栄養満点の手作りランチを召し上がれ！

手作りの品 ・ こだわりの逸品がお買い得！

ワンデイシェフ
喫茶 9:00 ～ 16:00 / ランチ 11:30 ～売切しだい終了

月 愛歩協力会
火 キッチンよつば
水 にっしん ・ ワーカーズ杜の食卓
木 キッチン絆
第 1,2,5 金 里まちカフェめぐみえん
第 3,4 金 優 ・ 食チャチャ
土 名古屋学芸大学 Canteen
★日曜 ・ 祝日の喫茶提供も始めました！★

マーケット

にぎわうところに笑顔がいっぱい！
わいわい集える市民活動支援センター 日進市にぎわい交流館の情報マガジン

10:00 ～ 16:00 （出店者により異なる場合があります）

月
火
水
木
第2木
第1金
第3金

愛歩協力会
スマイルハウス
フェアトレード風の子
薔薇しかない花屋
ハーブの小径
裂き織り 「ておりや」
ことり工房 contact

Vol. 10
2016 年 秋号
みなさんの「?」に答え、まちの課題を一緒に考えます

教えて！にぎわい探偵団

特集

9 月 1 日は防災の日。防災力を鍛えよう！

にぎわい交流館

1階

市民サロンの催し情報

無料のお茶もご用意しています。いつでもお越しください！
※最新情報はホームページをご覧いただくか、
にぎわい交流館へ直接お問い合わせください

市民のみなさんの力作をぜひ見に来て！

ギャラリー

8:30 ～ 17:15

9/ 1 （木） ～ 9/9 （金 ) 小山田隆明 「透明水彩画展」
9/11 （日） ～ 9/20 （火） 角田とき子 「クロスステッチ刺繍展」
9/21 （水）～ 9/30 （金）創作アップリケやわらぎ会「アップリケ展」
10/ 1 （土）～ 10/10 （月） 鈴木明美「ボールペン画展」
10/11 （火） ～ 10/20 （木） 公文書写教室 「学習成果展」
10/21 （金）～10/31 （月）シルバー写真クラブ「写真展」

おいしいランチと素敵な音楽で憩いのランチタイムを！

ランチコンサート 12:00 ～ 13:00
9/3 （土）
9/10 （土）
9/17 （土）
9/24 （土）
10/18 （火）
10/22 （土）
10/25 （火）
10/28 （金）

河合稔 ( ギターとハープで弾語り )
Count Down （ギター弾語り）
trip nostalgie （ポップス・ トラディショナル）
夫婦の時間 ( 昭和アニメソング）
花すみれ （箏 ・ 十七弦）
おき楽座 （邦楽カバー）
アンサンブルふぉーれ （ポップス・ 唱歌）
音のん日和 （ピアノ ・ フルート）

にぎわ

を
い掲示板

ご活 用く

日時

9 月 18 日（日）9:00 〜 16:30
場所 日進市にぎわい交流館

命

を守れ！

いつ来るか分からない南海トラフ地震、年々激しさを増す豪雨・水害……。
自分自身と大切な人を災害から守るために、防災力をレベルアップ！

にぎわい交流館
玄関入ってすぐ

（非営利目的に限ります）

M ISSION 1

知識を身につけ
判断力を磨こう

「身近な場所が危険だと知らなかった」
「予期せぬ事態にパニッ
ク」――そんなことにならないよう、知力を鍛えよう！
とっさの判断力を磨くには、ゲームを通してシミュレーションする

は？
答え
の
た
み
あな 話し合って てね

愛知県日進市蟹甲町中島 277-1（日進市役所 東隣）

0561-75-6650

ファクス 0561-73-5810
電子メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp
ウェブサイト http://www.shimin-kouryu.net

とも

「クロスロード防災気象情報編」カード例

あなたは川の近くに住んでいます。
テレビでは、自宅近くの川が避難を判断する目
安の「氾濫危険水位」を超えたと報じています。
避難勧告などが発令されているかは分かりませ
ん。あなたは自主的に避難しますか？

YES

NO

避難する

避難しない

ことが効果的と言われます。災害対応カードゲーム「クロスロード」
は、災害時にどう行動するかを選択し、参加者同士で話し合うゲー

電話

日進市にぎわい交流館

私たちの

他の人

「譲ります」
「探しています」
「ボランティア・仲間募集」
など 身近な情報交換の場
としてご利用ください !

〒470-0122

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 )

ださい

ミッションをクリアして

ム。自分とは異なる意見を知ったり、進行役の解説を聞いたりする
ことで、いざというとき、より良い判断ができるようになります。
クロスロードの「防災気象情報編」を使った講座が日進でも開催
されます。参加して、あなたの知力を鍛えよう！

Go to Next Mission! 次ページへ

防災啓発講座

「クロスロード防災気象情報編」

日 時：8 月 26 日（金）10:00 〜 12:00
場 所：中央福祉センター
対 象：日進市在住・在学・在勤の高校生以上の方
参加費：無料
講 師：名古屋地方気象台 小林高枝さん
主催・申込先：日進防災推進連絡会
(0561)73-8145 中野

備えあれば憂いなし
情報共有で広がる安心

M ISSION 2

ものの備えだけでなく、周りの人との関係づくり（コミュニ
ケーション）で防御力を鍛えよう！
災害時に特別な助けを必要とする人がいます。例えば、食物ア
レルギー。重篤な人になると少量の摂取でも命にかかわります。

ちます。
また、小さな子どもを連れての避難は何かと大変。
今のうちから話し合ってみませんか？
自分の周囲ではどこに、どんな助けを必要とする人
がいるのか知り、地域で共有しておくことがまちの防
御力を高めます。

防災について語ろう会
災害時、子どもと家族を守るために何ができる？
お茶しながら 家族みんなで防災について
おしゃべりしましょう！

乳幼児やお年寄り、食事に配慮が必要な人たち
みんなに対応できる食事を簡単に作る方法です。

地域の防災訓練に
参加しよう

M ISSION 3
各地区の防災訓練
地 区

9 〜 11 月実施予定のもの（7/31 現在）

実施日

時 間

場 所

岩藤

9/4（日）

9:00-11:00

岩藤公民館

梅森

9/11（日） 9:00-12:00

梅森公民館

梅森台

9/25（日） 9:00-12:00

梅森台公園・梅森公民館

9:00-11:45

10/2（日）

日生梅森園

10/16（日） 未定

集会所・三角公園

日東東山

10/16（日） 9:00-13:00

日東東山コミュニティセンター

折戸

10/16（日） 9:15-12:30

梨の木小学校

10/23（日） 9:00-12:00

五色園区内

岩崎

11/3（祝）

9:30-12:00

岩崎公民館

赤池

11/6（日）

9:00-12:00

赤池小学校

三本木・日進ニュータウン 11/20（日） 9:00-12:00

て、行動力を鍛えよう！
防災訓練の会場は、避難場所でもあります。行き方
を確認し、途中に危険がないか調べましょう。
炊き出しや AED を使った救命訓練など、日頃なか
なかできない体験もあります。いざという時に戸惑わ
ないよう、経験値を積みましょう！

東小学校

五色園

三本木区民会館

香久山

11/20（日） 9:00-13:00

岩崎台・香久山福祉会館

北新

11/20（日） 8:00-13:00

北新町公民館

日 時：9/3（土）11:00 〜 15:00
場 所：岩崎台・香久山福祉会館
参加費：子ども無料 大人 500 円（材料費）
主 催：いきいき塾 NPO 絆
問合せ：TEL/FAX (052)804-8589
携帯 (080)3577-8684 山崎
メール ikikijuku̲npo̲kizuna@yahoo.co.jp
HP http://kizuna2008.web.fc2.com
※平成 28 年度日進市市民自治活動推進補助金事業です

国際研修中のお料理
ボランティア募集
～あなたの得意料理で国際協力～

避難や救助など、災害時を想定した訓練に参加し

日進市

地域合同総合防災訓練

日時：11 月 27 日（日）時間未定
場所：竹の山小学校

防災訓練についての問い合わせ：日進市 危機管理課 防災危機管理係 (0561)73-3279

この特集は、記事中でご紹介した市民活動団体のほか、日進災害ボランティアコーディネーター
の会、日進市地区日赤奉仕団、岩根自主防災会への取材をもとに構成しました。みなさんは揃って
「一番大切なのは、日頃の人とのつながり」と言います。防災についてもっと知りたい、活動したい
という方は地域の防災団体に参加してはいかがでしょうか？
日進市の「防災対策マップ」「洪水ハザードマップ」や、
「日進市民活動団体見本帖」はウェブで
も見ることができます。あなたに合った方法を見つけて、防災力を高めましょう。

「日進市民活動団体見本帖」
いろいろな団体が載っています

LD（学習障がい）疑似体験

みんなで一緒にうどんを作ろう！

※アレルギーのある方はご連絡ください

蟹甲公民館

蟹甲

米野木・豊島台・日の出ヶ丘 10/23（日） 9:30-12:00

日 時：9 月 19 日（月・祝）
場 所：にぎわい交流館
参加費：1 家族 200 円（茶菓代）
主 催：一暇（いっか）
HP http://ikka-nisshin.jimdo.com

脳科学から考えられた
「読む」 「書く」 「聞く」 「話す」

日進 絆 子ども食堂

自分たちでできる工夫、みんなに協力してほしいこと、

みんなで考えよう 災害時の食の備え
パッククッキングでかんたん“防災力”UP↑

日 時：9 月 11 日（日）10:30~13:30
場 所：北部福祉会館
参加費：500 円（材料費） 定員：30 名（先着順）
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、飲み物
主 催：ぷちヴェール日進
申込み：メール nisshin.aller.net@gmail.com
氏名・連絡先・申込食数のほか、お子様同伴の場合は
年齢・アレルギーの有無（アレルゲン）を明記してください

登録団体 イベント掲示板

避難所での食事には、パッククッキングがきっと役立

今年の研修生はインド、インドネシア、タイ、ネパール、
パキスタン、バングラデシュ、フィリピンの 7 か国 14 名。
あなたのお料理で、国際研修を支えてください。

日

時：9/4（日）〜 10/8（土）

ご都合に合わせて毎週でも、
1 回だけでも OK

所：アジア保健研修所 (AHI)
容：AHI の台所を使って昼食または夕食の調理
（約 20 人分）
お米や基本的な調味料、材料費は AHI 負担
主 催：アジア保健研修所 (AHI)
問合せ：TEL (0561)73-1950 林、マクレナン
場
内

学習障がいの子どもたちの困難さを体験！
日 時：9/3（土）10:00 〜 12:00
場 所：にぎわい交流館
参加費：1,000 円
定 員：25 名
主 催：一般社団法人 BIG BRIDGE
申 込：氏名・住所・TEL・メール明記の上、FAX かメールで
FAX（052)433-2550
メール info@wizardofoz.jp
問合せ：TEL (080)5295-9775 大橋

にぎわい子ども祭り
一部「おいしい、おやこ寄席」
二部「甲冑大河歴史講座」
全日「甲冑試着体験」「親子園芸」
時：10/10（月・祝）一部 10:00 〜 11:45
二部 13:00 〜 16:00
場 所：にぎわい交流館
定 員：各講座 30 名
参加費：講座により 300 〜 500 円
主 催：母親支援 Re:Birth
あいち手作り甲冑サポート塾
グリーンアドバイザー愛知
問合せ：TEL (090)6082-1489 Re:Birth 松田
メール sokko0024@me.com
日

※平成 28 年度日進市市民自治活動推進補助金事業です

蝶の観察会

ダンボールコンポスト導入講座

日 時：10/16（日）9:30 〜 12:00
場 所：愛知池バタフライガーデン
対 象：市内在住、在学、在勤の方
（小学 3 年以下は要保護者同伴）
定 員：22 名（先着順）
参加費：無料
持ち物：あれば捕虫網
主 催：日進市環境課（運営：愛知池友の会）
申 込：9/6（火）9:00 〜（氏名、住所、連絡先必要）
（お子様の場合は学年と年齢必要）
TEL (0561)73-2896 FAX(0561)72-4603
メール kankyo@city.nisshin.lg.jp

～生ごみを出さないエコな生活始めよう～
ダンボールを利用した生ご
み処理機のこと。生ごみが
堆肥にかわります
日 時 ：毎月第 3 水曜日
場 所：日進野菜塾の畑 日進市本郷町西原 67
参加費：受講料無料
希望者に材料を販売（1400 円）
！
主 催：NPO 法人日進野菜塾
申 込：TEL (090)5443-1518
メール info@n-yasaijuku.com

