午前のスケジュール

ブース展示 体験・販売 9:00 - 16:00

小ホール・展示ホール・多目的ホール・大ホールホワイエ

まちづくり / 男女平等 / 文化・芸術 / 福祉・健康 / 環境・防災 / 自治体間連携 / その他

オープニング特別企画

9時

男女平等推進あるある川柳･標語
受賞者表彰式（応募総数 864 点）

〜

16:00

9:30

2階
視聴覚室 チケット販売

10:15

10:00
〜

大ホール

10:20

15:30
小ホール

日進のお米と野菜を使った 5 種類の
カレーを食べ比べ！ 個人・NPO・
大学・事業者などが力を
合わせてつくり上げました。
（1 食 500 円、500 食限定）

12:10

出展団体紹介は

10:30 日本舞踊瑞鳳流 羽桜舞踊子ども会
11:00 Happy Set（ハッピーセット）
11:30 名古屋商科大学 吹奏楽部 シンフォニックアンサンブル

〜

〜

音楽ステージ企画 第 1 部

展示ホール

P. 3

出展団体紹介は

10:30

軽食販売ブース

65 歳以上のおしゃれさんが、思い出の衣装や洋装・
和装などに身を包んで登場！ アットホームな雰囲気 11:20
と本格的な演出の手づくりファッションショー。
大ホール

防災企画・キッズ企画

協力：名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション造形学科

9:30 〜
1階
1階
研修室
エントランス
ライトコート

10:30
〜

〜

日進西中学校 吹奏楽部
管楽器アンサンブルコンサート

9:00

13:30

10 時

11 時

3階
大会議室
など

12 時

P. 5

午後のスケジュール ⇒P. 8

記録のため、スタッフが写真･映像を撮影しています。ご理解･ご協力ください。

1

会場案内図

1階

軽食販売ブース〔1〕〜〔9〕
15:30~ エンディング企画

その他

オープニング特別企画

音楽ステージ
15:10~

小ホール

10:20~11:20

映画おしゃべりカフェ

華麗なる加齢なファッションショー

研修室

無料映画上映「マダム・イン・ニューヨーク」

障がい者
トイレ

〜

多目的ホール

環境・防災

〔60〕

9:30~10:15

10:30~ / 12:50~

〔40〕

〔52〕

大ホール

展示ホール

〔29〕
〜

〔28〕

その他

〜

〔19〕

文化・芸術

〔18〕

まちづくり

〜

〔10〕

福祉・健康

〔41〕〜〔51〕

防災企画〔61〕

12:45~15:00

コインロッカー

ライトコート

女子 男子
トイレ トイレ

防災企画・
キッズ企画

〔62〕〜〔65〕

自販機
公衆電話

カレー選手権
チケット販売

男女平等
クイズラリー

〔67〕

エントランスホール

AED

スタンプラリー抽選
総合受付

男子トイレ

自治体間連携
〔68〕〜〔74〕

女子トイレ

大ホール ホワイエ

男女平等

〔75〕〜〔89〕

自動販売機
喫煙所

スタンプラリー 男女平等クイズラリー まちづくりの主役は、
展示ブースや企画でスタン 日進市男女共同参画マン

市民のみなさんです！

ガ「ど〜おもう？」からク

日 進 市 は、
「自 治 基 本 条 例」
「市 民 参 加 及

プを集めて、景品をゲット！

7 つのエリアを楽しく回れ イズを出題。
ます。

答えは会場にあります。探

※景品の数には限りがあります。 して、答えて景品をゲット!!
受付：1 階 エントランスホール
2

び 市 民 自 治 活 動 条 例」
「男 女 平 等 推 進 条
例」に 基づ いて、
「市民 参 加」
「協 働 による
まちづくり」
「男女平 等」を推 進 するため、
市民が参加、活躍しやすい環境を整備し、
市民の自治活動に協力、支援します。

（問）0561-72-2175

障がい者の就労支援として、お好
み焼き・お弁当・ケーキの製造販
売をしています。

めぐみの会
（問）080-4229-6977

（問）0561ｰ64-2180
info＠bonnemarche.jp

名古屋コーチン肉まん、安納芋の
焼き芋に加え、訳ありりんご等の
果物を取り揃えています。

5

玄米おむすびの会
（問）genmusu@gmail.com

おいしい、色がきれい、腐らない自 「食を通して幸せを考える」をモッ
然栽培の野菜とそれを使った塩焼き トーに様々な活動をしています。一
そばを販売します。
緒に楽しいご縁をむすびませんか？
カンティーン

7

名古屋学芸大学 Canteen
（問）にぎわい交流館へ

今年もサンドイッチをご提供しま
す。秋のマロンとお惣 菜の 2 種
類の味をお楽しみください。
一般社団法人 愛知中央青年会議所
（問）0561-34-3866

13

日進市民参加の会
（問）090-4114-6232 片岡

（問）0561-75-5506

障害のある人達の自立と生産活動の支
援をしています。施設では毎日パンを
焼いています。お召し上がりください。

11

北福市民の会
（問）0561-72-3564 田中

北部福祉会館を活性化する有志
の会です。夏の発表会、2 月に勉
強会などを開催しています。

14

日進まちづくりの会
（問）にぎわい交流館へ

（問）にぎわい交流館へ

健康に暮らすための食生活を学び、広め
る活動をしています。雑穀入り土鍋おこ
わ・ルイボスティーでお待ちしています。

6

生活工舎あめつち
（問）090-2773-3729

日進市赤池の古民家と農地をお
借りして、工芸と農業の活動をし
ています。

9

ノーマ農園

（問）070-5251-4638 山口
shinsan1123@gmail.com

自然栽培の無農薬野菜とその加工品、
お米をご提 供する会員制農園です。
農園横で無人販売もしています。

12

劇団玉手箱
（問）にぎわい交流館へ

公演や老人ホーム訪問のパンフレッ
トや写真、またこれらの活動状況を
動画スライドで紹介します。

15

小
/ ホール

日進 市・みよし市・長 久手市・
東郷町を活動エリアとした、まち
づくり運動をしています。

社会福祉法人 きまもり会 愛歩

あいうえおの会

まちづくり

10

8

3

小
/ ホール

4

2

一般社団法人 ボンマルシェ de ファーム

軽食販売ブース

1

社会福祉法人ポレポレ

南ヶ丘福祉まちづくり協議会

（問）0561-72-3764 高平
kaztakah@ruby.ocn.ne.jp

市政を知り、参加し、より良い市政を 福島の親子を保養のため迎えた 「ぷらっとホーム」の運営、災害時要援
目指す。市の出前講座、講師による 「ふくしまほっこり空間 in 日進」 護者支援体制づくり、高齢者見守りの
勉強会、フィールドワークなど実施。 など、活動を紹介します。
仕組みづくりなどの活動をしています。

16

歴史ロマン愛知
（問）a01777819ct@sea.sannet.ne.jp

17

薔薇しかない花屋
（問）info@yogo.co.jp

歴 史に興味関心ある人々が交流・ 薔薇しかない花屋のバラはきれいで長持
学び、教養を高める活動。地域の社 ち！ 花を愛する人はきれいで優しい！
寺・遺跡等の訪問見学もしています。 花をあげる人ももらう人も幸せいっぱい。

にっしん図書館サポーターズ
（問）にぎわい交流館へ

22

新日本婦人の会 日進支部
（問）t̲hamako@yahoo.co.jp

日進市写真連盟
（問）にぎわい交流館へ

（問）090-9926-2231

運営する「ぷらっとホーム」では美味し
いコーヒーを提供しています。お困りの
際は「もしもしコール」してください。

21

にぎわい句座
（問）にぎわい交流館へ

カメラは外出を促す魔法の道具です。 毎月第１火曜日に例会を開いてい
カメラを持って外出を楽しみません ます。年間優秀作品を展示しま
か？ 新しい出会いの場でもあります。 す。

23

クラフト会議

（問）090-8074-5327 タルミ
kurafuto.kaigi@gmail.com

24

お散歩カメラクラブ

小
/ ホール

日進市立図書館でのイベント開
催などの活動を紹介します。図
書館のことを語り合いましょう。

20

特定非営利活動法人サポート日進

文化 芸･術

19

18

（問）090-3858-3383
osanpoclub＠kdn.biglobe.ne.jp

日進の新婦人の活動を紹介します。 クラフト講師の集まりです。制作体験を通 「ぶらぶら楽しむ」をモットーに写真
今年は特に「平和へのとりくみ」に して人や地域のつながりを持っていただき、 を学ぶクラブです。オリジナル教材
重点をおいて展示・紹介します。
皆様の楽しい！嬉しい！をサポートします。 で実践指導もあります！
3

文化 芸･術

25

日本舞踊 瑞鳳流瑞鳳会

（問）052-801-1562
info@zuihouryu.jp

小
/ ホール

日本舞踊を通じて地域貢献をし
ています。文化 庁 補助事業、舞
踊会、慰問等。

28

26

ダイナソー イングリッシュ サークル
（問）にぎわい交流館へ

ミャンマーで出会った懸命に生きて
いる素晴らしい子供たちを、写真や
ビデオを通じて紹介します。

27

日進市国際交流協会（NIA）
（問）0561-73-1131

市民まつりで皆様に協力いただいた、
バングラデシュへの物資支援について
去年の様子を中心にパネル展示します。

十人十色
（問）にぎわい交流館へ

自然の物、家にある物。捨てるものに
も命があるとの「もったいない」意識
で、ささやかなものづくりの会です。

その他

29

モバイルパソコンクラブ

（問）090-9904-1925
okamuraj@muf.biglobe.ne.jp

30

特定非営利活動法人 サンコムネット
（問）0561-75-4416

小
/ ホール

スマホやタブレットパソコンの無料勉 パソコンを使ったお絵書きの作品や
強会を月 3 回程度開催しています。ど パ ソコンで 遊 ぶスロット、最 新 の
なたでも都合のよい日に参加ください。 Windows 10 などを展示します。

32

彩菜
（問）0561-72-2733

33

母親支援 Re: Birth
（問）にぎわい交流館へ

31

靜工房
（問）052-872-2220

聴覚障がい者が作る、手作りの
木製品を販売します。

34

NPO 法人 親育ネットワーク

（問）0561-76-3475
080-1625-9007

野菜の無農薬有機栽培や研修、 母親支援を軸に、日進での
「親育」で輝く人が溢れる社会を創
野菜を使った手造りパンの製造 コミュ二ティづくりを目指してい りたいという想いで仲間が集結！
と安心食材の研修をしています。 ます。
私達をぜひ知ってくださいね☆

35

一般社団法人 BIG BRIDGE

（びさん ESD 協議会 参加法人）

（問）080-5295-9775

もうすぐ始まる マイナンバー！
びさん ESD 協議会は、個人番号カー
ド用の写真撮影をお手伝いします。

38

あいち NPO 交流プラザ

（愛知県 県民生活部 社会活動推進課 NPO グループ）

（問）052-961-8100

NPO 法人の設立認証、NPO と行
政の協働促進、NPO の情報提供
等を行っています。

福祉 健･康

41

日進市年金者の会
（問）にぎわい交流館

展
/ 示ホール

年をとっても心は青春。誕生会や
サークルで人 生を楽しんでいま
す。そうした様子を紹介します。

44

社会福祉法人 あじさいの会

（問）0561-74-1943
k-yuttari511@kss.biglobe.ne.jp

36

愛知淑徳大学 学生団体ちゃっちる
（問）challenged̲children@yahoo.co.jp

私たちは障がい児と健常児が交
流できる場を作る活動をしてい
ます。活動紹介をご覧ください。

39

日進市ボランティア連絡協議会
（問）0561-73-4885

ボランティア連協および加入団体の
紹介を行います。

42

心身機能活性療法愛知県支部 ひまわり

（問）090-8737-1100 成田
090-2185-5545 大橋

日進市にぎわい交流館
（問）0561-75-6650

誰でも集えるサロンがある、市民活動
支援センターです。展示やクイズのほ
か、公式キャラのグッズを販売します。

40

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
（問）0561-73-4885

市民活動を支える、日進市社協ボランティ
アセンターと「じぶんの町をよくするしく
み」日進市共同募金委員会を紹介します。

43

傾聴ボランティア うさぎの会

（問）0561-73-1833
a08kusan@na.commufa.jp

みんなで健康になろう！ 生活習慣病と 「傾 聴」は 心を込めて相手の話を
は？ 脳と心と体を見直そう！フィンガー じっくりと聴くことです。この傾聴
スポーツ・フラハンド・心身体操。
をボランティアとして行っています。

45

愛知東部相続相談所
（問）052-834-0486

精神疾患で社会的な生きづらさを抱 日進市や周辺地域でおおむね月
かえる人が地域で自立した生活を目 1 回、相続に関するセミナー・相
指す、就労継続支援 B 型事業所です。 談会を開催しています。
4

37

46

タッチネス倶楽部
（問）greenpulfarm@gmail.com

キネシオロジーやタッチフォーヘ
ルス健 康 法の紹介、筋肉テスト
の体験を行います。

ひまわり
（問）0561-73-4885（社会福祉協議会）

50

精神保健福祉ボランティア すばる
（問）0561-73-4885（社会福祉協議会）

市内唯一の心の病を持つ方が気楽に
集まれる場所を開催。出入り時間は自
由。一人でいたいときはゴロ寝も OK。

グリーンアドバイザー愛知
（問）090-6584-1266

（問）090-2348-3771 村瀬

（問）052-803-7430

51

社会福祉法人 愛知三愛福祉会
（問）0561-75-4321

好きな色のカラーソルトを重ね、アロマ
で香りづけをして「バスソルトボトル」
を作ります。大人も子供も楽しめます！

53

日進自然観察会
（問）0561-73-1220 山崎

56

日進里山リーダー会
（問）ys̲gentle@marble.ocn.ne.jp

《資料出展》

発達障がい児親の会
NPO 法人愛知シュタイナー学園
展示ホール内で配布しています。

54

折戸川にホタルを飛ばそう会

（問）0561-72-2027
090-9921-6298 土方

本年度は小学校出前授業、ホタル
観賞会、折戸川生物検探会が「にっ
しん ESD 事業」に採用されました。

57

ハーブの小径

多
/ 目的ホール

菜遊会

（問）090-1284-7944
ozawa-wj@pg8.so-net.ne.jp

点字クラブ ポツポツ

PPK（ぴんぴんころり）は人 類の 優しい気持ちと少々のパソコン知
願望。PPK グループは目指します。 識を活かし、目の不自由な方々へ点
会員募集中（年会費 1000 円）
字で情報発信し喜ばれています。

園芸の知識を広く皆さんにお伝えする 毎日第 2 日曜日に日進市内の自
団体です。植物の育て方、切り戻し方、 然を観察して楽しんでいます。今
増やし方など何でもご相談ください。
年で 31 年続けています。

55

49

環境 防･災

52

特定非営利活動法人 PPK グループ

展
/ 示ホール

視 覚に障害のある方のガイドヘル
プ、交流などを行うボランティアグ
ループです。

48

福祉 健･康

47

（問）090-2344-1025 小塚

田園フロンティアパーク構想に共感した 日進の北高上 緑地、運 動公園（四 ハーブを身近に置いて健康、脳の活性
定年退職者が悪戦苦闘しながら野菜作 季の森）などを中心に里山の再生 化、そしてゆとりある生活をしていた
りを学び、遊休農地で栽培しています。 と維持管理等に取り組む団体です。 だく事をコンセプトに活動しています。

58

梅森さくら保存会
（問）052-801-1081 伊藤

梅森西後に植樹された桜を大切に
育てていくため、清掃や草刈の活動
をしています。会員募集中。

（問）0561-75-2188

日進防災推進連絡会

（問）090-4235-4738
0561-73-8145 中野

日進市地区赤十字奉仕団
（問）にぎわい交流館へ

「災害が起こった時に支援できること」
①毛 布 を 使った ガウン ②リラクゼー
ション ③風呂敷を使ったリュックサック

62

こっとんぼーる
（問）info@cottonball.jp

65

愛知池友の会
（問）にぎわい交流館へ

63

名古屋学芸大学 ハートフル♥エデ
（問）14hc109@st.nuas.ac.jp

青年赤十字奉仕団として、募金
や防災、復興支援の活動をして
います。

66

愛知学院大学 AGU ボランティアセンター
（問）aichigakuin.vc＠gmail.com

チケット販売中！
（1 食 500 円、500 食限定）

エントランスホール

67

〔61〕1 階 研修室
〔66〕2 階 視聴覚室

（問）0561-73-4885（社会福祉協議会）

愛知池内周辺の環境保全に関わ 学内外での幅広いボランティア活動と、
るボランティア活動をしています。 学生生活の支援を行っています。いろ
出展は「利き水」
「石鹸粘土工作」 いろな体験型の遊びを用意しました。

防災企画・キッズ企画の会場
〔62〕〜〔65〕1 階 ライトコート

日進災害ボランティアコーディネーターの会

防災に関する啓発活動を行って 災害時におけるボランティア支援
いるグループです。地震の際の家 センターについて紹介します。
具転倒防止の方法を紹介します。

「忘れない！東日本大震災」をテーマ お花を使ったア−トセラピー・花
に学生が被災地で活動をしています。 育の教室を開催しています。心を
そこでの活動や学びを報告します。
豊かに育むお手伝いをします。

64

60

防災企画・キッズ企画

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部

61 サービスラーニングセンター

59

日進生活改善実行グループ
（問）にぎわい交流館へ

とりたての野 菜や漬 物を販 売しま
す。日曜朝市は JA 駐車場で 5:30 〜
7:30 開催。
5

自治体間連携

68

いきいき塾 NPO 絆〔日進市〕

（問）080-3577-8684
ikiikijuku̲npo̲kizuna@yahoo.co.jp

大
/ ホール ホワイエ

10 月 11 日に開催した「絆 日進市民
音楽祭」をビデオ・写真で紹介しま
す。たまり場サロンのご案内。

71

うぃうぃの会〔長久手市〕
（問）090-1299-7125

「つながろうみんなで！ めざそうく
らしやすいまちを」30 団体の活動
情報満載のマップを配布します。

74

とよあけ応急手当普及ボランティアの会

（問）080-3062-9760 礒野
toyoake88club@outlook.com

豊明市内で応急手当の普及啓発
のため、消防と連携して講習や防
災訓練などの活動をしています。

男女平等

75

ジェンダー研究会 Coalook
（問）にぎわい交流館へ

大
/ ホール ホワイエ

同性婚（パートナーシップ等）の普及
国一覧を展示し、賛否意見について
ポストイットを貼っていただきます。

78 椙山女学園大学 sugichan
椙山女学園大学 人間関係学部の学
生です。男女共同参画に関する映像
の比較検討を発表します。
独立行政法人国際協力機構

81 中部国際センター（JICA 中部）
（問）052-581-5691

69

NPO 法人 ゆるやかネットワーク
（問）0561-41-9910

〔日進市〕

70

Team・I チーム・アイ〔東郷町〕
（問）にぎわい交流館へ

市民活動団体が緩やかなネットワーク 「休耕田を耕す、心を耕す」をキーワー
を図り、情報交換や交流の輪を広げ、 ドに、ローゼルの栽培を通じ、人と人の
地域まちづくりの推進に寄与します。
交流、心のバリアフリーを推進します。
特定非営利活動法人 あいち NPO 市民

72 ネットワークセンター〔みよし市〕
（問）a-machizukuri@yahoo.co.jp

市民 のまちづくり参 画 を目標 に、福
祉・文化・農業・子どもの育成等の活
動をみよし・豊田で実施しています。

73

とよあけ災害ボランティアネットワーク
（問）にぎわい交流館へ

減災への啓発、勉強会、人材育成を
しています。災害時、緊急時を乗り
切る創意工夫・知恵を紹介します。

自治体間連携ブース

地域の活性化、地域資源の相互活用等のために、尾三地区（豊明市、
日進市、みよし市、長久手市、東郷町）が連携し、まちづくりを進めま
す。5 市町を代表する NPO が出展し、活動を紹介、交流します。

76 椙山女学園大学 椙ちゃん

77 椙山女学園大学 すぎちゃん

椙山女学園大学 人間関係学部の学
生です。男女協働参画に関する国際
比較についての調査を報告します。

椙山女学園大学 人間関係学部の学
生です。男女共同参画に関する研究
発表をします。

79

椿ソーシャル アイデンティティ サポート
（問）070-5644-5089

80

特定非営利活動法人 じゃんぐるじむ
（問）junglegym05@gmail.com

椿 SIS は、ESD 人権 団 体。トランス “違ってもいいじゃない” ということ
ジェンダーの啓発、相談コーナー、 を伝えるためのグッズ販売や活動
天然酵母パンの販売を行います。
の様子のパネル展示を行います。

82

日進市地域女性団体連絡協議会
（問）にぎわい交流館へ

83

にっしんワーカーズ杜の食卓
（問）080-1610-5274 田口

青年海外協力隊は 50 周年。活躍する日本人 「健康で心の豊かな」
「女性だからこそできる自 にぎわい交流館ワンデイシェフ、水曜
の姿を紹介します。協力隊 OB OG による、 信に満ちた」
「次世代を支える若い女性との交流 日のランチを担当しています。バランス
アフリカ布を使ったワークショップも予定。 ができる」地域づくりを目指して活動しています。 の取れた食の提供を目標にしています。

84

公益財団法人 アジア保健研修所

（問）0561-73-1950
info@ahi-japan.jp

85

フェミニストねっと もうやっこ
（問）e127m68-m118@blue.ocn.ne.jp

アジアの女性たちが自立をめざして 「もうやっこ」は名古屋弁で「分かち
作った民芸品を販売します。品物に 合うこと」。人権を尊重し、力を発揮
込められた思いを感じてください。 できる社会をめざしています。

87

フェアトレード風の子
（問）080-9732-0919 丹羽

流通システムの歪みにより、貧困に追
いやられている人々を支えるため、環
境に配慮した商品を販売しています。
6

88

託児グループかばくん
（問）にぎわい交流館へ

学びたいお父さんお母さんを応
援し、子育てのサポートをするグ
ループです。

86

NPO 法人 ファミリーステーション Rin

（問）0561-74-1080
rin@npo-rin.sakura.ne.jp

男女に関わらず個性が尊重され、子ど
もも親も自立して生き生きと生活でき
るまちを目指して活動をしています。

89

特定非営利活動法人 LIBERAS

（問）0561-73-3715
info@liberas.net

子育て支援の LIBERAS です。
学童保育、サマースクールを運営し
ています。笑顔でお待ちしています。

会場案内図

２階

3階

リハーサル室

大会議室

和会議室
2
和会議室
1
男子
トイレ

カレー試食
スペース

先にチケットを
1 階で購入してください

会議室

トイレ

女子
トイレ

視聴覚室

提供場所

トイレ

キッズ企画
〔66〕

EV

EV

投票場所
容器回収

会議室

休憩・飲食
スペース

にぎわい交流館へ行ってみよう！
市役所の東隣にある、黄色いレンガの建物。
「ボランティアしてみたい」
「困っているけど、力になってくれる人はいる？」
など、市民のみなさんのご相談にお答えします！
いつでも、誰でもお使いいただけるサロンでは、市民活動団体が運営する
日替わりカフェでランチやコーヒーを楽しめるほか、ギャラリー・
ランチコンサートなどの催しなどもあります。
お友達を誘って、ぜひお越しください！
電話 0561-75-6650 / ウェブサイト http://shimin-kouryu.net

「わいわい」
公式イメージ
キャラクター

7

午後のスケジュール
〜

〜

視聴覚室

大会議室
など

出展団体紹介は

15 時

防災企画・キッズ企画

〜

〜

軽食販売ブース

1階
研修室
ライトコート

P. 3

大ホール

展示ホール

15:00 13:50

12:50 ひだまり
13:20 YAMANINGer-Z（やまにんがーぜっと）

映画おしゃべりカフェ

（参加費無料 飲み物付き）
15:10 「マダム・イン・ニューヨーク」を鑑賞した後は、
解説を交えながら、その感動を皆さんで気軽に
16:00 話してみませんか。
展示ホール 日本や世界の女性の立場も見えてきます。

〜

〜

15:30
15:50

小ホール

エンディング企画

防災企画

忘れない！ 東日本大震災
被災地での学生の活動の報告
東北物産の試食・販売

キッズ企画
わなげ・クイズ・魚つりなど
たのしい遊びがいろいろ

〔61〕名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部 〔66〕愛知学院大学
AGU ボランティアセンター
サービスラーニングセンター

1 階 研修室

2 階 視聴覚室

子ども消防服
試着体験など

〔62〕名古屋学芸大学

ハートフル♥エデ

災害時に支援できること

好きなお花で
自由なアートづくり

〔62〕こっとんぼーる

せっけん粘土づくり

大人は「利き水」で楽しんで
リラクゼーション、身近なもの 〔65〕愛知池友の会

で作るお役立ちグッズの体験
〔64〕日進市地区赤十字奉仕団

※材料費がかかるもの、数に
限りがある企画があります。

1 階 ライトコート
8

英語ができず、家族にからかわれる専業主婦。
姪の結婚式の手伝いで一人ニューヨークへ旅立っ
たことをきっかけに、ひとりの人間としての自信を
取り戻していきますが……

音楽ステージ企画 第 2 部

P. 5

16 時

12:20
開場

15:30 16:00 13:30 12:45 12:50
小ホール
2階
3階
出展団体紹介は

14 時

先着 200 名に粗品をプレゼント！

10:00 9:00 10:30
〜

13 時

（2012 年／インド／日本語字幕／ 134 分）

にっしんまるごとカレー選手権
結果発表・表彰式
メモリアルムービー上映

協力：名古屋学芸大学 メディア造形学部 映像メディア学科

アンケートにご協力ください
スマホからかんたん回答！

http://goo.gl/forms/olpCXfyQ4b

（アンケート用紙も用意しています）
にっしん市民活動祭

主催 日進市
企画・運営 にっしん市民活動祭実行委員会
コニックス株式会社（にぎわい交流館 指定管理者）
後援 愛知県、社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会

にっしんハーモニーフェスタ

主催 日進市
企画・運営 にっしんハーモニーフェスタ開催実行委員会

問い合わせ 市民協働課 電話 0561-73-3194

