にぎわうところに笑顔がいっぱい！
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●にぎわい掲示板
●にぎわい広場
ギャラリー・ランチコンサート情報
市民活動サポートを強化しました！
くるりんばすチョロ Q 発売中！

にぎわい交流館は、誰でも集える市民の交流サロン、市民活動支援センター、
大学交流・国際交流の拠点施設です。
喫茶＆ランチ、コンサートなど市民のみなさまの憩いの場として、市民活動・
ボランティアに触れるきっかけづくりの場として、そして市民活動を頑張るみ
なさまの活動の場として、いつでも、お気軽に、お立ち寄りください。
みなさまのご来館を、心からお待ちしています。

★事業案内★
日進市制 20 周年記念事業

にっしん市民活動祭

日進の市民活動団体が大集結！！
あなたにピッタリの“やりたい”と“やりがい”
を見つけに来ませんか？

展示・体験・物品販売
★市民団体(NPO)、大学、企業など 100 以上が出展。展示や体験、
物品販売など各ブース楽しい企画がいっぱい!(^^)!

大ホール講演／小ホールトーク企画
★ 9:15 ～ 9:50 にっしんトーキングステーション「イレーネの部屋」
★ 10:00 ～10:45 昇秀樹さん「自治基本条例」と市民の「参加と協働」
★ 11:20 ～12:20 矢野きよ実さん「あなたと出逢い 生きていく」

セミナー・イベント企画

ステージ(小ホールなど)
s DANCE BOX
12:30 TD Y’
子どもたちのヒップホップダンス

13:00

子どもたちの日本舞踊

13:30

おもしろ音楽療法の会
体操や歌による音楽療法

14:00

★13:00～14:00 わいわい広場
★13:00～14:30 介護保険制度改正についてのセミナー
★14:00～15:00 一緒に考えよう 大人と子どものイイ関係
フードコート(展示ホール) 9:00～14:00

日本舞踊瑞鳳流瑞鳳会

GHK 愛知学院大学 放送文化研究会
生 DJ で楽しい時間をお届け

14:30

親と子のみどりの杜合唱団
ミュージカル

おこわ／名古屋コーチン肉まん／豚汁／からあげ／いなり寿司／サンドウィッ
チ／焼き菓子／コーヒーなど
※詳細は広報にっしん 11 月号折込チラシ及び市ホームページ、当館ホームページ
(http://www.shimin-kouryu.net)をご覧ください

15:00

日進中学校吹奏楽部
アンサンブル演奏

15:30

津軽三味線 杉山大祐
津軽三味線ソロ演奏

にぎわい交流館イメージキャラクター

市民投票開催中！

たくさんのご応募本当にありがとうございました。
厳選な審査の上、10 点の候補作品を選出いたしまし
た。現在、市民投票開催中です。ぜひご投票ください。

楽しく茶話会しませんか？
世代をこえてお話ししましょう

「わいわい」応募作品展

・子育てって大変？でも楽しい？
・歳を重ねるって素敵？しんどい？
・住んでて良かった日進！
・何かあったらどうしよう・災害に強いまちとは？
・大学たくさんあるよね～学園都市日進！
・ご近所同士の困りごとって？
ニッシー
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応募作品 133 点を展示します。魅力的なわいわいた
ちをぜひ見に来てください!!

★団体活動紹介★～素敵な団体さん見つけた～

活動内容

連絡先

・パソコン教室
・パソコン相談会
（日進市立図書館主催 月１回）
・会員相互の勉強会と親睦会

〒470-0122
日進市蟹甲町中島 277-1 にぎわい交流館内

TEL＆FAX 0561-75-4416
メール suncomnt@ylw.mmtr.or.jp
HP http://suncomnt.blogspot.jp/

■パソコンを通じてひろがる活動！
サンコムネットは平成 8 年にパソコン勉強会のグループとして

「図書館主催パソコン相談会」

発足し、平成１２年から特定非営利活動法人として活動していま
す。
これまで就職に向けてパソコン力をつけるための講座や応用力
をつけるための講座も開催してきました。最近は主にシニアを対
象とした講座やパソコン相談会などを開催しています。
また高齢者が孤立することのないよう、ブログを通して交流を
図る目的の地域支えあい推進事業「ニッシーブログ村」にも協力
しています。私たちの活動に関心がある方、ぜひご連絡ください。

平成 26 年 12 月 21 日（日）
13:30～15:30
場 所 日進市立図書館
日

時

※平成 27 年１月、２月にエクセル・ワード・イン
ターネット講座などを予定しています。
詳細はサンコムネットまでお問い合わせください。

新入会員大歓迎です！

活動内容

連絡先

・指導士勉強会及びミーティング
・指導士育成研修
・セミナー体験会開催
・利用者、ご家族、指導士交流

〒470-0131
日進市岩崎町根裏 34-22

TEL 090-8737-1100
FAX 0561-72-2651
代表

成田智子

「勉強会・体験会・交流会」

■心身を鍛えて機能改善！
脳と心と体を鍛え、認知症・うつ病・脳卒中後遺症・障がい児

日

時

10:00～12:00（指導士ミーティング）
13:30～16:00

(者)・パーキンソン病などの症状の改善を目指し、生活習慣病やが
んの予防にもなるリハビリプログラムが心身機能活性療法です。
指導士が利用者やご家族に寄り添い、親身になってプログラムに
取り組み、利用者、ご家族とともに改善を目指しています。
セミナーや毎月の勉強会では、これまでの実践成果の報告や体
験会を実施しており、心身機能活性療法について理解を深めてい
ただいています。心身ひまわりサロンでは、ご本人の中に存在す
る改善できる力を引き出すことが指導士の役割であるとし、研鑽
に努め活動しています。
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毎月第１水曜日

「心身活性教室」
日

時

毎月第 2、4 木曜日

場

所

どちらもにぎわい交流館

14:00～16:00

※心身機能活性療法セミナー／指導士養成研修会を
愛知県内で開催しています。 詳細は心身ひまわ
りサロンまでお問い合わせください。

★団体活動紹介★～１Ｆサロンで活躍中！～
☆ワンデイシェフ☆
月曜日～土曜日まで、日替わりで楽しめるワンデイシェフのランチ。
今回は水曜日担当の「にっしん・ワーカーズ杜の食卓」を紹介します。

■安心安全をモットーに！！
ワンデイシェフ開店時から関わっている「にっしん・ワーカーズ杜の
食卓」です。たくさんのいろんな世代の方に食べてもらいたいと願い、
生協食材を中心に献立を立てています。生野菜を出さないのが私たちの

にっしん・ワーカーズ杜の食卓

スタッフ一同です

こだわりです。
消費税 8％や天候不順は野菜などの物価を上げていますので、献立を

月

愛歩協力会

考えるのに苦労しますが、
「美味しかったよ」の言葉にうれしさと活力を

火

キッチンよつば

もらいます。ぜひ、お友達を誘ってお越しください。

水 にっしん・ワーカーズ杜の食卓
木

キッチン絆

第 1,2,5
第 3,4

金

土
第3

日替わりランチ 650 円
この日のメニューはえびのかき揚げ

ケーキ 100 円／飲み物 200 円

金 絆たまり場サロン
優・食チャチャ

名古屋学芸大学 Canteen

日

社会福祉法人ポレポレ

ランチ 11:30 ～14:00(売り切れ次第終了)
喫 茶
9:00 ～16:00

☆にぎわいマーケット☆
月曜日～金曜日まで、日替わりで楽しめるにぎわいマーケット。
今回は第 2 金曜日に出店している「ハーブの小径」を紹介します。

■ハーブで健康的なゆとりのある生活を！
ハーブの小径は、平成 4 年にハーブの好きな人が集まってできました。
自分たちで育てたハーブを生活の中に取り入れ、ゆとりを持って健康的に
暮らすことを目的としています。
現在、共同の畑にて毎週火曜日に畑仕事をしています。その他、第 3 火
曜日は香久山福祉会館で調理講習及び、クラフト講習をしています。
また、皆で計画を立て、年 2 回日帰り旅行を行っています。第 2 金曜

ハーブのさわやかな香りが広がって･･･

月

愛歩協力会

日 10:00～14:00 までにぎわい交流館にて出展していますので、ぜひお

火 スマイルハウス・ハーブの小径

越しください。

水

フェアトレード風の子

木 NPO 絆 ・薔薇しかない花屋
第1

金

第 1,2,5

ローゼルのゼリーの試食

ハーブのフラワーアレンジメント
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日進年金者の会
金 絆たまり場サロン

第2

金

ハーブの小径

第3

金

ことり工房 contact

第4

金

十人十色の会

★にぎわい掲示板★～お知らせ・イベント情報満載～
子ども市 2014

着物をリメイクしませんか！

～みえないものがたからもの～

タンスの中で眠っている着物を作務衣・ワンピースなど
にリメイクしてみませんか？

「ぼくたちが、お店をつくるよ」
子どもたちがアイデアを出し合って、お店を開きます。
どんなお店があるかは、来てのお楽しみ❤
みんな、お友だちと一緒に遊びに来てね。

日

時

毎週木曜日

平成 26 年 12 月 14 日(日)
10:00～12:00
場 所 日進市立梨の木小学校 体育館

場

所

スマイルハウス

参加費

500 円

内 容 子どもたちによるお店屋さん
参加費 10 枚綴りで 100 円
参加にはチケットが必要
親子でご参加ください!(^^)!
問合せ 日進おやこ劇場
TEL (0561)72 - 0203

問合せ

スマイルハウス

日

時

(日進市折戸町)日進駅より徒歩 5 分

山口

家族で野菜と米を作ろう！
自分の畑で野菜づくり、共同でお米づくり、芋ほり、採れた
て野菜でお料理会、自然観察、四季折々のイベントが盛りだ
くさんです。畑のオーナーになって、週末は野菜・お米づく
りをしてみませんか？

一緒にエッセイを書きませんか？
★年に 1 回エッセイ集「石火光中」を発行しています
時

毎月第 3 木曜日

場

所

にぎわい交流館

講

師

淡河俊之さん(元毎日新聞社 支局長)

日
場
内

13:00～15:00

参加費

1000 円／月

問合せ

日進エッセイの会
後藤 (0561) 72 - 2970

時
所
容

地元でとれた安心安全な野菜を中心にお米、コーヒー、手作
り雑貨や手作りおやつなどを販売しています。
ここに来るとなんだか楽しい！
笑顔あふれる朝市にぜひお越しください。
日

毎月第１木曜日
にぎわい交流館

9:00～12:00

日進・げんき朝市

古代は謎だらけ。古代のことを学習したり、舞台となった所
を訪ねたり、謎解きをしてみませんか？
直近では、浜松市の蜆塚(しじみづか)遺跡へ行ってきました。
時
所
容

毎週土曜日

日進市折戸町高松
畑一区画 20m2 強 愛知用水が通っています
ミニ耕運機、草刈機は無料で使用可能
指定肥料(無料提供の牛・豚・鶏ふん)を中心に使用
費 用 1 万円／年(お米 2kg 付)
問合せ NPO 法人 にっしん市民環境ネット
寺田 (090)5032 - 2308
FAX (0561) 73 - 6303
メール nskn@love-hug.net

古代史を知る会

日
場
内

(090)2344 - 6507

詳細はお問い合わせください

日進エッセイの会

日

10:０0～15:00

時

1３:30～

毎月第 2・第 4 日曜日 9:00～11:30
※2015 年 1 月より第 4 日曜日のみ開催

場

縄文時代のビジュアル版テキストを用いて学習
今後、弥生・古墳時代へ進む予定
遺跡見学もあり
参加費 1200 円／年
問合せ 日進市年金者の会
飯野 (0561) 72 – 4532
芳賀 (052) 805 – 1530

所

問合せ

日進市五色園 4-2616
㈲ニックプラス駐車場

NPO 法人 日進野菜塾
TEL (090) 5443 – 1518
メール info@n-yasaijuku.com
★公共交通機関でのご来場方法★
くるりんばす：北コース「かえで台西」下車徒歩 2 分
東コース「相野山福祉会館」下車徒歩 1 分
名鉄バス：五色園行き「下島」下車徒歩 3 分
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★にぎわい広場★
●ギャラリー情報

●ランチコンサート情報
水彩画展

12/3(水)

Yoichi(ジャズ・ポップス)

木彫り展

12/4(木)

さぼてん(オカリナ＆ギター)

12/1(月) ～12/10(水) 愛知シュタイナー学園
12/11(木) ～12/20(土) 堀井憲爾
12/21(日) ～12/27(土) 未定(出展者募集中)

1/5(月) ～ 1/20(火) イワサキ 82・54 絵画・刺繍展
1/10(土) ～ 1/20(火) 十人十色の会

書初め展

1/21(水) ～ 1/31(土) 柴原薫

12/10(水)

ユージン(歌謡ポップス)

12/13(土)

Akila(ポップス)

12/17(水)

CERENA(ライアー・ゴスペル)

12/20(土)

矢吹みやヴィ＆野﨑紀子
(オリジナル曲・朗読)

写真展

2/1(日) ～ 2/10(火) 十人十色の会

パステル画展

2/11(水) ～ 2/20(金) にぎわい交流館

わいわい作品展

2/21(土) ～ 2/28(土) 未定(出展者募集中)

12/22(月)

日進女声コーラス(ポップス)

1/10(土)

アーサー上野(歌謡ポップス)

1/13(火)

ユージン(歌謡ポップス)

3/1(日) ～ 3/10(火) 未定(出展者募集中)
3/11(水) ～ 3/20(金) 檪の会

ワード絵

3/21(土) ～ 3/31(火) シルバー写真クラブ

写真展
※最新情報はにぎわい交流館までお問い合わせください

市民活動のサポートを強化
しました！
実践経験豊かなアドバイザーが皆様のご相談に
お応えします。市民活動団体の立ち上げや団体運
営に関することなどお気軽にご相談ください。
※事前にご連絡の上お越しください。

とってもかわいい♥くるりんばすチョロＱ。
好評発売中です。通信販売も開始しました。
詳細は当館ホームページをご覧ください。

アドバイザー：髙井智広
NPO 法人まち・ネット・
みんなの広場 副理事長
普段は東海市立市民活動センターで市民
団体の方へアドバイスを行っています。
ＮＰＯ法人で活動する傍ら、自営業、各
種ボランティアを行っています。ＮＰＯ
法人という枠にとらわれず、相談者の皆様が”やりたいこと”か
らその方法を一緒に考えさせていただくことを主眼において相
談をしております。ＮＰＯの経営支援のほか、団体運営に関する
ことなどお気軽にご相談ください。

～にぎわうところに笑顔がいっぱい～

日進市にぎわい交流館
〒470-0122 愛知県日進市蟹甲町中島 277-1
TEL (0561) 75 - 6650 FAX (0561) 73 - 5810
開館時間 サロン 8:30～17:15 会議室 8:30～22:00
休館日 年末年始(12 月 28 日～1 月 4 日)

メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp
ホームページ http://www.shimin-kouryu.net
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