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この見本帖には、おもに「にぎわい交流館」と「社会福祉協議会ボランティアセンター」
にすでに登録している市民活動団体を、ひとつにまとめて掲載しています。
情報を一元化して索引をつくることにより、目的にあわせて団体を探しやすく、より
活用していただけるガイドブックとしました。

見本帖の使い方

●●●●●●● 見本帖の使い方
日進市は、
「できることからはじめます！思いやり・助け合い、にっしん幸せまちづくり」
を合言葉に、「にっしん幸せまちづくりプラン」において地域福祉活動を支援しています。
「市内にはどんな団体があるの？」
「何かはじめたいけれど、どうすればいいの？」
「こんな人と知り合ってみたいんだけど･･･」
そんなあなたの気持ちを大切に、この見本帖を活用
していただけたらうれしいです。
日進には輝いている団体がたくさん！
もしかしたら、あなたにぴったりの場所が、近くで
見つかるかもしれません。
～使い方～
ぱらぱらめくってみる
近所で活動しているところを探してみる
分野から探してみる

･･･など

ちょっと興味があるという方から、すでに活動しているという方まで、いろいろな使い
方をしてみてください。
初心者のあなたには、興味を持つきっかけづくりとして。
活動中のあなたには、団体どうしの交流やつながりをつくる資料として。
見本帖で気になる団体が見つかったら、話を聞いてみてください。気軽にできることか
ら、楽しくはじめてみましょう。

日進市社会福祉協議会

日進市にぎわい交流館

日進市内では、さまざまなボランティア

にぎわい交流館は、日進市の市民活動

グループ、市民活動団体が活動し、多くの

の拠点施設で、団体さんとあなたをつな

市民のみなさんが参加されています。

ぐための場所です。

この見本帖は、これらの団体を紹介して
います。
「できることでお手伝いがしたい」
「仲間
づくり、ネットワークをつくりたい」など

って不安なことがありましたら、いつで
もご相談ください。
人と人がつながることで、まちづくり

さまざまな思いでつどい、活動しています。

の力はどんどんアップすると私たちは考

見本帖が、ボランティア活動をしたい人と

えます。

ボランティアを必要とする人、また、ボラ
ンティアどうしをつなげるかけ橋になれば
と思います。
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問い合わせや、活動に参加するにあた

この見本帖が、素敵なご縁につながる
よう、私たちも全力でサポートします！

見本帖の使い方

【ページ構成】

●分野インデックス

●レイアウト

●分野と色

基本的に１頁に
４団体ずつ掲載し
ています。

各団体が、１つだけ
選択した「おもな活動
分野」ごとに 50 音順で
掲載しています。
各分野ごとにテーマ
カラーを決め、ひと目
で分野が分かるように
なっています。

●ページ

巻末の「分野別」
「50 音順」
「地域別」
の索引をご活用くだ
さい。

【各団体の情報】★

●分野内 No.

00 市民活動団体

●団体の名称
＜お探しアイコン＞

●写真

活動の様子が分かる
写真１枚のみ掲載して
います。
登録先のにぎわい交
流館、社会福祉協議会
ボランティアセンター
（中央福祉センター）
の建物の写真になって
いる団体もあります。

●代表者と連絡先

代表者と連絡先が異
なる場合もあります。
ご注意ください。

●おもな活動日時
活動曜日や時間帯
が決まっている場合
は載せてあります。

●活動エリア

おもな活動範囲

写

真

●活動曜日

おもな活動曜日

日中

●活動時間帯

おもな活動時間帯

●キャッチコピー
代 表 者：○○○○○（○○○○○○○○○）
電
話：0000-00-0000 FAX：0000-00-0000
メ ー ル：aaaaa bbbb @cccc.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：www.abcdefghijklmn.jp
活動場所：○○○○○○○、○○○○○○○
活動日時：第○月曜日 10:00～12:00、
第○金曜日 14:00～17:00
●メッセージ ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○。

活動理念や目的を
ひと言で言うと…

●おもな活動場所
中心となる拠点を
２つまで掲載

●メッセージ

活動への想いや、
伝えたいメッセージ

★基本的に、平成 28 年 1 月現在の情報です。最新の情報は
各団体にお確かめください。
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暮らしを支える

01

日中

暮らしを支える
代 表 者：東 のぞみ（ひがしのぞみ）
電
話：070-5645-8252 FAX：0561-73-7728
メ ー ル：n.higashi@aisen-kai.jp
活動場所：愛知国際病院
活動日時：月～土曜日 9:15～16:00

●メッセージ 私達は医療者ではありませんが、だ
からこそできる事があると考えます。「普通の人」
として外の風を運びます。お互いさまの心で患者さ
んの日常をサポートしています。

02

03 アクセスサポート日進（ASNi）
市内
全域
土
日中

3

午後
日中

代 表 者：尹 善姫（ゆん そんひ）
電
話：0561-75-4321 FAX：0561-75-4322
メ ー ル：san-ai@mb.ccnw.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：www.sanaifukushikai.jp
活動場所：愛知三愛福祉会、グループホームあいわ
活動日時：月～金曜日
10:30～11:30、14:00～15:00

代 表 者：内藤 広海（ないとう ひろみ）
電
話：0561-73-3526 FAX：0561-73-3526
活動場所：中央福祉センター 会員宅訪問支援
活動日時：第３土曜日 13:30～16:00

●メッセージ 毎週金曜日の楽しい歌の会では沢
山の方達が集まり歌う事を楽しんでいます。その他
編物詩吟お習字手工芸ドッグセラピー等を通じて
入所者と親しく交わりの活動をしています。

●メッセージ 日進在住の障がい者を対象に ICT
機器利用上での支援活動を行っています。毎月第 3
土曜の午後中央福祉センターで相談会、要請がある
場合は、自宅訪問して支援してます。

暮らしを支える
あ ゆ み

05 いきいきフラクラブ
市内
全域

日中

日中

●メッセージ 知的に障がいを持つ子の親たちの
有志がにぎわい交流館でワンデイシェフの活動を
しています。本人を一般就労にと思い頑張っていま
す。月曜日にお待ちしています。

●メッセージ 各福祉施設、病院等で過ごされてい
る高齢者の皆様にお会いする事が私達の喜びです。
フラの明るい音楽とダンスを一緒に参加して頂き、
ハワイの気分を味わって頂いています。

環境をまもる

代 表 者：内藤 とみ代（ないとう とみよ）
電
話：0561-73-5730
活動場所：
活動日時：不定期 10:00～11:00、14:00～15:00
(要相談)

学びたのしむ

代 表 者：竹内 信枝（たけうち のぶえ）
電
話：0561-73-6623 FAX：0561-73-6623
携帯電話：090-5103-8111
活動場所：愛歩（生活介護施設） にぎわい交流館
活動日時：月曜日 8:30～16:00、
金曜日 9:30～16:00

人をはぐくむ

市内
全域

暮らしを支える

04 愛歩協力会

07 NPO 法人 アップル・シード

06 梅森シェルパ倶楽部
市内
全域

まちを元気に

日中

日中

●メッセージ 利用・協力会員が困ったときはお互
い様の理念で助け合い活動をする会。大体一日一回
2 時間位が目安で行っている。背伸びせず出来るこ
とでの助け合いでお互い信頼し合う。

●メッセージ 障害基礎年金を受給するには「しょ
うがい」が軽く、一般就労するにはその「しょうが
い」がネックの方々を支援しようと活動を始めまし
た。宜しくお願い致します。

その他

代 表 者：成瀬 毅（なるせ たけし）
電
話：0561-78-3625
メ ー ル：appleseed@gctv.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://seed-of-apple.jimdo.com
:
活動日時：月～金曜日 9:00～17:00

つなぎ、応援

代 表 者：山内 昭子（やまうち あきこ）
電
話：052-802-0554 FAX：052-802-0554
活動場所：自宅
活動日時：曜日 不定期、時間 9:00～17:00
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暮らしを支える

08 NPO 法人 PPK グループ

09 おもしろ音楽療法の会
市内
全域

市内
全域

月
午前

午後

代 表 者：村瀬 至（むらせ いたる）
電
話：052-602-9153 FAX：052-602-9153
メ ー ル：muraseitaru@yahoo.co.jp
活動日時：月曜日 10:00～12:00

代 表 者：岩切 勇治（いわきり ゆうじ）
電
話：052-803-6147 FAX：052-803-6147
Ｕ Ｒ Ｌ：omoonn.exblog.jp/
活動場所：西部福祉会館
活動日時：奇数月に１回 14:00～16:00

●メッセージ ラジオ体操、日本人の身体に最も良
いと言われているラジオ体操を呼び掛け実施。PPK
ゴルフ、都市公園内に地形をそのまま利用森林浴を
満喫し楽しむ生涯スポーツです。

●メッセージ 福祉会館や地域の会場で 1、2 回催
される音楽療法をもっと定期的にとの声により 5
年前に発足。奇数月開催。福祉施設職員の参加も多
く研修でも利用

10 香久山いきいきクラブ

11 くりの実会
東山

5

平日

水

日中

日中

代 表 者：神野 建三（じんの けんぞう）
電
話：052-800-0520 FAX：052-800-0521
メ ー ル：k-jinno@beach.ocn.ne.jp
活動場所：香久山会館 岩崎台・香久山福祉会館
活動日時：曜日 平日が中心、時間 10:00～13:00

代 表 者：柴田 志津子（しばた しずこ）
電
話：0561-73-5947 FAX：0561-73-5947
活動場所：日東東山コミュニティセンター
活動日時：第４水曜日 11:00～16:00

●メッセージ 60 歳代から 90 歳代までの幅広い
年齢層の会員全員が元気に長寿時代を過ごせるよ
う、軽運動や合唱の会、研修旅行等多様な行事を和
気合い合いに楽しんでいます。

●メッセージ 高齢者が元気に過ごせる期間を長
く維持できるよう歓談しながら仲間作りを目的と
するプログラムで、意見交換や毎月違った行事、漫
談、腹話術、コーラスの出演等、笑いいっぱいです。

暮らしを支える

13 傾聴ボランティア「うさぎの会」
市内
全域

市内
全域

暮らしを支える

12 グループあいあい

火

●メッセージ 毎月 1 回定例会その月の個々の活
動について報告。問題があればみんなで協議。勉強
会も合わせて行う。他に幹事（世話役）による打合
せを月 1 回行う。傾聴活動は利用者と調整して随時
行う。

環境をまもる

●メッセージ 視覚障がい者が共に話し合い、理解
を深め、相互の親睦と交流を深めるとともに、他の
グループとも交流会を開いている。小中高等学校へ
行って実践教室の講師も行っている。

代 表 者：鈴木 国弘（すずき くにひろ）
電
話：0561-73-1833 FAX：0561-73-1833
メ ー ル：a08kusan@na.commufa.jp
活動場所：中央福祉センター
傾聴する個人宅・施設
活動日時：第１金曜日 14:00～15:00
第３火曜日 13:30～15:00

学びたのしむ

代 表 者：長谷川 了示（はせがわ りょうじ）
電
話：0561-74-5725
活動場所：中央福祉センター 地域生活支援センター
活動日時：第３火曜日 13:30～15:00

人をはぐくむ

午後

午後

15

14 声の飛行船
市内
全域

まちを元気に

日中

日中

●メッセージ 視覚障碍者に広報、議会だより、福
祉だより、新聞記事等、身近な情報を音声でお伝え
しています。又本など様々な希望に応じています。
情報弱者にならない様、力になりたいと思います。

●メッセージ 精神疾患のため、社会的な生きづら
さをかかえている人たちが、地域の中で自立した生
活を送れるように活動しています。

その他

代 表 者：田中 美保乃（たなか みほの）
電
話：0561-74-1943 FAX：0561-74-1943
メ ー ル：k-yuttari511@kss.biglobe.ne.jp
活動場所：就労継続支援Ｂ型事業所ゆったり工房
スローカフェゆったり（図書館内）
活動日時：火～土曜日 9:00～17:00

つなぎ、応援

代 表 者：鈴木 美智子（すずき みちこ）
電
話：0561-73-1448 FAX：0561-73-1448
メ ー ル：suzuki777@mｂ.ccnw.ne.jp
活動場所：図書館 中央福祉センター
活動日時：月曜日 10:00～12:00
金曜日 10:00～12:00、13:30～15:30
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暮らしを支える

17 社会福祉法人 ポレポレ

16 社会福祉法人 きまもり会
市内
全域

市内
全域

平日

平日

日中

日中

代 表 者：石川 博夫（いしかわ ひろお）
電
話：0561-75-5506 FAX：0561-72-2581
メ ー ル：kimamorikai@me.ccnw.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://kimamorikai.main.jp
活動場所：愛歩（生活介護施設）
活動日時：曜日 平日が中心、時間 9:00～17:00

代 表 者：伊藤 宣子（いとう のぶこ）
電
話：0561-72-2175 FAX：0561-76-4550
メ ー ル：info@pole-pole.or.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.pole-pole.or.jp
活動場所：五色園商店街
活動日時：曜日 平日が中心、時間 日中が中心

●メッセージ 障害を持つ利用者が、その生きがい
として、社会の一員として、パンの製造販売はじめ
各種生産活動に取り組み、その対価を一人ひとりの
生活に役立てるため頑張っております！

●メッセージ 障害者の就労の実践、日中活動の
場。障害児の学齢期に応じての生活力の向上や認知
の広がる体験を支援。未就園児の子育ての悩みやア
プローチ方法を一緒に考えましょう

18 自力運動療法 交流会

19
市内
全域

市内
全域

土
午後

7

午後

代 表 者：木村 啓人（きむら ひろと）
電
話：090-7519-0758
メ ー ル：hirokimu0623@gmail.com
: 木村 啓人
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：土曜日 13:00～15:00

代 表 者：成田 智子（なりた ともこ）
電
話：090-8737-1100 FAX：0561-72-2651
メ ー ル：n.tomoko@tg.commufa.jp
活動場所：にぎわい交流館 心身ひまわりサロン
活動日時：水曜日 14:00～16:00
木曜日 13:30～16:30

●メッセージ 体を改善するためには、大変なこと
や、難しいことをしないといけない？いいえ、単純
な動きを繰り返すことで改善して、自分がやりたい
ことを出来るように一緒に活動しよう！

●メッセージ 「心身活性教室」脳卒中や認知症と
いわれる生活習慣病予防改善に有効な運動をし体
質バランスチェックを楽しみながら心と体のバラ
ンスを整えて健康作りを一緒に学び合う所です

暮らしを支える
暮らしを支える

21 たんぽぽ

20
市内
全域

火
日中

人をはぐくむ

●メッセージ 老若男女問わずできる「笑いヨガ」
で、たくさんの方々に明るく健やかな日々を送って
ほしいと思っています。入退場自由ですので、好き
な時に来て下さいね！日時はご希望に応じます。

●メッセージ 相野山福祉会館にて高齢者の諸活
動を手助けし、健康を考えた手作り昼食を提供す
る。各コミュニティでハンドベル演奏を行う。地域
行事に協力し、夜店を出すなどする。

22 点字クラブ ポツポツ

環境をまもる

代 表 者：服部 良子（はっとり りょうこ）
電
話：0561-73-4525 FAX：0561-73-4525
メ ー ル：gabugabumama@fd5.so-net.ne.jp
活動場所：相野山福祉会館
活動日時：火曜日 9:00～15:00

学びたのしむ

代 表 者：中上 嘉文（なかがみ よしふみ）
電
話：080-1604-7446
メ ー ル：yockn4423@yahoo.co.jp
:
：chunojo4423
活動場所：にぎわい交流館 ノーマ農園
活動日時：不定期（応相談）

23
市内
全域

岩崎
まちを元気に

水
午後

日中

●メッセージ 目の不自由な方々へ大切な情報を
点字にしてお届けする地味な活動ですが、和気あい
あいと楽しい仲間のグループです。皆で作成した
「点字本」をお渡しする時の達成感は一入です。

●メッセージ 助け合う、学び合う、育ち合うをモ
ットーに「住みなれた街で家族ともにいつまでも安
心して暮らし続けたい」と願う人達が集まり、助け
合いの輪を広げています。

その他

代 表 者：村居 多美子（むらい たみこ）
電
話：052-788-2390 FAX：052-788-2391
メ ー ル：info@kaigo-sakura.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kaigo-sakura.com
活動場所：
活動日時：月～土曜日・祝日 9:00～17:30

つなぎ、応援

代 表 者：村瀬 憲明（むらせ のりあき）
電
話：052-803-7430 FAX：052-803-7430
メ ー ル：nt-murase@h2.dion.ne.jp
活動場所：中央福祉センター
活動日時：第１水曜日 13:30～15:30
第３水曜日 13:30～15:30

8

暮らしを支える

24

25
市内
全域

市内
全域

日中

日中

代 表 者：山口 倝示（やまぐち かんじ）
電
話：0561-73-4871 FAX：0561-73-4871
メ ー ル：kanji-y@rb3.so-net.ne.jp
活動場所：藤島町 にぎわい交流館
活動日時：火・木曜日 9:30～16:00

代 表 者：村上 守（むらかみ まもる）
電
話：050-3577-3631、080-1588-0228
Ｆ Ａ Ｘ：052-308-1517
メ ー ル：info@cs4rum.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://cs4rum.com
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

●メッセージ 自立支援事業として、集いの場を提
供し、着物をサックドレス、作務衣等に仕立て直し
たり、ミシン体験などで子どもとの交流を図った
り、楽しく活動をしています。

●メッセージ 私たちは人生の終末期を穏やかに
家族と過ごすための支援活動を行っております。
終活サービスのご相談窓口として、あなたの悩みを
迅速かつ正確に専門家へつなげます。

26

27 名古屋学芸大学Canteen

カ ン テ ィ ー ン

市内
全域
無休

9

代 表 者：数井 美津子（かずい みつこ）
電
話：0561-72-8804 FAX：0561-72-8807
メ ー ル：aiainoie@me.ccnw.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：aiainoie.jp
活動場所：あいあいの家 あいあいの家あい工房
活動日時：助けあい活動等年中無休

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
F A X：0561-75-2584
メ ー ル：ttsuka@nuas.ac.jp
活動場所：名古屋学芸大学 にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

●メッセージ 子育てから高齢者まで、この町で安
心して暮らせるよう、いろいろな活動でお手伝いを
しています。高齢化時代を活き活きと地域活動して
頂くための出会いの場があい工房です。

●メッセージ 栄養バランスのよい「ヘルシーメニ
ュー」を多くの人に知ってもらうために、学生食堂
の献立作成、にぎわい交流館のワンデイシェフなど
多方面で活動しています。

暮らしを支える

28 日進おはなしひろば

市内
全域

金

金

午後

日中

代 表 者：米本 弘義（よねもと ひろよし）
電
話：0561-73-2492 FAX：0561-73-2492
活動場所：総合運動公園
活動日時：金曜日 9:00～13:00

●メッセージ 認知症高齢者の介護予防及び支援
を目的とする。オープン回想法 毎週金曜日 13 時
30 分～14 時 30 分

●メッセージ 地元での週 2 回の練習毎週金曜日、
総合運動公園での合同練習等で健康長寿を目的と
しています。

環境をまもる

30 日進市障害者団体連絡会

学びたのしむ

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：福祉情報センター
活動日時：金曜日 13:30～14:30

人をはぐくむ

蟹甲

暮らしを支える

29 日進市グラウンドゴルフ協会

31 日進市身体障害者福祉協会
蟹甲

木

土

午前

日中

●メッセージ 月 1 回の定例会では聴覚・視覚・知
的・精神・肢体と障がいの違う仲間が集まり、生活
向上のための情報交換と勉強会をしています。見学
会やクリスマス会も実施しています。

●メッセージ だれでも参加して出来ますので会
員になって下さい。おまちしていますので、お電話
下さい。

その他

代 表 者：加藤 統祥（かとう つねよし）
電
話：0561-73-2937 FAX：0561-73-2937
活動場所：中央福祉センター スポーツセンター
活動日時：土曜日 9:00～15:00
第３土曜日 10:00～15:00

つなぎ、応援

代 表 者：林 和子（はやし かずこ）
電
話：090-8865-2201
メ ー ル：saburina1205cake@docomo.ne.jp
活動場所：中央福祉センター
活動日時：木曜日 10:00～12:00

まちを元気に

市内
全域

10

暮らしを支える

32 日進市手をつなぐ育成会

33 日進市年金者の会
市内
全域

市内
全域

日中

代 表 者：竹内 由美子（たけうち ゆみこ）
電
話：0561-58-0612
（NPO 法人じゃんぐるじむ内）
活動場所：中央福祉センター
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

代 表 者：岡本 貞夫（おかもと さだお）
電
話：052-804-9864 FAX：052-804-9864
メ ー ル：nissinnenkin@yahoo.co.jp
活動場所：にぎわい交流館 福祉会館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

●メッセージ 日進市手をつなぐ育成会では、知的
障がいのある方の権利擁護や社会参加のため啓発
活動やイベント活動、バーベキュー大会などの家族
の交流事業などを行っています。

●メッセージ なかまが集い、楽しく遊び学んだ
り、健康維持・認知症予防に役立つ講座等を開いて
います。

ゆうきゅうかい

34

35 日生東山老人会（悠久会）
市内
全域

東山
平日

日中

11

日中

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館 中央福祉センター
活動日時：曜日 不定期、時間 11:00～14:30

代 表 者：木谷 厚雄（きたに あつお）
電
話：0561-73-3962 FAX：0561-56-5900
活動場所：日生東山園集会所 南部福祉会館
活動日時：木曜日 10:00～15:00

●メッセージ 聞こえない人と一緒に手話を使っ
て話してみよう！奇数月の第 4 土曜日の夜 7 時から
にぎわい交流館で手話カフェがあります。お友達を
誘ってご参加をお待ちします。

●メッセージ 卓球、カラオケ、絵画（絵手がみ）、
民踊、詩吟、マージャン、ゲートボール等のクラブ
あり、年 3 回日帰り旅行、新年会、忘年会、囲碁し
ょうぎ大会、ゲートボール三世代交流会あり

暮らしを支える
暮らしを支える

37 ひまわり

36 ハッピーマップ

市内
全域

市内
全域
水

人をはぐくむ

日中

午前

●メッセージ ”共生”するためのイベント企画、市
内各学校で行われる福祉実践教室参加。市からの依
頼により、公的建物の設計段階からのチェック等を
行っています。

●メッセージ 視覚障がい者の方たちが外出する
際、自宅から目的地への移動をお手伝いします。ま
た、市内小中学校・高校での福祉実践教室で、正し
いガイドの仕方を教えています。

38 ボーイスカウト日進第 1 団

環境をまもる

電
話：0561-73-4885（日進市社会福祉協議会）
活動場所：中央福祉センター
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

学びたのしむ

代 表 者：水野 淳一（みずの じゅんいち）
電
話：052-807-0101 FAX：052-807-0101
メ ー ル：jun47choice@gmail.com
活動場所：中央福祉センター
活動日時：水曜日 10:00～11:30

セブン

39 ほっとカフェ 7 （日生東山）
東山
木

午前

午後

●メッセージ 野外での活動を中心に自然から
色々な事を学び友情や協調の精神を育てる活動を
しています。いつでも体験参加していただけます、
親子で大自然の中でボーイスカウト体験を！

●メッセージ 集会所にて、いつも、賑やかにおし
ゃべりしながら、お茶を楽しんでいます。

その他

代 表 者：木谷 早苗（きたに さなえ）
電
話：0561-73-3962 FAX：0561-56-5900
活動場所：日生東山園集会所
活動日時：第１・３木曜日 13:30～16:00

つなぎ、応援

代 表 者：高多 宣章（たかた のりあき）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
Ｕ Ｒ Ｌ：www.scout.or.jp
活動場所：五色園 スカウトハウス 五色山大安寺
活動日時：日曜日 9:00～11:30

まちを元気に

日

12

暮らしを支える
ゆう

40 めぐみの会

しょく

41 優・食 チャチャ
市内
全域

蟹甲

金

金

日中

日中

代 表 者：織田 英嗣（おだ えいじ）
電
話：090-5628-0136 FAX：0561-38-2376
メ ー ル：genmail050@yahoo.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.meguminokai.net
: めぐみの会
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：金曜日 10:00～16:00

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：第３・４金曜日 9:00～17:00

●メッセージ 毎月第 1・2･5 金曜日ににぎわい交
流館「ワンデイシェフコーナー」にて、無農薬野菜
を使った「めぐみえん弁当」やオーガニックドリン
ク等を提供しています。

●メッセージ 笑顔で作るやさしいランチを召し
上がって元気に楽しい毎日

42 レインボー日進

43 れんこんの会
岩崎

13

日

木

日中

日中

魅たい・聴きたいシーン・
ボイスガイド

高齢男性が一人暮らしでも
料理ができるように

代 表 者：並川 葉子（なみかわ ようこ）
電
話：052-801-9269 FAX：052-801-9269
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：日曜日 10:00～18:00

代 表 者：亀井 千代子（かめい ちよこ）
電
話：0561-73-2895 FAX：0561-73-2895
活動場所：西部福祉会館
活動日時：木曜日 10:00～13:30

●メッセージ 視覚障碍者や高齢者が映画を楽し
んでいただけるよう、映画の流れにそって、必要な
情報を生の音声で伝えるガイドです。

●メッセージ 一般家庭にある調味料、器具を使
い、参加したら必ず一品はマスターして家でも作れ
る様、メニュー実習方法を考えて行っています。健
康に生活出来るよう塩分測定も実施予定。

人をはぐくむ
暮らしを支える

01 あいうえおの会
折戸
火
日中

人をはぐくむ

人をはぐくむ

学びたのしむ

代 表 者：小名木 裕子（おなぎ ひろこ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：代表者自宅
活動日時：第３火曜日 10:30～14:00

02 愛知日進モラロジー事務所

環境をまもる

●メッセージ 心身ともに健康に暮らしていくた
めの食生活について学び、一人でも多くの方に広め
ていこうとしています。土鍋や雑穀、ゴマ、味噌な
ど日本の伝統食を大切にしています。

03 明日の子どもの自由と安全を考えるママの会 日進
市内
全域

市内
全域

まちを元気に

夜

代 表 者：桒山 芳高（くわやま よしたか）
電
話：0561-72-2210 FAX：0561-72-2210
活動日時：曜日 不定期、時間 19:00～21:30

代 表 者：粥川 ひろみ（かゆかわ ひろみ）
電
話：0561-73-9467 FAX：0561-73-9467
メ ー ル：bob.mamechann0101@xj.commufa.jp
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

●メッセージ 私たちは、道徳（人としてどうある
べきか）を基調においた、講演会、セミナー、小学
校とコラボレーションした敬老キャンペーンの開
催を通して、よりよい人生、温かい家庭、ステキな
社会作りを目指しています。

●メッセージ 子どもたちが、自由で安全な環境の
中で成長できる地域社会にするため、私たち地域の
大人が、社会のしくみとその変化に関心が持てるよ
う、学んでいます。メンバー募集中！

その他

子どもの笑顔を守る
地域社会をつくろう！

つなぎ、応援

育てよう
感謝・思いやり・自立の心

14

人をはぐくむ
き

04 一般社団法人 アーレの樹

05

ビッグ

ブ リ ッ ジ

一般社団法人 持続可能な伝統文化を守る会 BIG BRIDGE

梅森

市内
全域

日中

日中

すべての葉っぱが、輝くために。

ESD 活動で
人々の絆をつなぐ大きなかけ橋

電
話：052-807-2585 FAX：052-846-7005
メ ー ル：aarre-enjoy@aarrenoki.org
Ｕ Ｒ Ｌ：http://aarrenoki.org
Facebook: http://facebook.com/aarrenoki
活動場所：アーレの樹（梅森台 4-66）
活動日時：火～金曜日 10:00～17:00
土曜日 10:00～15:00

代 表 者：大橋 眞由美（おおはし まゆみ）
電
話：052-433-2550
FAX：052-433-2550
メ ー ル：kakehashi@bigbridge.or.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.bigbridge.or.jp/
活動日時：曜日 土日が中心、時間 日中が中心

●メッセージ アーレの樹は、子どもたちが自分ら
しく生きられる力を育み合うための「居場所」「教
育」
「療育」を提供し、地域社会に貢献いたします。

●メッセージ 地域社会で ESD 活動にて、様々な
出会いの中で自律心、判断力、責任感などの人間力、
又、社会との関係性を深い絆で育み社会全体で次世
代の担い手を育てる事を目的とする。
おやいく

06

07 NPO 法人 親育ネットワーク
蟹甲
月
午前

日中

15

代 表 者：中山 誠子（なかやま せいこ）
電
話：0561-76-3713 FAX：0561-76-3713
メ ー ル：aichisteinerschool@nifty.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://aichi-steiner.org/
:
ブ ロ グ
活動場所：
活動日時：月～金曜日 8:30～17:30

代
電
F
メ
Ｕ

●メッセージ 全ての授業が詩、音、リズム、色彩
に満ち、子どもの感覚を通して内面に響きます。こ
の世界の中で自分の生きる道を選びとっていける
人に育ちます。生徒募集中。詳しくは HP

●メッセージ 「親育」で輝く人が溢れる社会を創
りたいという想いから、志を共にする仲間が 2015
年 2 月に集結！講座や講演活動を通じて、私達の想
いを親や教育関係者を中心に発信中☆

表 者：黒田 忠晃（くろだ ただあき）
話：0561-76-3475(La C Lo 内）
A X：020-4666-9366(La C Lo 内）
ー ル：oyaiku.network@gmail.com
Ｒ Ｌ：http://www.oyaiku-net.org/
:
活動場所：ウインクあいち 子どもアイデア楽工
活動日時：第３月曜日 10:00～11:40

人をはぐくむ
暮らしを支える

09 えほんのエトワール

08
市内
全域

午前

日中

人をはぐくむ

10 お話みどりの風

●メッセージ 現在はシュタイナー幼稚園に通う
保護者親子・未就園児の親子さんが集い、絵本の朗
読や紹介、情報交換を不定期でしています。子育て
の真ん中に、温かな絵本の時間を大切に・・・

環境をまもる

●メッセージ つどいのひろば事業では未就園児
の親子さんに遊びに来ていただいています。親子サ
―クルでは 1 年間通した活動で親子教室とママの
ための講座を実施しています。

代 表 者：柴田 みさ子（しばた みさこ）
電
話：090-3565-3350
メ ー ル：ehonetoile@me.com
活動場所：代表者宅 にぎわい交流館
活動日時：水・金曜日 10:00～12:00

学びたのしむ

代 表 者：小川 悦子（おがわ えつこ）
電
話：0561-74-1080 FAX：0561-74-1080
メ ー ル：rin@npo-rin.sakura.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.npo-rin.sakura.ne.jp/
: https://www.facebook.com/FSRin/
活動場所：
活動日時：月～土 9:00～16:30(
)
月～金 10:00～15:00(Rin のおうち)

11 風の騎士団
市内
全域

木

平日

午後

日中

●メッセージ 朗読訪問で高齢者に話をじっくり
聞いてもらい人のふれあいを楽しんでもらいたい。
小学生には本に親しむ機会を与えたい。こんな思い
で活動しています。

●メッセージ 安心、安全、護身のために働きます。
心身バランス回復、パワーアップ健康エクササイズ
を行います。トークと武道により自己肯定感を育て
ます。

その他

代 表 者：岩田 淳（いわた きよし）
電
話：0561-54-0279 FAX：0561-54-0279
活動場所：ボランティアセンター デイサービス
活動日時：要相談
（曜日 平日が中心、時間 日中が中心）

つなぎ、応援

代 表 者：鈴木 美智子（すずき みちこ）
電
話：0561-73-1448 FAX：0561-73-1448
メ ー ル：suzuki777@mｂ.ccnw.ne.jp
活動場所：老人施設 市内小学校
活動日時：木曜日 14:00～15:00

まちを元気に

市内
全域

16

人をはぐくむ

12 グリーンアドバイザー愛知

13
市内
全域

市内
全域

土
夜

日中

代 表 者：伊藤 珠美（いとう たまみ）
電
話：090-6584-1266 FAX：052-801-6190
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：平日 10:00～17:00
土・日 10:00～17:00

代 表 者：林 嘉純（はやし かすみ）
電
話：090-9171-9637 FAX：052-803-5717
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.lexhippo.gr.jp/
活動場所：市民会館 生涯学習プラザ
活動日時：土曜日 17:00～19:00

●メッセージ 園芸のイベントや勉強会・研修会な
どを開催しています。又子供達には花育活動として
花を育てるタネだんご作りや緑のカーテン作りの
推進活動をしています。

●メッセージ 誰でもいくつもの言語が話せるよ
うになります。赤ちゃんがその国のことばを自然に
話せるようになるように環境づくりをして、いろい
ろな言語を話して国際交流しましょう

しょく い く し た い

14 コスモス日進

15 食 育し隊「おむすび」
市内
全域

市内
全域

木
午後

17

日中

代 表 者：板倉 清子（いたくら きよこ）
電
話：0561-73-3866 FAX：0561-73-3866
活動場所：にぎわい交流館 会員宅
活動日時：木曜日 14:00～16:00

代 表 者：伊藤 日奈子（いとう ひなこ）
電
話：052-807-6683 FAX：052-807-6683
メ ー ル：gururin-pa@car.ocn.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.geocities.jp/hinako5963/
活動場所：にっしん子育て総合支援センター
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

●メッセージ 廃品回収、バザー等を資金源として
国内外の教育機関に「広島の記録」「ノーモアヒロ
シマ・ナガサキ」をこれまでに 600 冊以上寄贈。
本を通じて平和の尊さを伝えていきたい。

●メッセージ こどもたちを対象としたクッキン
グを中心に食べることの大切さおもしろさを一緒
に考えたいと思っています。スタッフも楽しみなが
ら活動しています。

人をはぐくむ

17 託児グループ かばくん
市内
全域

暮らしを支える

16 新日本婦人の会日進支部

市内
全域
平日

日中

日中

人をはぐくむ

●メッセージ 新婦人は全国に仲間がいて、身近な
おしゃべりから草の根の運動、国際的な取組まで、
女性の要求で活動する会です。サークル活動も行っ
ています。ぜひご入会して下さい。

●メッセージ 市民会館を中心に、学びたい親御さ
んを応援し、子育てのサポートをすると共に、子ど
も達の健やかな成長を願って活動しています。子ど
も連れで参加しているメンバーもいます。

18 託児グループ ポコペン

19 toi toi toi

ト イ

ト イ

環境をまもる

代 表 者：渡辺 いづみ（わたなべ いづみ）
電
話：090-4862-4259
活動場所：市民会館 中央福祉センター
活動日時：曜日 平日が中心、時間 日中が中心

学びたのしむ

代 表 者：鳥居 はま子（とりい はまこ）
電
話：0561-57-7634 FAX：0561-57-7634
活動場所：にぎわい交流館 北部福祉会館
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

ト イ

市内
全域
まちを元気に

平日
日中

日中

●メッセージ 小さなお子様を持ちながら学習の
場に参加したいと思われている意欲のあるお母さ
ん方が安心して参加できるように、お子様をお預か
りし、安全かつ健全な成長を願うグループです

●メッセージ 私達は、障害児（重身・肢体・先天
異常・知的）と家族、支援者で活動しています。保
護者の談話会、家族同士の交流、医療福祉教育の情
報交換等。定例会でお待ちしています。

その他

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館 北部福祉会館
活動日時：平日が中心、時間 10:00～14:00

つなぎ、応援

代 表 者：竹内 幸子（たけうち ゆきこ）
電
話：0561-73-4885（日進市社会福祉協議会）
活動場所：中央福祉センター
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

18

人をはぐくむ

20 特定非営利活動法人 海賊船

21 特定非営利活動法人 ボランティーチャー

折戸

市内
全域

日中

夜

海賊船で
手づくりおもちゃを楽しもう

学習支援で負の連鎖の解消を！

代 表 者：川合 英治（かわい えいじ）
電
話：0561-76-6879 FAX：0561-76-6879
メ ー ル：office@npokaizokusen.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://npokaizokusen.jp
Facebook: ＮＰＯ法人海賊船
活動場所：世界の手作りおもちゃ館、
幼稚園・保育園での移動おもちゃ館
活動日時：金・土・日曜日 9:00～16:00

代 表 者：後田 勝（うしろだ まさる）
電
話：052-508-8488
メ ー ル：volun-teacher@orchid.plala.or.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://volunteacher.greenwebs.net
Facebook: volunteacher
活動場所：生徒さんのご家庭
活動日時：曜日 不定期（応相談）
、日時 夜が中心

●メッセージ ◎おもちゃは色々な事を伝えてく
れる。◎木の空間が楽しい。◎作る事はおもしろい
◎自分で工夫しよう。◎みんなで考えよう。◎みん
なで遊ぼう。◎喜びが成長力です

●メッセージ こどもの貧困問題に対して学習支
援という形で貢献しています。経済的理由で高校進
学をあきらめるお子さんが一人もいなくなるよう
無償ボランティアが生徒さんのご家庭等に勉強を
教えに行く活動です。

22 ドリームマップにっしんクラブ

23 名古屋友の会 日進方面
市内
全域

日中

19

日中

代 表 者：稲葉 直子（いなば なおこ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://school.dream-map.info/
:
活動場所：にぎわい交流館 ご依頼のあった小学校
活動日時：曜日 不定期、日時 日中が中心

代 表 者：守屋 愛子（もりや あいこ）
電
話：052-804-7475 FAX：052-804-7475
メ ー ル：nisshinhoumen@yahoo.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：
活動場所：にぎわい交流館 西部福祉会館
活動日時：月・木曜日 10：00～15：00

●メッセージ ドリームマップとは、直訳すると
「夢への地図」☆将来なりたい自分の姿をイメージ
して写真や文字で表す目標達成ツールです。あなた
の夢をドリームマップ授業で応援します！

●メッセージ 家庭を大切に考え、衣・食・住・家
庭経済・子どものことについて年代を越えた交わり
の中で励みあっています。 いつでもどなたでも入
会できます。気軽におたずねください。

人をはぐくむ

24 名古屋南リトルリーグ

暮らしを支える

25 日進九条の会
市内
全域

日中

人をはぐくむ

●メッセージ 少年時代より硬式ボールに慣れる
事によって高校へ行っても違和感なくプレー出来
るように野球には欠かせない礼儀、挨拶、基本的な
事から徹底させ指導を行っています。

●メッセージ 思想、信条の違いをこえて、日本国
憲法九条を変えることに反対し、憲法を守るという
一点で手をつなぎ、日進市内の世論と運動を広げる
ための活動を行うことを目的とする。

26 日進市少年軟式野球連盟

27 日進市平和委員会
市内
全域

日中

夜

●メッセージ 各チームが活動しやすいように支
援する。又連盟主催の大会を開催し、市内チームの
交流を図る。技術の向上の為に教室も開催してい
る。

●メッセージ 自分の住んでいる地域で自分の出
来ることを自分の言葉で発信して、相互理解を深め
平和な世界を作ること、核兵器をなくすことに力を
合せます

その他

代 表 者：片岡 拓一（かたおか たくいち）
電
話：0561-73-0706 FAX：0561-73-1203
メ ー ル：kataoka-to-ta-@mb.ccnw.ne.jp
活動日時：曜日 土日が中心、日時 夜が中心

つなぎ、応援

代 表 者：余語 充伸（よご みつのぶ）
電
話：0561-72-3634 FAX：0561-72-3634
メ ー ル：m-yogo.hige3@mb.ccnw.ne.jp
活動場所：野球場 小中学校グランド
活動日時：土・日曜日 8:00～17:00

まちを元気に

市内
全域

環境をまもる

代 表 者：平井 裕子（ひらい ひろこ）
電
話：0561-72-1041 FAX：0561-72-1041
活動場所：にぎわい交流館 市民会館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

学びたのしむ

代 表 者：山田 建次（やまだ けんじ）
電
話：052-651-7745
Ｕ Ｒ Ｌ：http://nminamill.89dream.jp/
活動場所：㈱メイキコウ本社グラウンド
東浜中央公園（飛島村）
活動日時：土・日曜日 8:30～17:00

20

人をはぐくむ

28 日進・東郷おやこ劇場

29 パソコン研究会
市内
全域

市内
全域

午後

電
話：0561-72-0203 FAX：0561-72-0203
メ ー ル ：nissin.oyako@gmail.com
Ｕ Ｒ Ｌ ：http://oyako.littlestar.jp
活動場所：市民会館 にぎわい交流館
活動日時：火～日曜日、時間 不定期

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：生涯学習プラザ にぎわい交流館
活動日時：第１・３火曜日 13:00～17:00
第２・４水曜日 13:00～17:00

●メッセージ 遊んだり話し合ったり活動する中
で見えてくる、子ども達の成長を喜び合います。い
ろいろな体験を通してつながり合うこと、認め合う
ことの喜びを、親も子も育んでいきます。

●メッセージ パソコン初心者から中級者対象に
各人目標達成のために教え合いパソコンを勉強す
る。勉強会は平日・午後シニア対象に行っています。

はないく

リ

30 花育あのね塾

バ

ー

ス

31 母親支援 Re:Birth
市内
全域

市内
全域

日
午前

代 表 者：中村 万里子（なかむら まりこ）
電
話：090-1722-1253 FAX：052-505-3562
メ ー ル：hanaikuanone@diary.ocn.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：
：Mariko Atorieanone
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：第３日曜日 10:00～11:00
●メッセージ 花壇の年間の手入れを通して花や
土に触れる経験で楽しみながら花から色々な事を
教えてもらいましょう。花育教室では季節のガーデ
ニングが手軽に体験できます。是非ご参加を

21

日中

代 表 者：松田 そよ子（まつだ そよこ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
:
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、日時 日中が中心

●メッセージ 現代アートを取り入れたワークシ
ョップの開催、演劇演芸など文化イベントの企画運
営、親子で楽しめる園芸などイベントの開催や、子
育てのお悩み相談などを開催。

人をはぐくむ

33 ひとり暮らしの会・ふれんど
市内
全域

水

平日

午前

日中

●メッセージ 南小学区で子育ての輪を広げるた
めに誕生しました！地域の輪を広げながら子育て
について一緒に考えましょう！子育てを応援して
くださる方等の参加も大歓迎です！

●メッセージ 大切な伴侶が亡くなり一人暮らし
が始まった。孤独に耐える力を身につけ、人間関係
を整え、安心した生活を過すことが出来ればと集っ
た仲間たち。

34 ぷちヴェール日進

35 ボーイスカウト日進第 2 団
市内
全域

環境をまもる

代 表 者：浅妻 正美（あさづま まさみ）
電
話：0561-73-1884（林）
F A X：0561-73-1884
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 平日が中心、日時 日中が中心

学びたのしむ

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：日生東山園集会所
活動日時：第１水曜日 10:00～12:00

人をはぐくむ

東山

暮らしを支える

32 Papa Mama Café おひさま

市内
全域
まちを元気に

日
日中

日中

●メッセージ アレルギーをもつ子や親、アレルギ
ーに関心のある人達で交流会や学習会を開き、アレ
ルギーに対する知識や理解を広めて子育てに活用
していく。

●メッセージ いつも元気をモットーに、日進は白
山宮の森を拠点にして活動しています。仲間と協力
すること、外で遊ぶこと、できることを増やすこと、
いろんなことに挑戦します。

その他

代 表 者：志水 幹（しみず みき）
電
話：090-3483-1478 FAX：0561-72-0834
メ ー ル：trunk-432u@wh.comufa.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：www.nisshin-bs2.org/
活動場所：白山宮
福祉会館（主に北部、岩崎台・香久山）
活動日時：日曜日 9:00～15:00

つなぎ、応援

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
メ ー ル：nisshin.aller.net@gmail.com
活動場所：福祉会館 にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、日時 日中が中心

22

人をはぐくむ

36 本づくり

いち

に

さん

37 リトル・スターズ

1 ・2・3

市内
全域

蟹甲
土

夜

23

午後

代 表 者：加藤 明（かとう あきら）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
メ ー ル：alohakato0423@icloud.com
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 夜が中心

代 表 者：新居 正子（にい まさこ）
電
話：0561-75-1476
メ ー ル：mnii@zd6.so-net.ne.jp
活動場所：図書館 中央福祉センター
活動日時：土曜日 13:30～15:30

●メッセージ だれにも出来る製本教室を開いて
います。特に絵本・家族写真集本など世界に 1 冊し
かない本作り。

●メッセージ 図書館のお話し会や、小学校放課後
子ども教室で、易しい英語の絵本や紙芝居の読み聞
かせを行っている。幼い頃から子どもたちに英語に
親しんでもらいたいと願っている。

学びたのしむ
暮らしを支える

01 あさぎの会
蟹甲
平日

人をはぐくむ

日中

学びたのしむ

いずみ

02 泉 の会

環境をまもる

●メッセージ 年に 1 回ほどの朗読会を主に、図書
館・放課後子供教室などでの読み聞かせも行ってい
ます。読み込めば読み込むほど奥深い本の世界に浸
っています。

学びたのしむ

代 表 者：加藤 緑（かとう みどり）
電
話：0561-73-4885（日進市社会福祉協議会）
活動場所：中央福祉センター 図書館
活動日時：曜日 平日が中心、時間 日中が中心

03 お散歩カメラクラブ
市内
全域

まちを元気に

木
午後

午前

●メッセージ いろいろな施設を訪問して、朗読・
紙芝居・ストーリーテリング・楽器演奏・全員合唱
をしながら、午後のひとときを施設利用者の方々と
一緒に楽しく過ごします。

●メッセージ 写真を学び、時を充実させたいと思
うメンバーで気軽に楽しんでいます。カメラのノウ
ハウ指導や創作へのちょっとしたヒントまで色々
なアイディアも直伝！

その他

代 表 者：水谷 諭（みずたに さとし）
電
話：090-3858-3383
メ ー ル：osanpoclub@kdn.biglobe.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://osanpoclub.jimdo.com
活動場所：撮影だから外！
活動日時：金・土・日曜日 10:00～12:00

つなぎ、応援

代 表 者：熊澤 順子（くまざわ よりこ）
電
話：0561-72-4587 FAX：0561-72-4587
活動場所：小学校放課後子ども教室 愛泉館
活動日時：木曜日 14:00～15:00

24

学びたのしむ
もり

04 親と子のみどりの杜合唱団

05 クラフト会議
市内
全域

市内
全域

代 表 者：加納 尚美（かのう なおみ）
電
話：0561-72-6310、090-3459-4773
活動場所：相野山福祉会館 北部福祉会館
活動日時：日曜日 9:45～12:00
土曜日 18:45～21:00

代 表 者：樽見 千春（たるみ ちはる）
電
話：090-8074-5327
メ ー ル：kurahuto.kaigi@gmail.com
:
Twitter：https://twitter.com/kaigikurahuto
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

●メッセージ 月に３回の練習で子供も大人も一
緒に楽しく歌っています。子供達が生き生きと輝け
るように毎年ミュージカル公演を予定しています。
歌って踊って楽しいですよ！！

●メッセージ 様々なクラフト資格を持った講師
がクラフトの楽しみを広めるために集まり、体験会
や講座を開催しております。イベント・行事での活
動を通じての楽しい街作りを目指します。

06 グループあした

07 グループ遊

ゆう

蟹甲
木
日中

25

夜

代 表 者：山田 直美（やまだ なおみ）
電
話：0561-73-4885（日進市社会福祉協議会）
活動場所：中央福祉センター
活動日時：木曜日 13:00～15:00

代 表 者：久田 恭子（ひさだ きょうこ）
電
話：0561-36-7385 FAX：0561-36-7385
メ ー ル：kyoko616@hm.aitai.ne.jp
活動場所：中央福祉センター
活動日時：曜日 不定期、時間 夜が中心

●メッセージ 点字されたものを製本する活動で
す。興味のある方是非見学にいらして下さい。ご一
緒して下さる方募集中、結構楽しいですよ。

●メッセージ 芝居は、観るのも作るのも面白い！
演じるのはもちろん、脚本、演出、衣装、小道具そ
して音響も、すべて手作りの楽しい芝居を、施設や
子供会等にお届けしています。

学びたのしむ
しょうぶ

09 菖蒲の会

暮らしを支える

08 国際交流英語研修会
市内
全域

金

午前

午後

●メッセージ カナダ人の先生に月 3 回英会話と
世界の著名人の英語版物語のリーディング等で英
語研修を継続しながら、メンバー間で国際交流体験
の情報交換をしたりして楽しんでいます。

●メッセージ 菖蒲の会
歌会・月 1 回第 1 金曜午後 1 時より 3 時 30 分
にぎわい交流館 2 階、又時により吟行会にて親睦を
深める

10 女声合唱団マザーグース

環境をまもる

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：金曜日 13:00～15:30

学びたのしむ

代 表 者：神野 建三（じんの けんぞう）
電
話：052-800-0520 FAX：052-800-0521
メ ー ル：k-jinno@beach.ocn.ne.jp
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：月曜日 10:00～12:00

人をはぐくむ

月

11
市内
全域

火

木

午前

夜

代 表 者：菊田隆太朗（きくた りゅうたろう）
電
話：080-3062-6715
メ ー ル：u_f1993@yahoo.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://forest1993.jimdo.com/
:
Twitter：'@ensemble_forest
活動場所：市民会館 西部福祉会館
活動日時：木曜日 17:00～21:00

その他

●メッセージ 子どもたちに負けじと歌いたいマ
マたちが、楽しみながら練習しています。演奏会の
賛助出演やボランティア演奏などを通じて、「声の
アンチエイジング」してみませんか？

つなぎ、応援

代 表 者：浅野 仁美（あさの ひとみ）
電
話：0561-72-3363 FAX：0561-72-3363
活動場所：岩崎台・香久山福祉会館
活動日時：火曜日 9:30～11:30

まちを元気に

市内
全域

●メッセージ 定期演奏会のほか、日進市・長久手
市を中心に、地域のイベントにも積極的に出演して
います。いつでも団員募集中。練習見学や出演依頼
など、お気軽にご連絡ください。

26

学びたのしむ
な

し

き

12 梨子の木会

13 NANAC（ななっく）
市内
全域
金
午前

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：第４金曜日 10:30～12:00

代 表 者：寺田 裕美（てらだ ゆみ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
メ ー ル：nskn@love-hug.net
活動場所：総合運動公園
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

●メッセージ 前 2 回は戦争文学でしたが純文学
詩等いろいろです。作家の生いたち時代的背景を先
生がわかりやすく話されるので本を読んでなくて
も興味深く聞くことができます。

●メッセージ 大学生が中心となって、人と自然を
持続可能にするための小学生向け環境教育プログ
ラムを企画・運営しています。若いメンバーと一緒
に夏休みの思い出を作ろう！

く

ざ

14 にぎわい句座

27

日中

15 日進エッセイの会
蟹甲

市内
全域

火

木

午後

午後

代 表 者：水谷 淑子（みずたに としこ）
電
話：0561-74-1339 FAX：0561-74-1339
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：火曜日 13:00～16:30

代 表 者：後藤 京子（ごとう きょうこ）
電
話：0561-72-2970 FAX：0561-72-2970
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：第 3 木曜日 13:00～15:00

●メッセージ しょくもく俳句で月 5 句の持ち寄
りで。けんさんにはげんで居ます。

●メッセージ それぞれ自分の書いた文章を持ち
寄り、合評会とは云いながらも、自由におしゃべり
しています。ある日突然見事な文章を書いている自
分を発見！お互い刺激をし合いましょう。

学びたのしむ
さんきょく

17 日進三曲連盟

暮らしを支える

16 日進キッコローズ
市内
全域

日中

代 表 者：平野 明（ひらの あきら）
電
話：0561-73-7207 FAX：0561-73-7244
活動場所：福祉会館 にぎわい交流館
活動日時：月～木曜日 10:00～16:00 頃

●メッセージ 野球を通じて「全力・協力・努力」
「感謝・礼儀・約束」をモットーにチームの絆を深
める。部員募集中！

●メッセージ ○定期演奏会 ○福祉会館、小学
校、高校、デイサービス等ボランティア演奏及び指
導 ○文化庁委託邦楽子ども教室

環境をまもる

18 日進市カローリング連盟

学びたのしむ

代 表 者：村瀬 光夫（むらせ みつお）
電
話：090-3301-5885 FAX：0561-73-3719
Ｕ Ｒ Ｌ：http://kiccoros.jpn.org/
活動場所：小中学校 市グランド
活動日時：土・日曜日 8:00～17:00

人をはぐくむ

日中

19 日進市ゲートボール連盟
蟹甲

市内
全域
まちを元気に

土
日中

日中

●メッセージ 春夏秋冬大会を行っています。広報
にっしんにのせますのでよろしくお願いします。

●メッセージ 市内在住の皆様参加下さい。
市内に 11 ヶ所のゲートボール場で各チームが日々
練習しています。現在約 60 名の会員で活動してい
ます。

その他

代 表 者：武田 晴見（たけだ はるみ）
電
話：0561-72-1578 FAX：0561-72-1578
活動場所：市内ゲートボール場 スポーツセンター
活動日時：月曜日 8:30～12:00
火曜日 13:30～15：00

つなぎ、応援

代 表 者：加藤 統祥（かとう つねよし）
電
話：0561-73-2937 FAX：0561-73-2937
活動場所：スポーツセンター 上納池スポーツ公園
活動日時：土曜日 9:00～15:00

28

学びたのしむ

20 日進市卓球連盟

21 日進児童合唱団
市内
全域

市内
全域
土
夜

代 表 者：丹羽 正直（にわ まさなお）
電
話：0561-72-0243 FAX：0561-72-0243
メ ー ル：pingpong_nisshin@yahoo.co.jp
活動場所：スポーツセンター 市内中学校体育館
活動日時：土曜日 19:00～21:00

●メッセージ 日進市民の皆様が卓球を通してコ
ミュニケーションの輪が広がるよう、土曜に練習し
ています。また、各種試合、交流会、練習会も開催
しています。奮ってご参加下さい。

22 日進市軟式野球連盟
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代 表 者：浅野 仁美（あさの ひとみ）
電
話：0561-72-3363 FAX：0561-72-3363
メ ー ル：uta_nisshin@yahoo.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.njc.sakura.ne.jp/
: https://www.facebook.com/nisshinJC
Twitter：https://twitter.com/njc_cats
活動場所：
活動日時：土曜日 16:00～19:00
●メッセージ 1990 年創立、小学生～高校生約 70
名で歌にダンスに演技に、プロの指導の下練習に励
んでいます。合唱ミュージカルを中心とした本格的
なステージを一緒に創りましょう！

23 日進短歌会
市内
全域

蟹甲

日

日

日中

午前

代 表 者：志水 和典（しみず かずのり）
電
話：0561-72-0771、090-1748-1495
F A X：0561-72-0771
活動場所：総合運動公園 野球場
口論義運動公園 野球場
活動日時：日曜日 8:00～17:00

代 表 者：新宅 誠三郎（しんたく せいさぶろう）
電
話：052-803-5107 FAX：052-803-5107
メ ー ル：seizaburo.shintaku@hotmail.co.jp
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：日曜日 9:00～12:00

●メッセージ 本連盟は県軟式野球連盟に加盟し、
小中学生の大会運営に協力しています。リーグ戦、
春、秋大会は球場確保、審判等試合運営を参加チー
ムと共に行なっています。参加者募集中！

●メッセージ

・月 1 回の歌会・歌集刊行・吟行

学びたのしむ
む げ ん ず

無限図の会

ミ

ミ

25 ＭＩＭＩ日進
蟹甲

日

土

午後

夜

●メッセージ 講師猿木勝司先生の下に、平成 11
年 11 月以来続いている俳句同好者の集い。現在会
員数は 28 名で毎月第 2 日曜日の午後、にぎわい交
流館で句会を開いております。Welcome!!

●メッセージ 手話を通じて障害ある無しに関係
なく、お互いに心を通わせ、手話学習やゲーム等を
行い、交流を深めていきましょう。

26 みんなで楽しくポンチーカン！

環境をまもる

代 表 者：河村 直輝（かわむら なおき）
電
話：052-806-2185 FAX：052-806-2185
活動場所：中央福祉センター
活動日時：土曜日 19:00～21:00

学びたのしむ

代 表 者：松田 學（まつだ まなぶ）
電
話：0561-73-3019 FAX：0561-73-3019
活動場所：にぎわい交流館 図書館
活動日時：日曜日 12:00～17:00

人をはぐくむ

市内
全域

暮らしを支える

24 日進俳句同好会

ゆうゆうかい

27 油遊会
市内
全域

日

土

午後

午前

●メッセージ 麻雀好きのみなさん、賭け事なしで
麻雀を楽しみませんか。

●メッセージ 楽しい仲間と自分らしさの表現を
求めて油絵を描いています。毎年春には図書館で油
遊会展を開催。さらに年 2 回近郊へスケッチに出か
けて会員相互の親睦を深めています。

その他

代 表 者：大手 禮（おおて ゆたか）
電
話：0561-73-2405 FAX：0561-73-2405
活動場所：岩崎台・香久山福祉会館 生涯学習プラザ
活動日時：土曜日 9:00～12:00

つなぎ、応援

代 表 者：吉田 徳巨（よしだ のりひろ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館 天白川川原
活動日時：日曜日 13:00～17:00

まちを元気に

蟹甲

30

学びたのしむ

28 ユニゾンズ（UNISON'S）
市内
全域

29 歴史ロマン 愛知
市内
全域
木

日中

31

午前

代 表 者：山田 頼高（やまだ よりたか）
電
話：090-5618-4001 FAX：0561-38-2581
メ ー ル：unison.go-raikou@docomo.ne.jp
活動場所：愛泉館 東郷ケアハウス
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

代 表 者：平野 興三（ひらの こうぞう）
電
話：052-807-0528
メ ー ル：kouzou@mb.ccnw.ne.jp
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：第 1・第 3 木曜日 9:30～12:00

●メッセージ 楽器演奏による音楽活動で主にギ
ター、マンドリン、ハーモニカ他によるなつかしの
メロディーと映画音楽他で皆さんと共に歌って楽
しんで頂きます。

●メッセージ 歴史に興味関心ある人々が交流・学
び、教養を高める活動。特別に関心深いテーマにつ
きその紹介や意見発表の場とする。

環境をまもる
暮らしを支える

01 愛知池友の会

木
日中

人をはぐくむ

環境をまもる

学びたのしむ

代 表 者：馬杉 晶爾（ますぎ しょうじ）
電
話：090-4184-6348
メ ー ル：aichiike@hotmail.co.jp
活動場所：愛知池周辺
活動日時：木曜日 9:00～16:00

環境をまもる

●メッセージ 愛知池及び周辺地域の自然環境景
観の保全と再生。アジサイ、彼岸花、絶滅危惧種の
植裁や自然に沿った花壇作り、自然素材を使っての
イベント参加、環境にやさしい石けん作り

03 折戸川にホタルを飛ばそう会

02 梅森さくら保存会

折戸

日中

日中

●メッセージ 梅森地区の桜は市政 20 周年を機に
20 本植樹された。種類はそめいよしの 17 本、八重
桜 2 本、しだれ桜 1 本。今後も植樹予定しています。

●メッセージ 春の幼虫放流会・初夏の観賞会。小
学校出前授業は 11 年目を迎えます。春と秋には折
戸川の定期清掃を行い、夏休みにはきれいになった
川で生物探検会を行っています。

その他

代 表 者：𡈽方 博（ひじかた ひろし）
電
話：0561-72-2027 FAX：0561-72-2027
Ｕ Ｒ Ｌ：oridogawa.exblog.jp/
活動場所：藤塚集会所 折戸川ホタルの里
活動日時：第 4 木曜日 13:30～15:30
第 2 日曜日 9:00～11:00

つなぎ、応援

代 表 者：横井 敏彦（よこい としひこ）
電
話：052-803-0798 FAX：052-803-0798
活動場所：天白川河川
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

まちを元気に

梅森
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環境をまもる

04 キッチンよつば

05
蟹甲

市内
全域

火

土

日中

午後

代 表 者：加藤 容子（かとう ようこ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：火曜日 9:00～16:00

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館 市民会館
活動日時：土曜日 13:30～16：00

●メッセージ 自然農法・有機農法野菜を中心に
「人を幸せに！」という作り手の心意気に満ちた食
材・調味料を使わせて頂き、心と体に良い『気』が
満ちる「自然食」でお迎えします。

●メッセージ 次世代の子どもたちの”いのち・く
らし・エネルギー”を考えるための講演会などを開
催する。

06 生物多様性日進市民協議会

33

07 天白川で楽しみ隊

市内
全域

本郷

金

日

午前

午前

代 表 者：出原 伸平（いずはら しんぺい）
電
話：0561-73-6030 FAX：0561-73-6030
活動場所：にぎわい交流館 天白川
活動日時：第 1 金曜日 9:30～12:00

代 表 者：岡田 あつみ（おかだ あつみ）
電
話：0561-72-1337 FAX：0561-72-1337
活動場所：天白川 三本木川
活動日時：第４日曜日 9:00～12:00

●メッセージ 日進の環境保全のバロメーターで
ある天白川の環境を保全改善して生物多様性が持
続する天白川にすることを目指ざして市民に学習
し気づき行動して貰う活動を進めている。

●メッセージ 遊びや体験を通して川への親しみ
を深め、自然の魅力や大切さを感じてもらい、次世
代へつなげていきたい。年間活動メニューは、にぎ
わい交流館のＨＰからご覧いただけます。

環境をまもる
暮らしを支える

09 日進岩藤川自然観察会

08 東部丘陵を守る連絡会

藤島
日

午前

午前

●メッセージ 日進東部丘陵を土砂採掘業者が開
発することに対し、反対運動をしてきました。現在、
国は「不許可」としていますがさらに確実に守るた
め自然公園化をめざしていきます。

●メッセージ 東部丘陵周辺の農耕地や雑木林、湿
地などでは多くの生きものが見られます。生物の変
化の中に季節が感じられ、興味が尽きません。集合
場所は総合運動公園の駐車場前です。

10 にっしんクリーンクルの会
市内
全域

環境をまもる

代 表 者：鬼頭 弘（きとう ひろし）
電
話：0561-38-2792 FAX：0561-38-2792
Ｕ Ｒ Ｌ：www.mb.ccnw.ne.jp/sizenkansatukai
活動場所：総合運動公園 岩藤川
活動日時：日曜日 9:30～12:00

学びたのしむ

代 表 者：山崎 文雄（やまざき ふみお）
電
話：0561-73-1220 FAX：0561-73-1220
活動場所：東部丘陵地（現地）
にぎわい交流館（会議）
活動日時：第 3 日曜日 9:00～12:00

人をはぐくむ

日

11 日進里山リーダー会
岩崎

まちを元気に

午前

●メッセージ 本市の循環型社会を目標にごみ減
量、リサイクル循環配慮に係る調査研究を行い市民
へ提言と啓発活動の展示公開等「端材・廃材の木の
おもちゃ作り親子教室、廃食油とエコ石けん交換活
動」

●メッセージ 日進市の里山保全実践講座を学ん
だ仲間が集まって、市内の里山づくりと手入れを
し、森で楽しむイベントを実施している

その他

代 表 者：松本 保（まつもと たもつ）
電
話：0561-74-3115 FAX：0561-74-3115
活動場所：北高上緑地、総合運動公園四季の森
活動日時：水・木曜日 9:00～12:00

つなぎ、応援

代 表 者：菱田 和夫（ひしだ かずお）
電
話：052-802-0126 FAX：052-802-0126
活動場所：エコドーム 市民会館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期
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環境をまもる

12 日進自然観察会

13 にっしん市民環境ネット
市内
全域

市内
全域

日
午前

代 表 者：山崎 文雄（やまざき ふみお）
電
話：0561-73-1220 FAX：0561-56-1223
活動場所：総合運動公園 五色山大安寺
活動日時：第 2 日曜日 9:00～12:00

代 表 者：山崎 文雄（やまざき ふみお）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
F A X：0561-56-1223
メ ー ル：nskn@love-hug.net
Ｕ Ｒ Ｌ：https://ja-jp.facebook.com/nishikane/
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

●メッセージ 日進市内で毎月第二日曜日に 9 時
から 12 時まであちこちで観察会を開いています。
子供から大人まで気楽に集まって下さい。戸外の空
気を吸って歩くとそれだけで楽しくなります。

●メッセージ 子どもたちの環境感度を育み、日進
を誇りと愛着の持てるまちにするために、里山体
験・市民農園運営・天白川保全・東部丘陵保全・食
育など、多様な活動を続けています。

はたおり

14 日進植物画教室
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日中

15 機織池周辺の森愛護会
蟹甲

藤島

金

土

午前

午前

代 表 者：渡邉 仁司（わたなべ ひとし）
電
話：0561-73-1439 FAX：0561-73-1439
メ ー ル：watanabe@apollon-w.co.jp
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：第 2 金曜日 9:00～12:00

代 表 者：河井 久和（かわい ひさかず）
電
話：0561-73-3391 FAX：0561-73-3391
活動場所：機織池公園緑地 秋葉山周囲
活動日時：第 2・4 土曜日 9：00～11：00

●メッセージ 実物の植物の精密画を描くことに
より、植物を知り、自然の不思議さと大切さを学ぶ。
これによって自然保護の心をやしなう。年 1 回は展
示会を開催する。

●メッセージ みんなで歩き歩き運動しています。
近場を散策（藤島～岩崎城までを歩く）春には日帰
りの研修旅行に出かけます（下呂など）夏には歩け
歩け運動。秋には一泊旅行をします。

環境をまもる
まる

暮らしを支える

16 ○の会
市内
全域

人をはぐくむ

日中

学びたのしむ

代 表 者：住田 穂積（すみだ ほづみ）
電
話：090-9937-6707 FAX：052-800-0890
メ ー ル：a827hi8@gol.com
活動場所：にぎわい交流館 岩崎台・香久山福祉会館
活動日時：曜日 不定期、日時 日中が中心
●メッセージ 講演会や展示会を催し、社会貢献の
一助になるように心掛けています。

環境をまもる
まちを元気に
つなぎ、応援
その他
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まちを元気に

01 いきいき塾 NPO 絆
市内
全域
木
日中

まちを元気に
代 表 者：山崎 正信（やまざき まさのぶ）
電
話：052-804-8589 FAX：052-804-8589
メ ー ル：spac5ff9@sound.ocn.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://kizuna2008.web.fc2.com/
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：木曜日 9:00～16:00
●メッセージ 定年退職者のそれぞれの知識、経
験、人脈などの力によりイベントセミナー、交流会、
飲食の提供等を実施し、高齢者、障がい者の暮らし
のサポート、住居の相談、支援及び情報の提供

02

03 岩根自主防災会
岩崎
月
夜

37

代 表 者：稲吉 陽平（いなよし ようへい）
電
話：0561-34-3866 FAX：0561-34-3164
メ ー ル：695@aichi-chuo.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://aichi-chuo.jp
活動場所：
活動日時：曜日 不定期、日時 不定期

代 表 者：髙岡 喜良（たかおか きよし）
電
話：090-2182-8302
活動場所：岩根集会所 岩根台公園
活動日時：第 1 月曜日 19:00～21:00

●メッセージ 活動として、子ども達の健全な心を
育成するための青少年事業、地域のリーダーを育成
するための研鑽事業、地域住民主体型の仕組みを構
築するまちづくり事業等をしています。

●メッセージ 自主防災会として 10 年余の歴史。
この間、東日本大震災の大きな衝撃。「その時」会
員がどう動くのかのマニュアルを作成したり、災害
への備蓄をどう進めるかなどを論議中。

まちを元気に

05 北福市民の会

暮らしを支える

04 NPO 法人 日進野菜塾
本郷

日中

●メッセージ 都市農地がもつ多面性を追求。食
育、環境教育、福祉など農を介した支えあいの仕組
みが生まれるよう、自然を守り有機、伝統文化を学
び命がつながる営みを知るそんな場にしたい

●メッセージ 北部福祉会館の計画・設計の経緯を
尊重し市民が作ったコンセプトを実現し、いつまで
も魅力ある施設とするための活動を行うため、
2008 年 4 月市民有志によって設立

わ

06 グループ”輪”

環境をまもる

電
話：0561-75-6550（にぎわい交流館）
活動場所：北部福祉会館
活動日時：第 4 土曜日 10:00～11:30
第 4 日曜日 10:00～15:00

学びたのしむ

代 表 者：熊谷 正道（くまがい まさみち）
電
話：090-5443-1518 FAX：052-934-7207
メ ー ル：kumagai@n-yasaijuku.com
Ｕ Ｒ Ｌ：n-yasaijuku.com
活動場所：本郷町西原 本郷町流
活動日時：曜日 不定期、日時 日中が中心

人をはぐくむ

日中

07 劇団玉手箱
市内
全域

まちを元気に

金
午後

午後

●メッセージ 手話に関心のある方、聞こえの悪い
方も一緒に輪に入って、楽しく手話を学びましょ
う。

●メッセージ 私たちは、幅広い年代の団員が交流
を深め協力して演劇つくりに取組んでいます。夏の
公演終了後秋には福祉施設を訪問し歌、踊り、寸劇
などを披露しています。入会希望の方は乞ご連絡。

その他

代 表 者：島田 舒一（しまだ のぶいち）
電
話：052-807-0328 FAX：052-807-0328
活動場所：岩崎台・香久山福祉会館 市内老人ホーム
活動日時：土・日曜日 13:00～17:00

つなぎ、応援

代 表 者：矢崎 利恵子（やざき りえこ）
電
話：0561-74-2633 FAX：0561-74-2633
活動場所：岩崎台・香久山福祉会館
活動日時：金曜日 13:30～15:00

38

まちを元気に
さいさい

さいゆうかい

08 彩菜

09 菜遊会
市内
全域

本郷

金

平日

日中

日中

代 表 者：村瀬 紘一（むらせ こういち）
電
話：0561-72-2733 FAX：0561-72-2733
活動場所：アジア保健研修所（AHI)
相野山福祉会館
活動日時：金曜日 9:00～13:00

代 表 者：杉井 健二（すぎい けんじ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：田園フロンティアパーク本郷農園
活動日時：曜日 平日が中心、日時 日中が中心

●メッセージ 無農薬有機栽培には先ず土壌作り
が一番大切です。栽培する農地の確保と関連する知
識と情報の交換を共有する仲間を募集します

●メッセージ 遊休農地を解消したい。元気な高齢
者でありたい。安全な農産物を供給したい。快適な
生活環境を維持したい。農業に親しみたい。

10 しゃべり場あさひ

39

11 十人十色の会
東山

市内
全域

水

金

午前

日中

代 表 者：木谷 早苗（きたに さなえ）
電
話：0561-73-3962 FAX：0561-56-5900
活動場所：日生東山内木谷宅
活動日時：第２・第４水曜日 10:00～12:00

代 表 者：長谷川 典子（はせがわ のりこ）
電
話：0561-72-6876 FAX：0561-72-6876
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：金曜日 9:00～15:00

●メッセージ 女性が中心で、手づくりのお漬物等
ごじまんの品を持ちより、おしゃべりしています。
毎年 12 月 23 日 10：00 より餅つき（約 30kg）を
しています。1 月初会には新年会をしています。

●メッセージ 身近にある何げない物を型にはめ
ない自由発想で物造り、固定的な縛りのある会合な
く都度連絡のみ参加、煩わしさのない、でも一刻を
楽しめたらの思いの会を目標としています。

まちを元気に
ソ ー シ ャ ル

アイデンティティ

サ

ポ

ー

ト

13 椿 Social Identity Support
市内
全域

暮らしを支える

12 生活工舎あめつち

市内
全域
水

●メッセージ 日進赤池の地で農業文化芸術活動
をしています。今年度は陶芸やそば作りに力を入
れ、各自が楽しく無理のない地道な農的ライフを楽
しめたらいいなと思っています。

●メッセージ 人権・福祉・環境・平和・NPO 支
援など幅広いテーマで活動するまちづくり・ESD 団
体。生きているっていいな。人間って素晴らしいと
感じられる社会を目指します。

14

環境をまもる

代 表 者：幸村 朋子（ゆきむら ともこ）
電
話：070-5644-5089
メ ー ル：t.sis2451@gmail.com
活動場所：椿館
活動日時：水曜日（月数回） 17:30～20:00

学びたのしむ

代 表 者：長澤 弘司（ながさわ こうじ）
電
話：090-2773-3727
メ ー ル：korekoredoo@gmail.com
活動場所：生活工舎あめつち
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

人をはぐくむ

夜

15 ニッシーブログ村交流会
東山

蟹甲
まちを元気に

土
日中

午後

●メッセージ ぷらっとホームをご利用ください。
多くのお友達をつくってください。お困りごとはも
しもしコールをご利用ください。庭木の剪定伐採除
草、網戸障子の張替。

●メッセージ シニア世代が地域や諸活動を通じ
て培った絆を大切にし、繋がりを持ち、孤立するこ
となく、交流を深め、安心して暮らせる町づくりを
目指しています

その他

代 表 者：小川 美紀子（おがわ みきこ）
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://nissi-blogmura.blogspot.jp/
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：土曜日 13:00～15:00

つなぎ、応援

代 表 者：角山 幸弘（かくやま ゆきひろ）
電
話：090-9926-2231
メ ー ル：k-monjyu@mb.ccnw.ne.jp
活動場所：ぷらっとホーム・サンハウス東山
活動日時：火・木・土曜日 10:00～13:00

40

まちを元気に
いぬ

16 にっしん犬友の会

17 日進建築士グループ
市内
全域

市内
全域

土

木

午前

午前

代 表 者：古川 寿雄（ふるかわ ひさお）
電
話：080-1280-9910 FAX：052-808-3808
メ ー ル：hisao_furukawa1117@yahoo.co.jp
: 古川寿雄
ブ ロ グ：
活動場所：市内各処（近隣市町村含む）
活動日時：
（夏期）第 4 土曜日 7:00～9:00
(冬季）第 4 土曜日 9:00～11:00
●メッセージ 一石五鳥の効果①ワンワンパトロ
ール（防災）②ゴミ拾い（美化）③施設訪問（芸日
本一）④健康増進（散歩会話）⑤人間関係向上（談
笑）会員募集中！

18

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://nissin.ojaru.jp/
活動場所：図書館
活動日時：第３木曜日 9:30～11:30

●メッセージ メンバーは日進市に居住あるいは
勤務する建築又は設計を営む建築士です。建築文化
の発展に寄与するという目的達成の為に各種の事
業を行っております。

19 日進市地域女性団体連絡協議会
市内
全域

市内
全域

金
午前

41

午前

代 表 者：大野 忠夫（おおの ただお）
電
話：0561-73-0864 FAX：0561-73-0864
メ ー ル：taohno2014@me.ccnw.ne.jp
活動場所：中央福祉センター
活動日時：第 1 金曜日 9:30～12:00

代 表 者：岩月 ミサヲ（いわつき みさを）
電
話：052-801-5529、090-9932-8058
メ ー ル：m.manten@md.ccnw.ne.jp
活動場所：市民会館 岩崎城
活動日時：火・土曜日 10:00～12:00

●メッセージ 災害支援活動・災害ボランティアセ
ンターでのコーディネーター業務支援を行う。平常
時はボランティアセンター業務の勉強会及び訓練
を行っている。

●メッセージ 少子化対策、出会いの場をつくるた
め、「世話やきおばさん」として婚活応援事業を行
っています。春・秋の岩崎城おもてなし、福祉会館
でのうたごえサークル活動も。

まちを元気に

21

暮らしを支える

20 日進市地区赤十字奉仕団
市内
全域
水

人をはぐくむ

午前

●メッセージ 赤十字の精神に基づいた奉仕団で
す。27 年度は障がい者の団体との防災訓練の催し
にも 2 回参加協力し、災害弱者の気持を知る事もで
きました。

●メッセージ 環境課・市獣医師会と協働す会で
す。犬のしつけ教室や子ども犬教室を通して犬の接
し方やフン害防止など飼い主マナーをＰＲしてい
ます。愛犬と一緒に活動を楽しみましょう

環境をまもる

代 表 者：山辺 明美（やまのべ あけみ）
電
話：0561-73-3098 FAX：0561-73-3098
メ ー ル：mahalo@mb.ccnw.ne.jp
活動場所：市内各処
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

学びたのしむ

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：にぎわい交流館 北部福祉会館
活動日時：第 2 水曜日 9:00～12:00

23 日進市民参加の会

22 日進市防災ハムクラブ
市内
全域

市内
全域
まちを元気に

土
日中

●メッセージ クラブは災害時に市内各地の被害
状況と防犯活動に取り組んでいます。また定期的に
通信訓練と防犯を兼ねて青パトにて地理の確認巡
回しています。

●メッセージ 市の施策、今後のまちづくり、保育
や福祉の制度などを勉強し、よりよいものにしてい
くため市民として提案して、市政に反映させます。

その他

代 表 者：片岡 拓一（かたおか たくいち）
電
話：0561-73-0706 FAX：0561-73-1203
メ ー ル：kataoka-to-ta@mb.ccnw.ne.jp
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 土日が中心、時間 日中が中心

つなぎ、応援

代 表 者：水谷 稔（みずたに みのる）
電
話：0561-73-3678 FAX：0561-73-3850
メ ー ル：jh2rrf@theia.ocn.ne.jp
活動場所：市役所南駐車場
活動日時：土曜日 13:00～14:00
土曜日 19:00～20:00

42

まちを元気に

24

25 日進団地ふれあいサロン
市内
全域
水
日中

日中

代 表 者：山口 朝子（やまぐち あさこ）
電
話：090-2344-6507 FAX：0561-73-4871
活動場所：にぎわい交流館、公共施設
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

代 表 者：杉山 健三（すぎやま けんぞう）
電
話：0561-72-2791 FAX：0561-72-2791
活動場所：日進団地内ちびっこ広場、日進団地集会所
活動日時：第 4 水曜日 10:00～13:00

●メッセージ 最近は、子どもの支援活動の一つと
して、高齢者の力を借りながら心の交流ができる場
を提供する事を中心に活動しています。

●メッセージ 自治会員が助け合い支え合い親睦
を深めてより安心安全な暮らしを確保し絆を深め
る場づくり、子ども、孫たちの里帰り効果のために
8 月と 12 月にイベント世代交流会を開催する。

26 にっしん地域ねこ・みらいの会
赤池

27 にっしん図書館サポーターズ
市内
全域
月

不定期

43

夜

代 表 者：伊藤 日奈子（いとう ひなこ）
電
話：090-6575-7150
メ ー ル：jirohimekinginhana@gmail.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://mirainokai.main.jp
活動場所：エコドーム
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

代 表 者：酒井 信（さかい まこと）
電
話：052-804-6945 FAX：052-804-6945
活動場所：にぎわい交流館、北部福祉会館
活動日時：月曜日 19:00～21:30

●メッセージ 猫が好きな人、猫で迷惑している
人、いろいろな猫との係りがあります。飼い主のい
ない猫の里親探しや、ＴＮＲ、地域猫活動などを通
じて猫にも人にも優しい街を育みたい。

●メッセージ 図書館の応援団としてお話の夕べ、
読書交流会、読み聞かせ講座、調べ学習の手伝いな
どを企画・運営をしています。又、図書館を巡る動
きを知り、日進市の図書館をよくして行く。

まちを元気に

28 日進防災推進連絡会

市内
全域

金

月

午後

夜

人をはぐくむ

市内
全域

暮らしを支える

29 日進まちづくりの会

代 表 者：中野 正憲（なかの まさのり）
電
話：0561-73-8145 FAX：0561-73-8145
メ ー ル：ji2wlxnakano@y7.dion.ne.jp
活動場所：中央福祉センター、にぎわい交流館
活動日時：第 3 金曜日 13:30～15:00

代 表 者：酒井 信（さかい まこと）
電
話：052-804-6945 FAX：052-804-6945
活動場所：にぎわい交流館、アジア保健研修所（AHI）
活動日時：第 2 月曜日 19:00～22:00

●メッセージ 日進市防災推進委員の有志で組織
している団体で、行政と協働して或いは我々単独で
活動しています。防災訓練会場での啓発活動や、防
災出前講座の講師を務めたりしています。

●メッセージ 福島の保養を中心に福島関連の学
習会や、まちづくり関連の講演会・映画会・コンサ
ート事業、観光、観劇事業その他の事業を楽しく取
り組んでいます。皆さんの参加を求めます。

ノ エ ル

30 noel

環境をまもる

人と人の絆を大切に
安全安心なまちづくり

学びたのしむ

地域防災力向上活動の
お手伝い

31 ノーマ農園
市内
全域

まちを元気に

平日
日中

日中
（母里ん子豊田支部の皆さんと）

●メッセージ ダンスの趣味を生かして、イベント
や福祉施設などで発表しています。周りの人達を笑
顔にするダンス、華やかさを届けるダンス…よりパ
ワフルに活動していきます。

●メッセージ 無農薬自然栽培で野菜を育て、その
野菜で調理や加工をする体験を通じて食の大切さ
を体感し、命を頂くことに感謝できる生き方をす
る。

その他

代 表 者：山口 伸一（やまぐち しんいち）
電
話：070-5251-4638
メ ー ル：shinsan1123@gmail.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://normanouen.com/
: ノーマ農園
活動場所：ノーマ農園、にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

つなぎ、応援

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
メ ー ル：eloves.bd.ay@gmail.com
活動場所：にぎわい交流館、岩崎台・香久山福祉会館
活動日時：曜日 平日が中心、時間 日中が中心
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まちを元気に

32 東山友愛クラブ

33 プリンセスガーデンクラブ
東山

市内
全域

木

平日

日中

日中

代 表 者：矢田 元彦（やだ もとひこ）
電
話：080-3647-7351
活動場所：日東コミュニティセンター 南部福祉会館
活動日時：木曜日 10:00～14:00

代 表 者：只井 桂子（ただい けいこ）
電
話：0561-73-3885 FAX：0561-73-3885
メ ー ル：t_kroom@mb.ccnw.ne.jp
活動場所：野方三ツ池公園 にぎわい交流館
活動日時：曜日 平日が中心、時間 日中が中心

●メッセージ 1 月は、新年を楽しむ会から始まる。
お楽しみ企画は、フラダンス、ユニゾンライブ 7 人
のミニコンサートを楽しむ。また、お米、洗剤等、
全員に当る福引抽選会で最高潮盛上る。

●メッセージ 街の花飾りの協力、研修旅行、勉強
会等クラブ会員 21 名仲良く学習して知識向上を行
なっています。

34 ほんごう自主防犯パトロール会

35 南ヶ丘福祉まちづくり協議会

本郷

南ヶ丘

水・土

月・火
・木
日中

不定期

安全で安心して生活が出来る
「まちづくり」
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
活動場所：本郷公民館、本郷町内
活動日時：水曜日 18:00～19:00
土曜日 8:30～9:30

●メッセージ 現在 19 名の会員で防犯活動に取り
組んでいます。徒歩や青パトで巡回をして、安全で
安心して生活できる環境（犯罪につよいまち）づく
りに地域の皆さんと共に行動しています。
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明るくやさしい地緑づくり
電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
メ ー ル：kaztakah@ruby.ocn.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://npｆm.web.fc2.com
ブ ロ グ: http://npｆm.blog.fc2.com
活動場所：南ケ丘会館
活動日時：月曜日 9:00～13:00
火・木曜日 10:00～15:00
●メッセージ 日進市南ヶ丘における福祉まちづ
くりの推進を図るために、平成 21 年 4 月に設立。
にっしんぷらっとホームの運営、災害時要援護者支
援体制づくりなどの活動を行っている。

つなぎ、応援
暮らしを支える

01 アイの友クラブ
市内
全域
水

人をはぐくむ

日中

つなぎ、応援

学びたのしむ

代 表 者：服部 武（はっとり たけし）
電
話：0561-72-5075 FAX：0561-72-5075
活動場所：中央福祉センター
活動日時：第４水曜日 9:30～16:00

02 アスペディア

環境をまもる

●メッセージ 視覚障害者のお手伝いをさせても
らうために、共働で改良をボランティア５原則に従
って、点訳を基本にサポートし、感動することのな
いよう心に重く持ってやっています。

03
市内
全域

市内
全域
まちを元気に

金

●メッセージ 発達障がい者の教育、進路、就業な
どのさまざまなステージでの支援を行うことで、自
分らしく、個性を活かした人生を生きるための
”拠り所”となることを目指して活動します。

●メッセージ 誰もがＩＴの利便性を享受し、より
豊かで快適に暮らせる社会の実現を目指して、でき
ることから活動しています。今後も枠に囚われず、
活動を広げて行きたいと思います。

その他

代 表 者：近藤 知加子（こんどう ちかこ）
電
話：090-8670-0827
メ ー ル：c-kondo@isapo.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://it.isapo.jp/
: http://www.facebook.com/isapo.it
活動場所：にぎわい交流館 生涯学習プラザ
活動日時：金曜日 13:15～14:30、17:30～21:00

つなぎ、応援

代 表 者：大西 健司（おおにし けんじ）
電
話：090-7588-6049
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期
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つなぎ、応援

04 ＮＰＯ法人 サンコムネット

くぬぎ

05 櫟 の会

蟹甲

市内
全域

平日

土

日中

午前

代 表 者：小川 美紀子（おがわ みきこ）
電
話：0561-75-4416
メ ー ル：suncomnt@ylw.mmtr.or.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://suncomnt.blogspot.jp/
活動場所：中央福祉センター にぎわい交流館
活動日時：曜日 平日が中心、時間 9:00～16:00

代 表 者：飯塚 満智子（いいづか まちこ）
電
話：0561-72-1212
メ ー ル：i-machiko@md.ccnw.ne.jp
活動場所：代表者宅 にぎわい交流館
活動日時：土曜日 9:30～12:00

●メッセージ コンピュータが好きな人達が集ま
りスキルアップを重ね、その技術を活かしたいと、
図書館の無料相談会に協力したり、パソコンやタブ
レットの教室開催をしています。

●メッセージ パソコンのマウスを筆代わりにし
て文字を書くソフト、ワードのツールを駆使してイ
ラスト絵を描きます。パソコンを通して仲間作りや
ネットで社会とのつながりも出来ます。

06 公益財団法人 アジア保健研修所

07
市内
全域
平日

日中
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日中

代 表 者：斎藤 尚文（さいとう ひさふみ）
電
話：0561-73-1950 FAX：0561-73-1990
メ ー ル：info@ahi-japan.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ahi-japan.jp
: アジア保健研修所（AHI）
活動場所：アジア保健研修所（AHI)
活動日時：月～土曜日 9:00～17:00

代 表 者：佐野 武士（さの たけし）
電
話：0561-74-1758 FAX：0561-74-0026
メ ー ル：sjc600928@mb.ccnw.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://webc.sjc.ne.jp/nissin/index
活動場所：高齢者生きがい活動センター
活動日時：平日 8:30～17:15

●メッセージ 1980 年に設立された国際協力団体
です。アジアの農山村の人たちの健康のため、現地
のワーカーを育成する研修を行っています。いつで
もボランティアを募集中です。

●メッセージ 健康づくり仲間づくりしてみませ
んか。臨時的かつ短期的な軽易な就業・ボランティ
ア活動等で一緒に働いてみませんか。
「会員募集中」

つなぎ、応援
コ ン タ ク ト

09 サーブの会
市内
全域

暮らしを支える

08 ことり工房contact

市内
全域

●メッセージ 広告全般に関するお手伝いから企
画、プロデュースをしています。広告制作やパソコ
ン指導も行っています。お気軽にご相談ください。

●メッセージ サーブの会は『中部盲導犬協会と協
働』し、盲導犬理解（知ってもらう）活動と募金。
バザー・模擬店等を行っている。その収益金の金額
を『中部盲導犬協会』へ寄付している。

び とう

さんちょく

10 ＪＡあいち尾東日進産直友の会
市内
全域

ア

セ

ナ

環境をまもる

代 表 者：河邊 貢（かわべ みつぐ）
電
話：0561-73-5191 FAX：0561-73-5191
活動場所：会員事務局宅
活動日時：土・日曜日 13:00～15:00

学びたのしむ

代 表 者：小島 そのみ（こじま そのみ）
電
話：0565-77-7322 FAX：0565-77-7322
メ ー ル：kotori@kotorikoubou.com
Ｕ Ｒ Ｌ：www.kotorikoubou.com
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

人をはぐくむ

日中

ン

11 青年海外協力隊ASENANの会
市内
全域

まちを元気に

全日
日中

●メッセージ 地元の農産物を安価に提供！直売
所では、毎日新鮮な農産物を販売しています。また、
会員も募集中！！野菜作りが大好きな方、自分で育
てた野菜を販売してみませんか。

●メッセージ 私たちは A（尾張旭）SE（瀬戸）
NA（長久手）N（日進）地域で活動する青年海外協
力隊の OB 会です。講演会やブース出展などを通じ
て世界と地域をつないでいます！

その他

電
話：0561-75-6650（にぎわい交流館）
メ ー ル：jocvasenan@gmail.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://jocv.main.jp/aichi/
活動場所：にぎわい交流館 市民会館
活動日時：曜日 不定期、時間 不定期

つなぎ、応援

代 表 者：真野 俊英（まの としひで）
電
話：0561-72-0062 FAX：0561-72-1173
活動場所：JA あいち尾東日進園芸センター
活動日時：全日 8:30～18:00（4～9 月）
8:30～17:00（10～3 月）
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つなぎ、応援

12

13 日進市国際交流協会
蟹甲
平日
日中

49

日中

代 表 者：大角 佳生（おおすみ よしお）
電
話：0561-75-6977 FAX：0561-75-6977
メ ー ル：guide-desk@aggn.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：www.aggn.jp
活動場所：名古屋城 白鳥庭園
活動日時：曜日 不定期、時間 13:00～16:00

代 表 者：乗松 佳代子（のりまつ かよこ）
電
話：0561-73-1131 FAX：0561-73-1131
Ｕ Ｒ Ｌ：
活動場所：にぎわい交流館 市民会館
活動日時：月～金曜日 9:00～12:00、13:00～16:00

●メッセージ 約 100 名の会員が、外国語の力を
生かして名古屋城等で、海外からのお客様にボラン
ティアガイドを行っています。一緒に国際交流を始
めませんか？

●メッセージ 地域住民の異文化理解と国際交流
の活動を推進しています。日進市在住の外国人の
方々と国境を越え、日進市民と共に協力関係を築け
るように活動を進めています。

14 日進市ボランティア連絡協議会

15 日進消費生活研究グループ

市内
全域

市内
全域

月

平日

午前

午後

代 表 者：大野 忠夫（おおの ただお）
電
話：0561-73-0864 FAX：0561-73-0864
メ ー ル：taohno2014@me.ccnw.ne.jp
活動場所：中央福祉センター
活動日時：第 1 月曜日 10:00～12:00

代 表 者：山内 昭子（やまうち あきこ）
電
話：052-802-0554 FAX：052-802-0554
活動場所：にぎわい交流館 市役所
活動日時：曜日 平日が中心、時間 13:30～15:30

●メッセージ ボランティア同士の交流を図り、自
分達のボランティア活動の支援をおたがいに取っ
て行く。

●メッセージ 消費者が安全で安心な消費者生活
を営めるよう学習をし、その成果を地域社会全体で
消費者の安全・安心を将来にわたって確保するため
「みんなの生活展」等で情報発信している。

つなぎ、応援
暮らしを支える

17

16 ハンモックツリー
市内
全域

土
夜

●メッセージ カンボジアの子どもたちの健全な
成長を支援①村の小さな幼稚園開園運営支援②布
チョッキン WS③織物フェアトレード④スタディツ
アー催行

●メッセージ 地域に住む外国人が日本での生活
に困らないよう日本語学習の支援という形で活動
しています。誰でも、気軽に楽しく学習できるよう
な雰囲気を大切にしています。

環境をまもる

代 表 者：島川 雅彦（しまかわ まさひこ）
電
話：0561-38-0241
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：土曜日 19:00～20:30

学びたのしむ

代 表 者：髙木 正彦（たかぎ まさひこ）
電
話：052-623-7413 FAX：052-623-7413
メ ー ル：cyrainfo@cyr-a.com
Ｕ Ｒ Ｌ：http://cyr-a.com/
活動場所：にぎわい交流館
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

人をはぐくむ

日中

まちを元気に
つなぎ、応援
その他
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その他

01 アクティブ藤塚

日中

その他
代 表 者：大原 里美（おおはら さとみ）
電
話：0561-74-0623 FAX：0561-74-0623
メ ー ル：s-ohara@md.ccnw.ne.jp
活動場所：藤塚集会所
活動日時：曜日 不定期、時間 日中が中心

●メッセージ 藤塚とその周辺の中高齢者が、茶代
100 円のグル－プ活動として音楽鑑賞、麻雀囲碁、
新聞ちぎり絵、カラオケ、その他、道路清掃、下校
の見守り、テニス等で楽しんでいる。

02 おりがみフレンズ

51

さくら

03 高齢者サロンたらの会

市内
全域

折戸

金

火

午後

日中

電
話：0561-73-4885（日進市社会福祉協議会）
活動場所：中央福祉センター
活動日時：第 2、4 金曜日 13:30～15:30

代 表 者：古川 弘美（ふるかわ ひろみ）
電
話：0561-73-4885（日進市社会福祉協議会）
活動場所：藤塚集会所 折戸公民館
活動日時：第 2 火曜日 10:00～13:00

●メッセージ 月に 2 回勉強会を開き、色々な折紙
を作り和気あいあいと活動をしています。定期的に
市内のデイサ－ビス、子供教室の皆さんと折紙を通
して、楽しく交流しています。

●メッセージ みんなで遊べたらお食事できたら
いいネ！と平成 5 年 7 月藤塚浅田を中心に活動始め
る。毎月第 2 火曜日藤塚集会所で AM10～PM13 ま
で開催ゲストと遊びお食事後 13 時に解散

その他
暮らしを支える

04 精神保健福祉ボランティア すばる
蟹甲
土

人をはぐくむ

午後

心の病を持つ人が
気楽に集まれる居場所作り

学びたのしむ

電
話：0561-73-4885（日進市社会福祉協議会）
活動場所：中央福祉センター
活動日時：第 3 土曜日 14:00～16:00

環境をまもる

●メッセージ 「心の病を持つ方が気楽に立ち寄れ
る場所」を開催。なかなか外へ出られない人や、会
話が苦手な人も一度のぞいてみませんか。出入時間
は自由。黙っているだけでも OK。

まちを元気に
つなぎ、応援
その他
52

分野別索引
暮らしを支える

愛知国際病院ボランティアグループ「紫苑」 ········· 03
愛知三愛福祉会ボランティアグループ ················· 03
アクセスサポート日進（ASNi） ························· 03
愛歩協力会 ···················································· 04
いきいきフラクラブ ········································ 04
梅森シェルパ倶楽部 ········································ 04
NPO 法人 アップル・シード ····························· 04
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おもしろ音楽療法の会 ····································· 05
香久山いきいきクラブ ····································· 05
くりの実会 ···················································· 05
グループあいあい ··········································· 06
傾聴ボランティア「うさぎの会」 ······················· 06
声の飛行船 ···················································· 06
社会福祉法人 あじさいの会 ゆったり工房 ············ 06
社会福祉法人 きまもり会 ································· 07
社会福祉法人 ポレポレ ···································· 07
自力運動療法 交流会 ······································· 07
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特定非営利活動法人 スマイルハウス ··················· 09
特定非営利活動法人 中部終活フォーラム ············· 09
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名古屋学芸大学 Canteen ·································· 09
日進おはなしひろば ········································ 10
日進市グラウンドゴルフ協会 ····························· 10
日進市障害者団体連絡会··································· 10
日進市身体障害者福祉協会 ································ 10
日進市手をつなぐ育成会··································· 11
日進市年金者の会 ··········································· 11
日進・長久手・東郷聴覚障害者協会 ···················· 11
日生東山老人会（悠久会） ································ 11
ハッピーマップ ·············································· 12
ひまわり ······················································· 12
ボーイスカウト日進第 1 団 ······························· 12
ほっとカフェ 7（日生東山） ····························· 12
めぐみの会 ···················································· 13
優・食チャチャ ·············································· 13
レインボー日進 ·············································· 13
れんこんの会 ················································· 13

人をはぐくむ

あいうえおの会 ·············································· 14
愛知日進モラロジー事務所 ································ 14
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