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尾張旭市市民活動支援センター

市民活動促進助成事業を決定しました
5 月 19 日（土）、渋川福祉
センターにて助成事業候補選
定のための公開プレゼンテー
ションを実施し、下記のとお
り助成事業を決定しました。
事業の中間報告会兼交流会
は平成 30 年 12 月 15 日（土）
に渋川福祉センター研修室で
行います。興味のある方は、
ぜひご参加ください。

公開プレゼンテーションの様子（ルカ子ども発達支援ルーム）

部門
はじめ
の一歩

団体名
ルカ子ども発達支援ルーム
劇団びっくり箱

一般

事業名
発達に気がかりのある親子の集い
母親による子ども向け芝居興行事業～学べる笑えるお
しばい会～

はやぶさ地防会

避難所で子ども達のストレス解消に遊びを考える活動

一般社団法人日本キッズ体育協会

姿勢改善からのアプローチ～変わるココロとカラダ～

平成３０年度版「市民活動団体紹介」冊子を 6 月末に発行予定
市民活動支援センター登録団体を紹介した平成３０年度版の冊子を発行します。
活動に参加したい、講演をお願いしたい、団体と連絡がとりたい等、様々な場面でご利用くださ
い。なお、冊子の内容は、下記の閲覧場所、または市ホームページでもご覧になれます。
（「尾張旭市市民活動支援センター登録団体一覧」で検索）
【閲覧場所】
市民活動支援センター、市役所市民活動課、市役所市政資料コーナー、中央・各地区公民館、
コミュニティセンター宮浦会館、新池交流館ふらっと、東部市民センター、スカイワードあさひ、
図書館、多世代交流館いきいき、体育館、文化会館
1

平成３０年７月～９月登録団体開催イベント案内
月
7
月

8
月

9
月

日
7

土

時間
13：00～
14：00

場所
モリコロパーク
地球市民交流セ
ンター

内容
◎ゆかいな仲間の楽しい
マジックショー
◎マジック、バルーンアー
ト教室

主催・問合せ先
スーパーグレートマ
ジシャンズ
090-3555-0874
フローラルけいこ

備考
申込不要
教室は材料費200
円

10：00～
12：00

愛知聖ルカセン
ター（東大道町原
田68）

親子サロン「カルディア」
テーマ『気持ちの切り替え
、感情のコントロール』
※ワークショップ
あり
全国植樹祭尾張旭市関
連事業 森林公園植物園
ＯＳＣＮセーフティ！サイ
クリング
親子で楽しむもりんこの
茶道あそび

ルカ子ども発達支援
ルーム
0561-53-8937

要申込
参加費300円
託児有り
定員6名

交通教育NPO OSCN
じてんしゃスクール
0561-52-3134片山

要申込
詳細別添のとおり

NPO法人 協育NPO
母里ん子
info@morinko.jp

要申込
参加費１人500円
雨天中止

80名を超えるhandmade
作家とセラピスト・飲食合
わせて約90ブースのマル
シェ
親子で楽しむもりんこの
茶道あそび

ｓｕｎｎｙ ｓｉｄｅ ｍａｒｔ

8

日

6：30
受付～
11：00

森林公園第2駐
車場・植物園・北
門前芝生広場

9

月

10：30～
13：00頃

小幡緑地東園

26

木

10:30～

長久手市

15:00

文化の家

6

月

10：30～
13：00頃

12

日

11：00／
15：00（2
回公演）

渋川福祉センタ
ー
２階和室
春日井市東部市
民センターホー
ル

ミュージカル『モンスター
ズ・パレード！』

19

日

13：00～
15：00

ピアゴ印場店

お店探検隊とエコ工作
～あさひこども環境教室

26

日

13：00～
14：00

モリコロパーク
地球市民交流セ
ンター

6

木

10：00～
13：00

愛知聖ルカセン
ター（東大道町原
田68）

◎ゆかいな仲間の楽しい
マジックショー
◎マジック、バルーンアー
ト教室
親子ひろば「すきっぷ」

11

火

14：00～

グリーンシティビ
ル１Ｆコミュニティ
スペース

26

水

10：30～
13：00頃

どうだん亭

13：00～
14：00

モリコロパーク
地球市民交流セ
ンター

第一回グリーンシティ寄
席
・雷門獅篭（落語）
・旭堂鱗林（講談）
親子で楽しむもりんこの
茶道あそび
◎ゆかいな仲間の楽しい
マジックショー
◎マジック、バルーンアー
ト教室
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/育笑 net.
090-1280-6333
NPO法人 協育NPO
母里ん子
info@morinko.jp
尾張旭でミュージカ
ルを作ろう実行委員
会
050-5218-1285
尾張旭市環境課、地
域環境活性化協議会
0561-76-8134
環境課環境政策係
スーパーグレートマ
ジシャンズ
090-3555-0874
フローラルけいこ
ルカ子ども発達支援
ルーム
0561-53-8937

要申込
参加費１人500円

おわり和文化倶楽部
・海演隊
090-1751-3516柳生

申込不要
木戸銭1,000円

NPO法人 協育NPO
母里ん子
info@morinko.jp
スーパーグレートマ
ジシャンズ
090-3555-0874
フローラルけいこ

要申込
参加費１人500円

入場料1,000円
事前申込
こちらから
→

要申込
詳細別添のとおり

申込不要
教室は材料費200
円
申込不要
参加費1人100円
詳細別添のとおり

申込不要
教室は材料費200
円

おわり和文化倶楽部
今年は自分で着たい！
浴衣講座
①７月15日(日) 10：00～12：00
②７月15日(日) 13：30～15：30
③７月18日(水) 19：00～21：00
④７月22日(日) 10：00～12：00
⑤７月22日(日) 13：30～15：30
①②④⑤渋川福祉センター和室
③東印場ふれあい会館
プロの着付師きものスタイリスト
に学ぶ、浴衣の着付講座

とき

ところ
内容

費用
申込方法

参加費：各600円
教材費：別途(持ち物が足りない
場合に個別購入)
前日までに電話で。先着申込順

スタイリストが教える！
浴衣に似合うアップスタイルヘア講座
7月16日(祝)
①9：30～11：30
②13：00～15：00

美容室リシェ(白鳳町)
美容師からアップスタイルヘアを学ぶ
①子どものヘアをアップセット
②自分のヘアをアップセット
参加費：①900円 ②800円
材料費：①②300円

【申込・問い合わせ先】電話 090-1751-3516（柳生）

ホッ,ト・たいむ・ばあちゃんの寺子屋
【こども習字】代表者自宅（桜ヶ丘町2丁目）
9：30～10：30
7 月 1 日,8 日,15 日
10：30～11：30
8 月 5 日,12 日,19 日
13：30～14：30
9 月 2 日,9 日,16 日
14：30～15：30
【着付け+ワンポイント】渋川福祉センター2Ｆ和室
7 月 18 日（水）
8 月 休み
14：00～16：00
9 月 19 日（水）
【大人の習字+七宝焼制作】渋川福祉センター1Ｆ小会議室
7 月 22 日（日）
8 月 26 日（日）
10：00～15：00
9 月 23 日（日）
※参加費は全て 500 円

【申込・問い合わせ先】電話：090-8475-7043（岡山）

交通教育ＮＰＯ

ＯＳＣＮじてんしゃスクール

全国植樹祭尾張旭市関連事業

森林公園植物園ＯＳＣＮセーフティ！サイクリング 参加者募集
（７月８日（日）開催 6：30 受付～11：00 場所：森林公園第２駐車場・植物園・北門前芝生広場）
普段は自転車乗り入れ不可の植物園で、開園時間前のさわやかな森をサイクリング。
途中、植物園指導員による植物観察会を行います。
サイクリング後は、「COOL CHOICE」と「エコモビリティライフ」の広報、県警B-Forceによる講話、
自転車メーカーによる整備・点検の実演、自転車の試乗会等を実施。
走行後、TEASリンアンさんのアイスティーも参加賞として楽しめます。
また、２０１９年春開催の「第７０回全国植樹祭」のPR、緑化、緑の歴史の
学習を行います。
【申込・問い合わせ先】電話：0561-52-3134（片山）
3

ホームページ：「ＯＳＣＮ」で検索

ルカ子ども発達支援ルーム

親子ひろば「すきっぷ」
参加者及び会場スタッフ（ボランティア）募集！
毎月１回（木曜日）に、未就学の親子が集う親子ひろばです。場所は愛知聖ルカセンター（東大道町
原田 68）、参加費は 1 名につき 100 円です。
ことばの発達が遅い、落ち着きが無いなど、行動や発達に気がかりのあるお子さんや、子育てに心配
のある保護者の方も安心して参加できるよう、スタッフがサポートします。子育てや子どもの発達に関
する相談もできます。お手伝いしていただけるボランティアも募集しています。
親子ひろば「すきっぷ」のスケジュール
9 月 6 日（木）は、申込不要。劇団びっくり箱によ
10:00～10:30 自由遊び
る公演あります。
10:30～11:30 親子遊びのプログラム
10 月 4 日（木）は、要申込。手型で記念プレート
を作ります。
11:30～13:00 ホールをランチルームと
して開放
【連絡先】電話：0561-53-8937

ホームページ：「ルカ子ども発達支援ルーム」で検索

地域環境活性化協議会

お店探検隊とエコ工作～あさひこども環境教室～

参加者募集！
わたしたちの住んでいる尾張旭市は、森林公園やため池などの、ゆたかな自然に恵まれています。
この自然を、みんなで守りつづけるため、市内のお店の探検や、工作などを体験し、楽しく「ぼく・わた
しにできること」を考えてみましょう。
●お店探検隊に出発！
ユニー㈱のご協力により、ピアゴ印場店のお店の中を探検し、ごみを出さない工夫やリサイクルの取
り組みなどを学びます。
●エコ工作で思い出づくり！
おがくず粘土で素敵な「えんぴつ」を作ります。
●任務完了！
認定バッジと記念品をプレゼント
日時：8月19日（日）13：00～15：00
場所：ピアゴ印場店
対象：市内在住の小３から小６までの児童 20 名
申込方法：7月2日（月）から7月31日（火）までに市役所環境課へ（先着順）
【申込・問い合わせ先】電話：0561-76-8134（市環境課環境政策係）

登録団体会員募集
瀬戸・尾張旭郷土史研究同好会

登録団体お知らせ
新入会員募集！

郷土史研究同好会は、瀬戸・尾張旭の地域で郷土史や諸々の歴史
に興味がある人が集まって、ワイワイ、ガヤガヤとやっているグループ
です。歴史を研究したい人や、そこまではしたくない人まで幅広く気軽
な集まりです。
会費は年３，０００円。入会金は１，０００円です。
例会は、毎月第４土曜日（午後２時から２時間）に、瀬戸市図書館２
階会議室または、尾張旭市渋川福祉センターで実施しています。例会
以外に講座、会報刊行、日帰りバスツアーを行っています。
【申し込み・問い合わせ先】電話：0561-87-3119（松原）
ホームページ：「瀬戸郷土史」で検索
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ありがとう食堂

食材大募集！
子どもたちに食事を提供するた
めの、米、野菜、調味料、缶詰等の
食材を募集しています。
提供していただける方は、御連
絡ください。
【連絡先】市民活動支援センター
電話：0561-51-2878

尾張旭市まちづくり活動貢献学生認定制度

平成３０年
４月から

市のまちづくり活動に貢献した学生を認定する
ことにより、学生の自発的なまちづくりへの参加促進を目的とした制度です。認定された
学生には、就職活動でもご活用いただける「認定書」を交付します。

Q 対象者は？
Ａ

大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校に在籍する18歳以上の方

Q どんな活動が対象になるの？
Ａ

尾張旭市または尾張旭市の市民活動団体（市民活動支援センター利用登録団体）が実
施している活動に、１年以上継続して参加し、合計１２回以上の活動実績があるもの。
ただし、授業の一環としての活動は対象外です。

【問い合わせ先】：尾張旭市総合推進室 電話0561-76-8108（直通）
尾張旭市まちづくり活動貢献学生認定制度

検索

愛フェス２０１８
ＮＰＯブース出展団体募集
愛フェス＝愛知発・日本初のファンドレイジングイベント
ＮＰＯなどの活動資金獲得の為に寄付を集める行為をファンドレイジングといいます。
愛フェス 2018 では、ブース出展してファンドレイジング投票を受ける団体を募集しています。
愛フェスでは、来場者からの投票券獲得票数に応じて、出展した皆さまにイベントの売上の一
部が「ファンドレイジング志金」として分配されます。
社会貢献・地域活性化に取り組む皆さん、愛フェスで仲間集め・資金集めをしてみませんか？
開催概要
■日時 2018 年 10 月 20 日（土）・21 日（日）
10：00～17：00 雨天中止
■会場 愛・地球博記念公園 大芝生広場
■出展予定数 ＮＰＯブース 50 ブース
【申込期限は 7/25、申込多数の場合は先着順】
■出展説明会 6月29日(金)19:00～20:45
刈谷市民ボランティア活動センターで
開催されます。
詳しくは「愛フェス2018」で検索！
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ふくし委員会だより

vol.4 活動報告＆募集

こんにちは！市民活動団体連絡協議会・ふくし委員会です。
私たちは 5 月 23 日に 14 回目の会議を行い、今後の活動につい
て話し合いました。
ひとつは「障がい者マークの普及」についてです。福祉課で配
布している「ヘルプマーク」「ヘルプカード」は障がいや病気等
で配慮が必要なことを周囲に知らせ、支援を求めやすくするもの
です。ピース・トレランスさんの「おてつだいしますシール」は
手助けしたい側（店舗）の気持ちを見える化し、外出しやすい環
境を整えるものです。
次回の会議では、助けたい気持ちの見える化を店舗だけではな
く、サポーター制度など個人に展開できないか話し合う予定で
す。その他毎回、地域の福祉課題や困りごとについて情報交換し、
私たちにできることを話し合っています。
次回会議は 6 月 29 日（金）13 時〜15 時 渋川福祉センターで
す。興味関心のある方、地域課題や困りごとのある方は気軽に参
加してお話してください！お待ちしています！
（委員長 河口 090-1863-1228
C メール可）

＜ふくし委員会委員＞
☆ホット・たいむ・ばあちゃんの寺子屋
岡山順子
☆NPO 法人ピース・トレランス
押富俊恵
☆尾張旭キャラバン隊ウイッシュハート
河口美保
☆介護健康村推進協議会
中西敏憲
☆NPO 法人にこまる
廣中志乃
参加団体も大募集！！

名鉄瀬戸線「尾張旭駅」北口すぐ
グリーンシティビル1階のコミュニティスペースを使いませんか？
●場
所：尾張旭市東大道町原田34-1
●広
さ：約80㎡（約10ｍ×約8ｍ）
●利用時間：10：00～17：00
●利 用 料：グリーンシティ加入者様：無料
一般のお客様：500 円／時間
●駐 車 場：10台
グリーンシティではみなさまからの
情報をお待ちしています。
どんな情報でも結構です！
メール等で情報をお寄せください。

詳しくはグリーンシティケーブルテレビへ
フリーコール:0120-150-676
メール：housou@gctv.co.jp
ホームページ：「ＧＣＴＶ」で検索

尾張旭市市民活動支援センター
〒488-0839 尾張旭市渋川町三丁目 5 番地７
渋川福祉センター１階
電
話 ０５６１-５１-２８７８
ファックス
０５６１-５１-２８７９
E-mail
katudoushien@city.owariasahi.lg.jp
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