
 



 高蔵寺ニュータウンは、現在のUR都市機構が土地区画整理事業により整備し、

昭和43年に藤山台地区から入居が始まりました。平成30年５月で入居開始から50

年という節目を迎え、新たな多世代交流拠点施設「グルッポふじとう」も開所し

ました。 

 これまで築き上げてきた文化や歴史を振り返りながら、高蔵寺ニュータウン地

域の更なる魅力向上や愛着醸成を目指す事業を「高蔵寺ニュータウン50周年記念

事業」として認定しました。 

期日 事業名 場所等 

４月７日（土） 高蔵寺ニュータウンさくらウォーク 
東部ほっとステーション 

～グルッポふじとう 

４月７日（土） 映画「ハルをさがして」上映会 東部市民センター 

４月29日（日） 高蔵寺ニュータウン・ウォーク2018 
高蔵寺ニュータウン 

（サンマルシェ南館１階テラス特設開場発着） 

５月５日（土）、
６日（日） うるとらCha no Marche グルッポふじとう 

５月13日（日） 藤山台50周年記念事業 第３回藤山台運動会 藤山台小学校 体育館 ※台風のため
変更 

５月27日（日） 映像と音楽で振り返る高蔵寺ニュータウンの50
年 東部市民センター 視聴覚室 

６月９日（土） 第16回楽しんで防災2018あじさい祭り 岩成台西小学校 

６月10日（日） 藤山台50周年記念式典 グルッポふじとう 

６月30日（土） 第８回お下がりマルシェ 東部ほっとステーション 

７月15日（日）、
16日（月・祝） 第10回高蔵寺きてみん祭inサンマルシェ サンマルシェ 第一駐車場特設会場 

７月27日（金） 第二希望の家 夏まつり 春日井市第二希望の家 

８月５日（日） タクシーの日にタクシーとふれあおう！ グルッポふじとう 

８月12日（日） 
地域のみんなでミュージカルを作ろう 

in高蔵寺「モンスターズ・パレード」 
東部市民センター ホール 

みんなで を盛り上げました  



 

 高蔵寺ニュータウンにおける文化、商工業等の振興、タウンプロモー

ションその他地域の魅力向上に寄与する事業等で

あるとともに、公益性があり、かつ、営利を目的

としないもののうち、５０周年記念事業の期間中

（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

に市民団体や事業者等が主催する事業 

期日 事業名 場所等 

９月21日（金） 健康緑茶サロン説明会 グルッポふじとう 

10月20日（土） ＵＲ賃貸住宅リノベーションコンペティション グルッポふじとう 

10月21日（日） 春日井・ケローナ姉妹都市市民フェスタ2018 グルッポふじとう 

11月４日（日） 藤山台50周年グラウンドゴルフ大会 藤山台小学校 

11月17日（土） 第18回楽しんで防災 冬まつり 岩成台西小学校 

11月23日（金・祝） 
地域再発見ウオーク 

「ぐるーと高蔵寺ニュータウン」 

高蔵寺ニュータウン 

（東部市民センター発着） 

平成31年 

２月10日（日） 

東部ほっとステーション７周年記念イベント 
みんなで歌おうほっとカフェ 

※当初、9月30日（日）に実施予定だったが、 

 台風接近により中止・延期 

東部ほっとステーション 

２月23日（土） 第３回ハナモモ育樹祭 
高齢者福祉施設どんぐりの森・
サービス付き高齢者向け住宅 
どんぐりの家 

３月16日（土）、  

  17日（日） 
高蔵寺ニュータウン未来展 グルッポふじとう 

３月30日（土） ニュータウン都市計画遺産研究 公開研究会 東部市民センター ３階多目的
室 



東部ほっとステーション（サンマルシェ南館

１階）をスタートし、グルッポふじとう（高蔵

寺まなびと交流センター）までの地元の方しか

知らない高蔵寺ニュータ

ウンの隠れた桜の名所

を、スタンプラリーをし

ながらウォーキングで巡

りました。 

 

 

石尾台中学校の卒業生である尾関玄さん（脚

本・監督）と内藤諭さん（プロデューサー）に

よる映画「ハルをさがして」を上映しました。

上映後にはロケ地となった福島県小野町の観光

協会会長である二瓶さんと、内藤プロデュー

サーによるトークイベントもあり、撮影秘話や

思い出などを聞くことができました。 

 

サンマルシェを起点に牛臥山林昌寺や都市緑

化植物園、グルッポふじとうを巡りました。お

楽しみ抽選会やＮＡＳス

トレッチ教室などたくさ

んのイベントも行われ、

多くの方でにぎわいまし

た。 

 

手作り品の販売、ワークショップ、野菜や菓

子の販売、フリーマーケットなど市民の皆さん

の趣味やアイデアを生かした店が立ち並びまし

た。初日には、まちのミュージシャンライブ

や、市民モデルも参加するヘアーアレンジ

ショーを開催。最終日には、「高蔵寺きてみん

祭」のステージを目指した

「高蔵寺うずまき音楽アワー

ド」の公開オーディションを

行いました。 

 

主催 サンマルシェ会・ 

高蔵寺ニュータウンセンター開発株式会社・ 

高蔵寺ニュータウン住宅流通促進協議会 

開催日 平成30年４月29日（日） 

開催時間 午前10時 ～ 午前11時 

開催場所 高蔵寺ニュータウン内 

（サンマルシェ南館1階テラス特設会場発着） 

参加者数 651人 

主催 高蔵寺まちづくり株式会社 

開催日 平成30年５月５日（土・祝） 、 

      ６日（日） 

開催時間 午前10時 ～午後４時 

開催場所 グルッポふじとう 

参加者数 2,000人 

主催 春日井東部地域安全・安心センター 

開催日 平成30年４月７日（土） 

開催時間 午後１時30分～午後３時30分 

開催場所 東部市民センター ホール 

参加者数 350人 

主催 高蔵寺ニュータウン地区社会福祉 

協議会連絡会 

開催日 平成30年４月７日（土） 

開催時間 午前９時30分～正午 

開催場所 東部ほっとステーション 

～グルッポふじとう 

参加者数 約400人 



 

藤山台ができて50年になることを記念し、

「藤山台50周年記念

運動会」として開

催。雨天での開催で

したが、藤山台中学

校ブラスバンドによ

る演奏やおみこしか

つぎなど、楽しい運

動会に盛り上がりま

した。 

 

貴重な映像を見ながらニュータウン開発の歴

史を振り返りました。三味線の弾き語りによっ

て、音楽でその時代を懐

かしむコーナーもあり、

入居開始10周年記念にで

きた「ニュータウン音

頭」を参加者で踊りまし

た。 

 

 

オープニングのキッズチアダンスや参加者に

よるバケツリレー体験、消火器・煙道体験な

ど、子どもも大人も楽しみながら防災を学びま

した。 

 

 

藤山台入居50年を振り返り、未来に向けて50

周年を祝う式典を

開催しました。 

 

 

主催 岩成台西地区社会福祉協議会 

開催日 平成30年６月９日（土） 

開催時間 午前９時～午後１時 

開催場所 岩成台西小学校 

参加者数 420人 

主催 藤山台50周年記念事業実行委員会 

開催日 平成30年６月10日（日） 

開催時間 午前10時～午前11時 

開催場所 グルッポふじとう 体育館 

参加者数 320人 

主催 NPO法人高蔵寺ニュータウン再生 

市民会議 

開催日 平成30年５月27日（日） 

開催時間 午後３時15分～午後４時30分 

開催場所 東部市民センター 視聴覚室 

参加者数 46人 

主催 藤山台小学校区体育振興会・ 

藤山台50周年記念事業実行委員会 

開催日 平成30年５月13日（日） 

開催時間 午前９時～午後０時30分 

開催場所 藤山台小学校 体育館 

参加者数 550人 



 

大切に使っていた子どもの服や玩具を集め、

まだ必要としている地域の子育て世帯への「お

下がり」として使い

たい方にゆずる「お

下がりマルシェ」を

開催しました。 

 

サンマルシェ駐車場内の特設会場で、パ

フォーマンスや演奏など趣向を凝らしたさまざ

まなステージが開催。会場内にはサンマルシェ

のテナントなどが屋台を

出店し、訪れる人のお腹

も心もいっぱいにしてく

れました。 

 

 

 

昭和56年の開所以来、地域住民の方との交流

を深めている第二希望の家の夏まつりは平成19

年以降、ボランティアや地域の皆さんとともに

企画・運営されています。焼きそば、かき氷、

ヨーヨーつりなどの縁日や、ボランティアの方

によるお楽しみショー、

みんなで踊る盆踊りな

ど、楽しい催しがたくさ

んありました。 

 

タクシーの乗り方教室やエアバック・シート

ベルト衝撃体験、自転車シミュレーター体験な

どを開催。グルッポふじとうからサンマルシェ

までの試乗運転の他、新型タクシーやパト

カー、白バイの車両展示もあり、家族で楽しみ

るイベントとなりまし

た。 

 

主催 社会福祉法人春日井市社会福祉協議会 

開催日 平成30年７月27日（金） 

開催時間 午前10時～午後１時30分 

開催場所 第二希望の家 

参加者数 151人 

主催 春日井市内タクシー組合 

開催日 平成30年８月５日（日） 

開催時間 午前10時～午後３時 

開催場所 グルッポふじとう 

参加者数 600人 

主催 高蔵寺きてみん祭inサンマルシェ 

実行委員会 

開催日 平成30年７月15日（日） 、 

      16日（月・祝） 

開催時間 午後５時～午後９時 

開催場所 サンマルシェ 第一駐車場特設会場 

参加者数 約5,000人 

主催 岩成台西地区社会福祉協議会 

開催日 平成30年６月30日（土） 

開催時間 午前10時30分～午後０時25分 

開催場所 東部ほっとステーション 

（サンマルシェ南館1階） 

参加者数 358人 



 

尾張旭市の住民が中心となった市民ミュージ

カルチームが、プロの指導を受けながら「手作

りミュージカル」を作りました。涙あり、笑い

ありのミュージカルを、完

全オリジナルの台本で上演

しました。 

 

 

お茶の効能・効果等について、おいしいお茶

を飲みながら、楽しく学習する活動について

知ってもらう説明会

を開催しました。 

 

 

 

高蔵寺ニュータウン内にある「藤山台団地」

は、UR賃貸住宅の中で最初に入居が始まり、平

成30年５月でちょうど50年を迎えました。この

住宅資源を活用し続けるために、住み続ける方

と、新しく入居する方の

「ミ ク ス ト コ ミ ュ ニ

ティ」が誘発されるよ

う、若い世代への魅力的

な居住空間と新しいライ

フスタイルの提案を、中

部大学と名城大学の学

生・院生から募集し、公

開審査を行いました。 

 

 

カナダ・ケローナ市と春日井市は姉妹都市提

携から37年。友好の証として、ケローナ市の芸

術家ゲイツ・マース氏の絵画を「グルッポふじ

とう」に展示することになり、関係者を招いて

絵の除幕式を行いました。 

主催 尾張旭でミュージカルを作ろう実行委

開催日 平成30年８月12日（日） 

開催時間 午前11時～午後０時30分、 

午後３時～午後４時30分 

開催場所 東部市民センター ホール 

参加者数 371人 

主催 緑茶で健康長寿の会 

開催日 平成30年９月21日（金） 

開催時間 午前９時～正午 

開催場所 グルッポふじとう 

参加者数 13人 

主催 日本総合住生活株式会社 

開催日 平成30年10月20日（土） 

開催時間 午後１時30分～午後５時 

開催場所 グルッポふじとう 

参加者数 54人 

主催 春日井市姉妹都市市民の会 

開催日 平成30年10月21日（日） 

開催時間 午前８時30分～午後２時 

開催場所 グルッポふじとう 

参加者数 450人 



 

地域の交流の場として、藤山台体育振興会と

の共催でグラウンドゴルフ大会を開催しまし

た。 

 

 

高蔵寺ニュータウンの良さを再発見・再確認

するため、東部市民センターをスタートし、ウ

オーキングでぐるーと廻

りました。 

 

 

 開催当日に台風のため延期となった7周年記

念イベント『みんなで歌おうほっとカフェ』を 

開催。東部ほっとス

テーションで活動する

団体の紹介後、地域で

活動する歌手の歌声

を、お茶を飲みながら

楽しみました。 

 

 

主催 東部ほっとステーション運営協議会 

開催日 平成31年２月10日（日） 

開催時間 午後１時30分～午後３時30分 

開催場所 東部ほっとステーション 

（サンマルシェ南館１階） 

参加者数 99人 

主催 スローライフかすがい 

「やっと・かめの会」 

開催日 平成30年11月23日（金・祝） 

開催時間 午前９時30分～午後３時 

開催場所 高蔵寺ニュータウン内 

（東部市民センター発着） 

参加者数 36人 

主催 藤山台小学校区体育振興会・ 

藤山台50周年記念事業実行委員会 

開催日 平成30年11月４日（日） 

開催時間 午前９時～正午 

開催場所 藤山台小学校 

参加者数 200人 

 

オープニングのキッズチアダンスや、消火器

体験、救急救命講習など、子どもも大人も楽し

みながら防災を学びました。 

 

主催 岩成台西地区社会福祉協議会 

開催日 平成30年11月17日（土） 

開催時間 午前９時20分～午後１時 

開催場所 岩成台西小学校 

参加者数 470人 



 

高森台県有地に建設された社会福祉法人など

の施設郡をハナモモで縁取り、華やぎある「桃

源郷」を創り上げて高

蔵寺の名所とする取組

「桃 源 郷 プ ロ ジ ェ ク

ト」。苗木のオーナー

や特別協賛企業による

植樹を実施しました。 

 

 

 まちびらきから50年を経た高蔵寺ニュータウ

ン。この街が好きで、この街と共に人生を歩む

ひとびとに、普段の

くらしの豊かさを高

める提案として、

「老いを愉しむ」を

テーマに「あったら

いいな」、「役に立

つ」情報を提供しま

した。 

 

 

 

 我が国のニュータウン計画の原点にもなった

高蔵寺ニュータウン

を 「都市計画遺産」 

と し て 見 つ め な お

し、人・計 画・空 間

の視点からの保全活

用の方向性について

議論する公開研究会

を実施しました。 

 

主催 高森台県有地の活用を提案する 

市民の会 

開催日 平成31年２月23日（土） 

開催時間 午前10時30分から午後１時30分 

開催場所 高齢者福祉施設「どんぐりの森」・ 

サービス付き高齢者向け住宅「どんぐりの家」 

参加者数 150人 

主催 中日新聞販売局 

高蔵寺ニュータウン未来展実行委員会 

開催日 平成31年３月16日（土） 、17日（日） 

開催時間 午前10時～午後４時30分 

開催場所 グルッポふじとう 

参加者数 約3,000人 

主催 日本都市計画学会中部支部 

（地方まちづくり小委員会）  

開催日 平成31年３月30日（土） 

開催時間 午後１時30分～午後４時 

開催場所 東部市民センター ３階多目的室 

参加者数 85人 

 

期間：平成３０年４月１日 

    ～平成３１年３月３１日 

件数：23事業 



参考資料 

 

高蔵寺ニュータウン５０周年記念連携事業募集要領 

 

１ 趣旨 

平成３０年５月でもって入居開始から５０年を迎える高蔵寺ニュータウンでは、その記念すべき節目に、これまで築
き上げてきた文化や歴史を振り返ると共に、グルッポふじとう（高蔵寺まなびと交流センター）を拠点とした更なる地域
の魅力向上や住民の愛着心の醸成を目的とした事業を展開していきます。 

この度、これら趣旨に賛同し、連携して実施いただける事業等（以下「５０周年記念事業」という。）を募集します。 

２ 対象事業 

高蔵寺ニュータウンにおける文化、商工業等の振興、タウンプロモーションその他地域の魅力向上に寄与する事
業等であるとともに、公益性があり、かつ、営利を目的としないもののうち、５０周年記念事業の期間中（平成３０年４月
１日～平成３１年３月３１日）に実施されるものを対象とします。 

ただし、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認める場合は、認定を行うことができませ
ん。 

 ⑴ 宗教的又は政治的な意図若しくは目的があり、認定を行うことにより市の中立性を損なうおそれがある場合 

 ⑵ 売名的な意図又は目的がある場合 

 ⑶ 公序良俗に反する場合 

 ⑷ 特定又は少数の者のみを対象としている場合 

 ⑸ 事業等への参加以外に団体又は組織への加入等の勧誘目的がある場合 

 ⑹ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を利することとなる場合 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、認定が不適当と市長が認める場合 

３ 応募対象者 

事業やイベントを主催する市民団体、事業者等を対象とし、個人は除きます。 

４ 連携事業の申請 

連携事業の実施を予定している方は、認定申請書（第１号様式）に別途市が指定する書類を添えて認定の決定を
希望する日の２０日前までに市長に提出してください。 

５ 連携事業の認定 

市長は、前条に規定する申請があったときは、その可否を決定し、その旨を速やかに前条の申請者に通知するも
のとします。 

６ 冠名等の使用 

認定を受けた事業等の実施にあたっては、当該事業等の周知に係る印刷物等に「高蔵寺ニュータウン５０周年記
念事業」の事業名称を使用するものとします。 

また、５０周年記念事業ロゴを使用することができます。 

７ 事業中止等の認定 

５０周年記念事業の認定を受けた方は、内容に変更が生じたときは速やかに市に申し出てください。 

８ 認定の取消し 

市長は、認定をすることを決定した後であっても、当該事業等について申請内容に偽り又は第２条各項に該当す
る事実があると認める場合は、認定を取り消すことがあります。 

９ 実施報告 

５０周年記念事業の認定を受けた方は、連携事業の終了後３０日以内に、連携事業の結果を実施報告書（第２号
様式）により市長に報告してください。 

10 その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めます。 

※この要領は、平成29年12月１日から施行します。 
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