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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

さあ ESD を探しに行こう！
未来につなぐ思いとその活動がギュッとつまった

にっしんわいわいフェスティバル！
あなたが興味のあることは？

12/3( 土 )

チャートであなたにぴったりの

9:00~16:00

ゾーンを探してみよう

日進市民会館

☆START☆
今日もいい日だったなぁ
と思うのはどんな時？

楽しい出会い
体験ができた

今日は楽しい外ご飯♥
食べに行くならどっち

バイキング

環境・福祉・文化・
芸術・国際協力など

暮らしサポート
ロボット

暮らしの中で大切にしたいことは？

ガイドブックを
チェック

やさしいまちゾーン

未来の発明あったらいいな

コース料理

旅の楽しみ方は？

気の向くままに Go！

ゆっくりくつろいだ

安全・安心

くらし安心ゾーン
防災・防犯
交通安全

人との出会い

お天気調整
スイッチ

大切にしたい日進の○○は？

ずばり “人”

輝くひとゾーン
人権・男女共同参画
平和・子育て

ぴったりのゾーンが分かったら 中面へ GO

緑豊かな自然

環境まちづくりゾーン
環境

Q

わいわいフェスティバル実行委員さんに聞きました

あなたにとっての ESD って何ですか？

わいわいフェスティバルのテーマ「未来へつなごう ESD」の「ESD」ってなんだろう。ではイメージしてみましょう。
私たちの未来の暮らしや環境はどうなっているのだろう･･･どうありたいのだろう？ 北高上緑地の里山や天白川で子どもたちが
遊んでいる未来。高齢者がスポーツを楽しみ元気に暮らす未来。男性も女性も共にイキイキと働く未来。
その思い描く未来のために、私たちは今、何ができるのかを考え、今できることをやっていく。
小さなことから、身近なことから、興味のあることからでいいんです。それが ESD！

誰もが幸せに暮らす未来にしようと、それぞれの思いで活動をしている実行委員さんたちにお話をお聞きしました。

グリーンアドバイザー愛知

伊藤珠美さん

長年、
「花」を通して人とつながる活動、まちづくりに携わっ

てきました。ボランティアの心と質の高いプロ意識を大切にす
る中で、出会った人からたくさんの喜びを頂いています。

くらし安心
ゾーン

日進災害ボランティアコーディネーターの会

大野忠夫さん

身近に
防 災 センターを作 りたい

ゾーン

日進を
「笑 顔 」 の花 いっぱいに

やさしいまち

会社員時代、社内の防災訓練を任せられたことをきっかけに、

定年後、防災ボランティア活動を始め 12 年になります。

日頃は避難所やボランティアセンターの運営がスムーズに行

昨年、市民活動祭ではボランティアとして「華麗なる加齢な

えるよう訓練したり、他のまちの視察に行ったりしています。

過程では大変なこともありましたが、熱意ある仲間と共に笑顔

る防災グッズを展示した防災施設を作りたいと思っています。

「良かった」「楽しかった」と思えば、人は誰かに伝えたくな

体験できる施設を作れればと思います。最もの願いは、実際に

ファッションショー」に関わりました。ゼロから形作っていく
の花いっぱいの素敵なショーになりました。

ります。口から口へ伝えられ、日進に広がり、やがて外へ、そ
して未来へ続いていくと思います。
めポイン
ト
すす
お

環境・福祉
文化・芸術
国際協力
など

日進には防災センターがないので、誰もがいつでも見に行け

はじめは目で見るだけのものでもいいです。将来的には実際に
災害が起きたときにすぐに対応できる、心と物とコミュニティ
の備えを持つ「まち」にすることです。
めポイン
ト
すす
お

にっしんを日本一のやさしいまちに
・こんな活動してみたい！ 相談してみよう！
・無農薬野菜、果物、お菓子などの販売
・焼きそば、肉まん、パンなどの販売

学生のパワーでフェスティバルを盛り上げます
飛び出せ！ キャンパス

〜 クリスマス・マルシェ 〜

クリスマスモードの会場のカフェで

ゆったりしながら、子ども、高齢者、
親子が楽しめる学生企画をお楽しみ
ください。ちょっと早い、学生から
のクリスマスプレゼント！

防災・防犯
交通安全

安全安心な日進へ
・豚汁の炊き出し

・心肺蘇生の AED 体験

・癒しのリラクゼーション体験

素敵に年を重ねて今がある！
華麗なる加齢なファッションショー
いつまでも元気にそして華や
かに！ 本格演出で「自分らし

い 美 し さ」を 引 き 立 て ま す。
思い思いの衣 装に身を包み、
さっそうと立ち歩く市民モデ
ルの姿にご注目。

？
ESD って

「Education for Sustainable Development

（持続可能な開発のための教育）」の頭文字を

とった言葉。環境や人権問題、防災といった
課題について、一人ひとりが自分にできるこ
とを考え実践し、持続可能な社会に変えて
いくための取り組みのこと。

わいわいフェスティバ ルには未来のためにできることをはじめている人たちが集まります。
あなたもやりたいこと 、できることを探しにわいわいフェスティバルへ Letʼ s Go ！

ゾーン

NPO 法人ファミリーステーション Rin

小川悦子さん

子どもが小さかった頃は、家事も子育ても頑張っても上手く

できていない気がして悩んでいました。多くの方に出会い、助
けられ、楽しく子育てができるようになりました。

そこで自分と同じように悩む親の力になりたいと子育て支援

活動を始めました。個人の問題は社会の問題です。先輩女性を
見るうちに、問題や疑問は発信することで社会は変わっていく
とわかりました。

来年からは産後サポート事業を始めます。今はサポーターを

養成し、準備を進めています。親が子育てに自信を持ち、自分
らしく楽しく生きる助けの一歩となればと思います。
めポイン
ト
すす
お

人権・平和
男女共同参画
子育て

ひとりひとりが輝くまち
・こんなこと「ど〜おもう？」クイズラリー
・みんなで「なかよしメダル」を作ろう

環境まちづくり
ゾーン

生物多様性日進市民協議会

出原伸平さん

私が子どもの頃、水のきれいな天白川には鮎がいました。川
の生物と水質は深く関係し、川の汚れは家庭から出る生活排水
の影響が大きいんです。
数年前から、天白川の生物観察と水質の調査や「マイエンザ」
の普及活動を行っています。マイエンザは自然が本来持つ浄化
作用を高める微生物活性酵素で、日進中学校のプール清掃や市
内 150 世帯で使ってもらっています。
これからも「個人、家庭で少しずつ気をつけることが水の汚
れを減らし、川の生物保護につながる！」活動を続け、鮎が住
んでいた天白川を取り戻せればと思っています。
めポイン
ト
すす
お

にぎわい丼横丁

日進の環境を守ろう！みんなの力
・自然 de ものづくり体験

環境保全

（エコ石鹸やリース作りなど）

・かんきょうクイズラリー

・物品販売、工作体験、プチ託児サービス

地産の食材を使った丼で舌鼓！

極上の音楽が未来を奏でる
市民音楽祭

今年は、みんなが大好きな丼。

全 国 大 会 銀 賞 の 日 進 西 中 学、

生が腕をふるってみなさんの舌

屋外国語大学アカペラサーク

にぎわいワンデイシェフと大学
をうならせます。

日進の食材がどんな丼になるの
かお楽しみ。

天白川を
きれいな川 に戻 したい

助 けを求 められる
社 会 にしたい

輝くひと

名古屋商科大学の吹奏楽。名古

ル。津軽三味線 杉山大介 さん、
早川流やぐら太鼓玄武会、尺八
平野透山さんはコラボ演奏も !

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！★

にぎわい交流館

1階

市民サロンの催し情報

月
火
水
木
第2木
第1金
第3金
第4金

12/1 （木） ～ 12/10 （土）
12/11 （日） ～ 12/26 （月）
1/5 （木） ～ 1/20 （金）
1/21 （土） ～ 1/31 （月）
2/1 （水） ～ 2/10 （金）
2/11 （土） ～ 2/20 （月）
2/21 （火） ～ 2/28 （火）

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
十人十色の会

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

マーケット
10:00 ～ 16:00 （出店者により異なる場合があります）

8:30 ～ 17:15

未定
堀井憲爾 「サンタクロース木彫り展」
未定
未定
柴原薫 「写真展」
未定
未定

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
12/10 （土）
12/12 （月）
12/17 （土）
12/19 （月）
1/8 （日）
1/14 （土）
1/21 （土）
1/28 （土）
2/10 （金）

Autumn Elegance(J ポップ ・ ジャズ )
休憩ソンガー ( ギター )
琉球ボッサ （琉球音楽）
休憩ソンガー & 島崎貴裕 （ギター）
AZUL( アンデス・ラテン音楽） 13:00 ～
AKT48air( サックス・ エアーバンド）
OH-JINS( フォーク )
イシカワシンヤ ( ギター弾語り）
めぐみ音 （ポップス・ コーラス）

登録団体 イベント掲示板

赤池地域ふれあいもちつき大会
のし餅の販売（数に限りあり）やバザーなど予定しています
バザー出品物・ボランティアスタッフ募集中！

日 時：12/25（日）10:00 〜 12:00
場 所：えんがわ赤池（旧むつみ会館 / 西部福祉会館隣）
参加費：500 円（小学生以上）
主 催：NPO 法人 赤池サークル会
問合せ：TEL (090) 8542-5427 山田

http://www.facebook.com/akaikecirclekai

日進市にぎわい交流館

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 )

〒470-0122

愛知県日進市蟹甲町中島 277-1

笑いヨガ＆一品おかず持寄り交流会

〜 年末を笑いと会食で迎えよう！ 〜
日 時：12/11（日）笑いヨガ 10:00~11:30/15:00~16:30
交流会 11:30~15:00
場 所：日進市にぎわい交流館 和室
参加費：笑いヨガ 500 円 / 交流会 300 円 / 両方 600 円
持ち物：（ヨガ）飲み物、タオル （交流会）手作りおかず 1 品以上、マイ箸、マイ皿
主 催：ストレスやボケを吹っ飛ばそう！笑いヨガのつどい
facebook
問合せ：TEL 080-2220-5628 中上
メール

yockn4423@yahoo.co.jp

messenger
でも受付中

電話 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

