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きっかけはここに！

日進市にぎわい交流館
公式キャラクター

「わいわい」

７/８( 土 )

9:00 〜16:00
日進市民会館
日進市スポーツセンター
「にっしんわいわいフェスティバル」が
パワーアップして夏の祭典として開催されます。
人のため、社会のためにやってみたいという人、
何か本気になることを探している人も
みんな来てみて 楽しんでみて !(^^)!
未来につながるきっかけが ここにあります。
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楽しくなければわいフェスじゃない！
聞いちゃいます わいフェスの魅力！

Q

前回のわいフェスとどこが違う？

参加団体が増えて 会場も拡大します

いきいき塾 NPO 絆

代表理事 山崎正信さん
定年後のたまり場・居場所作りの活動をしている、実行委員で企画広
報担当の山崎正信さんにわいフェスの魅力をお聞きします。

Q

わいフェスってどんなお祭り？

日進で活動する団体が集まる祭典です
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
している人たちが集まります。一度にたくさんの市民活動
が見られる、実際に活動している人の話が聞ける、その人
たちに会える。みんなが楽しめる市民参加のお祭りです。

参加団体は 140 以上。これだけ市民活動団体が
参加しているお祭りはあまりないんじゃないかな。
今回は市民会館とスポーツセンターの２会場に拡
大。よりさまざまな活動を知ってもらえるようにな
りました。

Q

未来のわいフェスどうしたい？

日進の観光の一つになってほしい
日進は市民活動が盛んで質も高い。これは私たち
が誇れる財産です。市外、県外からも多くの方が
来てくれるようなお祭りになってくれれば、より活
動を知ってもらえます。まずはみなさんに楽しん
でほしいです。そして興味を持ったら、ぜひ参加
してみてください。行動が未来につながっていくと
思います。

学生パワーで盛り上げます

予約不要
みんな来てね

他大学と共に盛り上げます。団体さんと交流してつながりが
できれば、学生ボランティアの活動の幅も広がります。
今後もつながって協働できるよう頑張ります。
愛知学院大学
ボランティアセンター
松島昂平さん

愛知学院大学
ボランティアセンター
脇帆海さん

市民
会館

牛乳パックで世界に一つだけの小物入れを作ろう！
リサイクルすれば資源だけど、ひと工夫すれば生活に役立つ
物が作れます。小さな子どもでも大丈夫。ぜひ来てください。

●映画「この世
●みんなあつま
●市民音楽祭
●地産地消フー
●ミニステージ
●にっしん環境
サポーターズ

※私たちの活動について詳しくは「にぎわいホームページ」を見てね

にぎわい交流館
栄養満点の手作りランチを召し上がれ！

ワンデイシェフ
月
火
第 1,３,5 水
第 2,4 水
木
第 1,2,5 金
第 3,4 金
土
第2日

1階

市民サロンの催し情報

手作りの品 ・ こだわりの逸品がお買い得！

マーケット

愛歩協力会
喫茶 9:00 ～ 16:00
キッチンよつば ランチ 11:30 ～売切しだい終了
10:00 ～ 16:00 （出店者により異なる場合があります）
タンドリーバスルーム 水曜日に新味登場！
月 愛歩協力会
友好自治体
オール ・ フォー ・ ユー カレーと薬膳ラーメンを
「木祖村 ・ 志摩市 火 スマイルハウス
ご賞味ください
キッチン絆
マーケット＆ランチフェア」 水 フェアトレード風の子
里まちカフェめぐみえん
8 月 開催予定
木 薔薇しかない花屋
優 ・ 食チャチャ
詳細は 「にぎわい
赤池サークル会
名古屋学芸大学 Canteen
ホームページ」 で！
日進絆子ども食堂

★日曜 ・ 祝日の喫茶提供もやっています！★

★金曜日の出店者募集中！市民活動団体さんに限ります★

市民
会館

ゾーンの見どころ
スポーツ
センター

ひとりひとりが輝くまち

日進の環境を守ろう！ みんなのチカラ
~ 何ができるかかんがえてみよう ~

平和の朗読＆
ミニステージ

えっ！ 日進にこんな
水生生物がいる！？

平和についての朗読などのミニス
テージで楽しもう。
クイズラリーもあるよ。

日進の水生生物をジオラマで紹
介します。すぐそばをあんな生物
やこんな生物が･･･

さまざまな幸せな色が集まる
「やさしいまち にっしん」

サイコロを振って
まちの情報を GET
いろんな分野の団体が大集結。
すごろくラリーで景品がもらえる。
パソコンや寄せ植え体験もあるよ。

環境まちづくりゾーン

輝くひとゾーン

やさしいまちゾーン

こんな団体が出展します

こんな団体が出展します

文化・芸術・まちづくり
国際協力 など

こんな団体が出展します

人権・平和
男女共同参画など

環境など

くらし安心ゾーン

健康福祉まちづくりゾーン
元気に向かって日進月歩

安全・安心なまち

にっしん

楽しく、おいしく福祉を知ろう !

この体験が命を救う！

福祉施設を訪問している団体のコンサートや劇で楽し
もう ! ブースを回ると、お菓子つりに挑戦できるよ。

いざというときに備えて AED・空気消火器を体験して
みよう。クイズラリーで景品を GET しよう。

こんな団体が出展します

こんな団体が出展します

健康・障害者福祉・高齢者福祉など

防災・防犯・交通安全など

フェスティバル企画も盛りだくさん

世界の片隅に」上映
まれ！子ども縁日
祭
フードコート
ジ
境まちづくり
ズ抽選会

音楽が奏でる
至福のひととき

おいしいものいっぱい
日進の恵みを召し上がれ！

スポーツ
センター

●学生七夕企画夏まつり
●みんなのふれあいステージ
●健康スポーツ体験
●キッチンカー参上
●日進最大 !? フリーマーケット
●地震体験車＆
「MIRAI」がやってくる

© こうの史代・双葉社 /
『この世界の片隅に』製作委員会

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

8:30 ～ 17:15

7/1 （土） ～7/10 （月） 坂崎吉金 「水墨画展」
8/1 （火） ～ 8/10 （木） 堀井憲爾 「仏様木彫り展」
9/1 （金） ～ 9/10 （日） 日進植物画教室 「植物画展」
出展希望者募集中！
お気軽にお問い合わせ
ください

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
7/1
7/15
7/22
7/29
8/5
8/19
8/26
9/2
9/5

（土）
（土）
（土）
（土）
（土）
（土）
（土）
（土）
（火）

primore ( 日本楽曲 )
銀星号 ( 秦琴 )
琉球ボッサ （琉球音楽）
AKT48air （ジャズ ・ ポップス・ 演歌など）
ユメナカ ( ポップス・ ジャズ ・ ロック）
奥野幸治 ( 洋楽 ・ 邦楽 ・ ポップス）
矢吹みやヴィ & るみ ( ロック ・ 読み語り )
OH-JINS ( フォーク ・ ポップス・ ロック )
キャトル ・ シャトン （ピアノ連弾）

登録団体 イベント掲示板

終活セミナー
なるほど知って得する終活の話
お葬式はなぜ高額になるの？ 編

日進岩藤川自然観察会

会あり
事前相談

岩藤川の植物を観察しに行こう
7 月は「キノコと森の関係」
8 月は「ハッチョウトンボの生息地」

一人暮らしで葬儀に不安。子ども家庭に迷惑をかけたくない。
そもそも大きな葬儀に価値を感じない。

日

もっとお葬式は安くなる。とっておきの講座。

日 時：7/16（日）13:30 〜 15:30
場 所：にぎわい交流館 2F
参加費：無料
定 員：50 名
主 催：NPO 法人 地域福祉儀典 友の会
問合せ：TEL (090) 4183-6636 小澤

〈えんがわ赤池〉えんがわまつり

8/ 20（日）9:30 〜 12:00 頃

参加費：100 円（保険料込）
服 装：長袖、長ズボン、運動靴（8 月は長靴）、帽子
持ち物：虫眼鏡、双眼鏡があるとより楽しめます !(^^)!
主 催：日進岩藤川自然観察会
問合せ：TEL (0561) 38-2792 鬼頭

荒天中止

日 時：7/23（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：300 円（小学生以上 / 流しそうめん付き）
持ち物：箸、食器、熱中症対策して来てね
主 催：NPO 法人 赤池サークル会
問合せ：TEL (090) 8542-5427 山田
akaikecirclekai@yahoo.co.jp
http://www.facebook.com/akaikecirclekai
※中止の場合は facebook でお知らせします

★ボランティアスタッフも募集中★

要申込み

「知っているようで実はよく知らない
性別のお話」

LGBTs の基礎知識・親の立場から・当事者の立場からの講演
LGBTs を理解するためのワークショップ

日 時：8/20（日）13:30 〜 16:00
場 所：にぎわい交流館 2 階会議室 ABC
参加費：無料
定 員：30 名（日進市在住・在勤・在学者優先）
持ち物：筆記用具
主 催：日進市
企画運営：椿ソーシャル・アイデンティティ・サポート

後 援：日進市教育委員会
問合せ：(090)8131-1069

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

時：7/ 16（日）9:30 〜 12:00 頃

集合場所：日進市総合運動公園駐車場グランド前の休憩所

流しそうめん食べ放題！
了
り次第終
はなくな
各種屋台も出ます
そうめん

講演とワークショップ

雨天中止

愛知県日進市蟹甲町中島 277-1

「みっちゃん童謡唱歌を歌う」

AMI コンサート

オカリナのみっちゃん、ギターのあっちゃんによる音楽料理人
ユニット AMI のコンサート
教科書から消えつつある童謡唱歌の世界をみっちゃんが歌います
懐かしく歌い継がれてほしい楽曲ばかり！お楽しみください♪

日
場

時：8/5（土）11:00 〜 12:00
所：カーデンホール

みよし市黒笹町西新田 1205-1（愛知牧場斜め向かい）
TEL (0561) 35-5015

参加費：カフェ飲食費のみ
定 員：60 名ほど
主 催：AMI
問合せ：TEL（090）6597-0431 横井

憩いの場、学びの場、認知症カフェオープンしました

you, i cafe

あい工房

認知症の人や家族、介護に携わっている人、
地域で見守っている人たち、一人暮らしの人の交流の場です
情報交換や相談もお気軽に (^^)!
（認知症はあなた (you) にも私 (i) にも可能性があります
お互いへの思いやりを忘れないように･･･）

日 時：毎週月曜日 9:00 〜 12:00
場 所：あい工房いきいきルーム
参加費：200 円（お茶お菓子付き）
主 催：NPO 法人リビングサポートあいあいの家 あい工房
問合せ：TEL (0561)41-9910
FAX (0561)41-9911

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

