣言を行いました。
翌14年12月に市民と行政で「環境保全を行おう」という呼びかけを
行い、賛同した人たちが集まったのが、「みどりのまちづくりグループ」の
始まりです。

私（高橋）がこの活動に参加しようと思ったのは、子どもの頃、恵那
の山間に疎開し、そこで初めて出会った素朴な自然への感動と憧れ
が原点になっています。

私たちのプロジェクトは大きく分けて２つあり、１つ目は大谷川から
内津川、庄内川を経て道風ゆかりの里まで14kmを、生態系豊か
な緑の回廊で結ぶという環境まちづくりの活動です。

２つ目は、多様な体験やイベントを通して、次世代を担う子どもた
ちに緑の大切さや素晴らしさを知ってもらう活動です。

団体への入会には、入会金が1,000円、会費はなし。
特別な資格は必要ありません。
ただ自然を大切に思う心のある人で、性別、年齢を問いません。

現在の会員は93名。
メンバーの構成員は60歳以上がほとんどで、平均年齢は72歳。
退職後の人が多いですが皆元気です。

会員はやりたい時に、やりたいことを、やれる範囲で活動してもらっています。
口だけではなく実行するのが大切だという考えで、指示や強制をするのでは
なく、会員自身の考えで動いてもらっています。

また、子どもたちには様々なことを体験し、それぞれ自分なりに学びを得てほ
しい、自然体験の中で個性を見つけて磨いてほしいと願っています。そのため
に、様々な企画を開催しています。

活動のきっかけ

みどりの森づくり

団体のコンセプト

植樹後の大谷川

団体の概要と理念

公園の草刈り

花壇づくり

整備したモミジ並木どんぐりの育樹庄内川の清掃

今も山が大好きで、平成12年に起きた東海豪雨の後、山が心配になり見に行ったところ、置かれたままの間伐材
が流れ大変なことになっていました。どうにかしなければと思ったのが今の活動に繋がっています。



ささえ愛センター

場所 ： 春見町３番地（春見公園すぐとなり）
開館日時 ： 火曜～日曜 9:00～21:30（ 月曜・12/29～1/3は休館）
機能 ：ボランティア・NPOの相談窓口や関連講座など

お気軽にお問合せください。（裏面にE-mailアドレスも記載しております）
かすがい市民活動情報サイトにも情報盛りだくさん！（ http://kasugai.genki365.net/ ）

トップページのバナー広告主募集中！（ http://www.city.kasugai.lg.jp/seisaku/koukokujigyou/006644.html ）

tel : 0568-56-1943

編集後記

これだけ国、県、市を巻き込んで多様な活動をしている団体も少ないのではないか。代表者の高橋さ
んの活躍は目を見張るものがある。親子揃っての田植えのイベントを見せてもらったが、環境保全といっ
たハードの活動だけでなく、子どもの自然体験の場を作るといった幅広い活動は、これからの春日井市
のまちづくりに大きく期待できると思った。（K.K）

大谷川から松河戸まで続く緑の回廊を作ることを20年計画でやってきましたが、まだまだ達成できていません。
これからも、単純な環境保全だけでなく、環境の中での人との付き合いや交流を広めていくことや、子ども達に自
然体験を経験してもらうことを通して自然を大事にする心を育んでもらうことを念頭に置きながら、着実に目標に向
かって活動していきたいと思っています。

春日井市内で活躍している市民活動団体や
ボランティアに関心のある市民の方々を支援しています。

川や森に産業廃棄物やゴミを捨てていく人が後を絶ちません。
電気製品などの大きなゴミは減りましたが、ペットボトル、発泡スチロー
ル、ポリ袋などのゴミが多くなって困っています。
植樹や育樹関係では、雑草の多さやイノシシの被害も深刻です。

連絡先 代表：高橋 勇夫さん
電話番号：0568-88-4167
Eメール：takaisao@re.commufa.jp

① 自然体験
子どもたちや親子を対象に、自然を身近に感じてもらう活動をしています。
「植樹体験」 どんぐりやアオダモの植樹
「シイタケ栽培出前体験」 学校林でのシイタケ菌打ち
「稲作体験」 田植えや刈り取りを体験
「森林の間伐体験」 森林の間伐や枝打ちなど
「水辺の自然体験」 ボートに乗ったり、生き物を探したり
こうした活動のほか、幼稚園児と共同で花壇作りをしたり、
県内で行われる緑のイベントに参加してワークショップを開き、
木工作やツリー作りなどを通して多くの親子に「木づかい」を体験してもらっています。

② 清掃活動（草刈り・ゴミ拾い）
みろくの森、大谷川から庄内川等でのアダプト活動（間伐、草刈り、ゴミ拾い、不法投棄物の撤去等）

③ 植樹と育樹
どんぐりやモミジ等3,300余本の植樹と育樹
絶滅危惧種のシデコブシの西尾町群生地の調査、
および保全活動（中部大学と共同で実施）

この他にもたくさんの活動をしております。
興味をもたれた方はぜひみどりのまちづくりグループまでお尋ねください。

多種、多様な活動内容

シイタケ菌打ち体験

稲作体験

今困っていること

これからの活動と目標

復活したシデコブシ



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

E-mail： web：http://kasugai.genki365.net/

市民活動団体イベントカレンダー

日付・時間 イベント名 場所・定員・料金・その他 実施団体・問い合わせ先

7月1日（土）

18:30～19:30
初夏の夜コンサート

名古屋トヨペット高蔵寺店
ショールーム内 （入場無料） コンサートグループ「花の詩」

担当：和田美里
連絡先：090-1783-27118月20日（日）

第1部 13：00～
第2部 14：45～（予定）

サマーコンサート
東部市民センター
前売り 1500円
当日 2000円

7月1日(土)、7月8日(土)、
8月5日(土)、8月12日(土)、
9月2日(土)、9月9日(土)

13：00~16：00

「かたつむりの里」フリースペース

東部ほっとステーション
参加費 100円

精神保健福祉ボランティア
「かたつむり」

担当：浅井博子
（連絡先）
愛知県春日井保健所
こころの健康推進グループ
電話：0568-31-0750
対応時間
平日9:00～12:00、
13:00～16:30

9月17日（日）

14：00~16：00

語り場 ～かたつむり～
フリースペース

7月22日(土)、8月26日(土)、
9月23日(土)

9：30~12：00

かすがい東部丘陵自然観察会例会
（築水池もしくは少年自然の家周辺の

森を散策しながら自然観察）

少年自然の家北側第3駐車場
参加無料

かすがい東部丘陵自然観察会
担当：太田省三

（連絡先）
各催しについての問い合わせ
… 0568-92‐4129
その他の問い合わせ
… 0568‐91‐7828

7月29日（土）
9：30~12：00

なごや環境大学「築水池周辺の湿
地にいる生き物を探そう」 少年自然の家北側第3駐車場

参加費 330円
9月16日（土）

9：30~12：00
なごや環境大学「春日井のカマキリ

を見てみよう」

7月28日(金)、8月4日(金)
13：30~16：00

カウンセリング入門講座
（全２回、女性対象）

総合福祉センター
資料代 500円

春日井「心の相談」センター
担当：村田邦子

連絡先：0568‐88‐7269

7月29日（土）

10：30~12：00
（受付 10：00~）

第7回お下がり交換会
（大切に使った子ども服や

おもちゃの市）

東部ほっとステーション
参加費 200円

（提供品の搬入日時は以下）
7月28日(金)

11：00~14：00
7月29日(土)
9：30~10：30

岩成台西地区
社会福祉協議会
担当：安井史子

連絡先：0568‐91‐0160

7月30日（日）
13：00~14：30

レッツ！ 盆踊り
総合福祉センター 和室

参加無料

春日井国際交流会・KIF
担当：小林敏男

連絡先：090-9197‐5715
8月5日（土）

18:00~21:00
2017鳥居松商店街夏まつり

ステージ出演

各催しでの出演時間など、
詳細はお問い合わせください

育成会八幡音楽部
担当：森里佳

連絡先：080-3642‐1829

8月19日（土）
18:00~21:00

町割夏まつり

9月3日（日）
10:00~

第35回八幡地区敬老会

9月9日（土）
14:00~

第17回いきいきコーラス春日井定
期演奏会

8月6日（日）

10：15~12：00

そうめん交流会

グリーンパレス春日井料理工作室
定員40名 事前申込み必要

参加費 会員100円
非会員200円

申込み締切は7月16日（日）

春日井手話サークルあやとり
担当：伊藤正美

連絡先：090-3421‐3600

8月11日（金）

9：00~12：00

川をきれいにして夏を探そう！
2017

庄内川右岸河川敷
（熊野グラウンド）
定員30名 参加無料

かすがい環境まちづくり
パートナーシップ会議
担当：榊原琢朗

連絡先：0568‐85‐6216
9月23日（土・祝）

11：30~16：00
（開場 11:00～）

しゃみせんくらぶ三昧
第6回民謡三昧やろみゃー会

文化フォーラム春日井
視聴覚ホール

定員198名 入場無料

しゃみせんくらぶ三昧
担当：堀田耕志

連絡先：090-1291‐9924


