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イベント・出展団体ガイド

学生七夕企画・キッチンカー 他 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8

お話絵本と親子で楽しむクラシック音楽の会

選べるこだわりモーニング

市民会館 大ホール／10:30～（10:00 開場）
大スクリーンに映した学生の創作絵本の読み聞かせと、プロのバイオリニスト・ピアニス

市民会館 小ホール／10:00～15:00
モーニングは、食を通じて家族や仲間と

トとのコラボです。地球環境について分かりやすく学べる「地球教室」も同時開催です。

の交流が深まる、地域の文化！ 食に関

親子でお楽しみいただけます（幼児向け）。

わる団体が、こだわりの食材やレシピの

（名古屋学芸大学 こども大学プロジェクト／団体紹介 P. 5）

健康福祉まちづくりゾーン 他 ꞏꞏꞏꞏ 6・7

飲みもの・食べものをご用意しました。お
好きな組み合わせで「一日中モーニン

市民音楽祭
市民会館 大ホール／14:00～（13:30 開場）
音楽でまちおこし！ 素敵な音楽と踊りで楽しいひとときを！（出演団体紹介 P. 5）

グ」をお楽しみください。
飲みもの…コーヒー、お茶、スープなど
食べもの…サンドイッチ、カレーなど

14:00 オープニング ♪わいわいフェスティバルテーマ曲「日は進む」
14:15 日進児童合唱団 ♪「メリー・ポピンズ」より
14:40 名古屋学芸大学吹奏楽部 ♪One Love ほか

竹灯りワークショップ

15:05 椙山女学園大学吹奏楽部 ♪アルセナール ほか

市民会館 多目的ホール
竹灯りと三角灯篭の製作ワークショップです。

15:35 早川流やぐら太鼓 玄武会 ♪玄武会そろい打ち ほか

予約制（各回先着で定員になり次第締切）。

16:00 常笑（よさこい） ♪名古屋で GO2！ ほか

各回、竹灯り 6 名、三角灯篭 10 名。

※ステージの進行上、出演時間が多少前後することがあります。ご了承ください。

10:00／11:00／13:00／14:00／15:00／16:00

にっしんわいわいフェスティバルテーマ曲

「アンネのバラ」 展示

日は進む

市民会館 エントランスホール

作詞：歌詞を応募してくれたみなさん
作曲：渡邉康 （椙山女学園大学准教授）

アンネ・フランクの平和の思いをひろげる
ため、「アンネのバラ」を展示し、パネル
等で紹介します。また輝くひとゾーンのブ

明るく楽しくはつらつと 夢を追いかけ時を刻む
くじけそうになっても前を向いて 大丈夫日は昇る
あなたの想いは笑顔をつくる
夢と光と温かさ この町で出会った仲間たち
あなたの得意なこと何ですか？ みんなと分かち合おう
あなたの笑顔で街が明るくなる
私とあなた手をつなごう みんなの力で笑顔をつくる
私とあなた手をつなごう どんな時でも日は進む

ースで苗の頒布を行います。

にっしん環境まちづくり
サポーターズポイント抽選会
市民会館 展示ホール
お手持ちのポイントや、会場内のブース
での体験、「ＥＳＤスタンプラリー」で集め
たポイントで抽選に参加しましょう！
（環境まちづくりサポーターに未登録の方
は、登録をお願いします）

夢と光と温かさ この町で出会った仲間たち
私とあなた手をつなごう どんな時でも日は進む

水切りグッズの紹介や環境七夕企画も
行っています。

P. 1

ふれあいステージ

キッチンカー

スポーツセンター 第 4 競技場

スポーツセンター 屋外
環境まちづくりサポーターのキッチンカー

《午前の部》

《午後の部》

が、みなさんのお腹をサポートします。

10:00～ 永田勝規ダンススタジオ

12:30～ 劇団玉手箱

10:25～ HAPPINESS DANCE SCHOOL

13:15～ 林伸一

・きゅうり一本漬け ・冷しパイン棒

10:50～ キッズチア Twinkle star

14:00～ AMI

・から揚げ

11:15～ スタジオ M3

14:45～ さくらフレンズ

・たこ焼き ・ポークフランク

11:40～ 和太鼓集団 氣楽

15:30～ AZUL

・トルコケバブ

16:15～ 名古屋学芸大学 吹奏楽部

体験企画

音楽・ダンス・寝劇などバラエティ豊かなステージです。（出演団体紹介は P. 7-8）
※ステージの進行上、出演時間が多少前後することがあります。ご了承ください。

など
（参加団体紹介は P. 8）

スポーツセンター 第 1 競技場

Pepper プログラミング教室

学生七夕企画

①10:30～11:30 ②12:30～13:30

スポーツセンター 第 2 競技場

③14:00～15:00 ④15:30～16:30

学生パワーで日進のまちづくりを行う学生団体「にっしんＥＳＤ大学」がおもてなしします。
日進の素敵なお店を紹介するクイズ大会で景品（お店の商品詰合せなど）をゲットしよう！
・クイズ大会 13:30～14:00

時間ごとに整理券を配布します。
対象：小学４年生～中学３年生
世界のボードゲーム体験
初めての人でも楽しめるゲームがたくさん

・自分だけのプラネタリウムを作ろう！

（100 以上）！講師が優しく教えます。

・ドミノであそぼう！ ①13:30～14:30 ②15:30～16:30

大人 200円、子ども 100円（3歳以下は入場不可）

・３Ｄプリンターでオリジナルニッシーを作ろう！

ドローン実演・レゴロボット体験・

出展団体（順不同）…ＡＧＵボランティアセンター/中部大学ＥＳＤエコマネーチーム/

手作り紙ロケット飛ばし大会

名古屋学芸大学青年赤十字奉仕団ハートフル♥エデ/中京大学斉藤ゼミ/
金城学院里山コンサベーション（ＫＳＣ）/中部大学第一高等学校/日進絆子ども食堂

紙ロケットの製作ワークショップ、紙ロケット飛ばし大
会など、楽しいものづくりの魅力を体感できます。

（出展団体紹介は P. 8）

（出展団体紹介は P. 8）

ぐるぐる NISSHIN まちミル博覧会マルシェ
スポーツセンター 第 1 競技場
10 月から開催する「まちミル博覧会」のプレ企画。昨年度人気の高かったイベント団体も出展！
出展団体（順不同）… NPO 法人親育ネットワーク / Baby's Breath / Laugh and kusu / 「千の風景」＆「Plants Woody & Garden」 / R*BERRY
Bi-創 ing Minha Casa / 特定非営利活動法人 Earth as Mother / Rumiko Works / ウッドバーニング工房 crimo / sachi / 癒しの手 遊氣
ミカ'ｓ Ribbon / Art 書家 CHIHARU / 暮らしの発酵 / 福空工房 / 一般社団法人日本文化レクリエーション協会 占い部門 多幸屋
omuu＊tommy＆tonatsu 心書 / ホイップ / 星空ガラス / La C Lo / A*chaton / petatto memory / SHiKi
【モノ作りワークショップ】 PiPPi / 山猫軒きんたろう♪ / 運丸 / アイ・リリィ / こころ工房そらのいろ / 手づくりもん工房 / Zico・DANO
【東北を応援し隊】 愛知・岩泉企画 / 名古屋学芸大学 / かけあしの会 / コープあいち

ゾーン展示・体験
さまざまな分野の市民活動団体が 6 つのゾーンに分かれて出展します。

やさしいまちゾーン

環境まちづくりゾーン

輝くひとゾーン

市民会館 小ホール

市民会館 展示ホール・ライトコートなど

市民会館 大ホールホワイエ

友好自治体 志摩市・木祖村の
物産展も開催！

生物多様性ジオラマ展示

サイコロラリー

日進の水生生物をジオラマ水槽で紹介！

環境まちづくり企業出展

サイコロをふって出展団体のブースをまわって
景品をゲット！（先着 300 名・景品あり）

くらし安心ゾーン

健康福祉まちづくりゾーン

産業・観光ゾーン

スポーツセンター 第 3 競技場など

スポーツセンター 1 階・2 階フリースペース

スポーツセンター 第 1 競技場

クイズラリー

クローバーを完成させよう！

（先着 300 名・景品あり）

4 つのブースを回ってハートを集めたら、
お菓子つりに挑戦！（先着 300 名）

ぐるぐる NISSHIN
まちミル博覧会マルシェ

AED・消火器体験
P. 2

スキルを生かす、新しい仲間作り、心豊か
なセカンドライフを…そんなシニアが集まる
「いきいき塾 NPO 絆」食育部門です。

4

愛知学院大学「村田農園」
（問）masaru217@ezweb.ne.jp

地元の野菜を使用したスム―ジ―を
出展します。ヘルシ―で、地産地消に
貢献することができます。

7

Aoyagi Coffee Factory
（問）0561-72-5601
aoyagi@timor.jp

自社焙煎卸売りと小売りのサスティナ
ブルコーヒー専門店です。配達はもち
ろんコーヒー教室も承ります。

10

志摩市商工会（ひろおか荘）
（問）市民協働課

御食国志摩から来ました。志摩の
郷土料理である「さんま寿司」を是
非ご賞味ください。

13

NPO 法人リビングサポートあいあいの家

あい工房
（問）0561-41-9910

様々な活動を通じて人とつながるお手
伝いをしています。誰でも笑顔になれる
集いの場に一度遊びに来てください。

16

にぎわい句座
（問）にぎわい交流館

本日の兼題は「あなたの日進」、皆さ
んの投句をお待ちしています。３時よ
り小ホールで発表会を行います。

19

菜遊会
（問）にぎわい交流館

日進市田園フロンティアパーク構想に賛
同したメンバーが遊休農地で野菜作り。栽
培や販売を通じて地域とのつながりを。

22

薔薇しかない花屋
（問）info@yogo.co.jp

毎週木曜日 11:00～13:00、にぎわい交
流館のマーケットに出店しています。
バラの生花 1 本 100 円にて販売します。

自然食キッチンよつば
（問）にぎわい交流館

にぎわい交流館で火曜日に営業、自然
食ランチ＆喫茶のお店です。大自然の
いのちのごはんをあなたの心と体に…。

5

めぐみえん
（問）080-4229-6977 永野

食を通して、健康で楽しく環境も守
られる暮らしの提案をしています。

8

社会福祉法人ポレポレ
（問）0561-72-2175
info@pole-pole.or.jp

ポレポレハウスは、障害のある方の
福祉就労の仕事場です。自主製品
などの製造・販売を行っています。

11

長久手市観光交流協会
（問）0561-63-1111・内線 388

長久手市の観光交流 PR をします。
長久手合戦せんべえのご紹介と販
売をします。

14

NPO 法人サポート日進
（問）090-9926-2231
k-moniyu@mb.ccnw.ne.jp

「ぷらっとホームサンハウス東山」
と、「もしもしコール」による地域支援
活動をお気軽にご利用ください。

17

にっしん図書館サポーターズ
（問）052-801-5794 近藤

図書館で「お話の夕べ」朗読劇読み聞
かせ講座、調べ学習お助け隊などの企
画、実施をしています。会員募集中！

20

特定非営利活動法人サンコムネット
（問）0561-75-4416
suncomnt@ylw.mmtr.or.jp

サンコムネットはシニアを対象とした
パソコン、タブレット、スマホを楽しむ
講座を随時開催しています。

23

NPO 法人赤池サークル会
（問）akaikecirclekai@yahoo.co.jp

まち灯りプロジェクトやぷらっとホーム
運営など、赤池地区での地域交流
活動中。最新情報は Facebook で。
※

3

ノーマ農園
（問）070-5251-4638
shinsan1123@gmail.com

安全で美味しくエネルギーあふれる野
菜を、地球にやさしい農法で栽培し、
会員とその友人に提供しています。

6

名古屋学芸大学ハートフル❤エデ
（問）seishuclub@yahoo.co.jp

澄んだ水と空気の限界集落で作った
プリン、山の水で淹れた珈琲や産品を
静岡県春野町からお持ちしました。

9

一般社団法人木祖村観光協会
（問）0264-36-1050 道の駅げんき屋

木曽川源流の里から旬の「ほお葉巻
き」や人気の「甘酒」「野菜」などを販
売します！

12

ハーブの小径
（問）090-2344-1025 小塚

生活にゆとりと潤いを。畑でハーブを
作り、月 1 回ハーブ教室を行ってい
ます。活動は今年で 26 年目。

15

ハッピーアート
（問）hid3ha6@yahoo.co.jp

物作りの講師が、様々なクラフトを広
めています。子どもから大人まで楽し
めるワークショップを体験してください。

18

日進まちづくりの会

)

（問）090-8187-2108 山崎

2

(

キッチン絆

選べるこだわりモーニング・
自治体連携ゾーン・
やさしいまちゾーン 市民会館 小ホール・多目的ホール

1

（問）chisatty0812@gmail.com

7 年にわたり福島から 5 家族を迎え、
保養活動を続けている。講演会、映
画会を通じてまちづくりを考える活動。

21

NPO 法人メダカの学校
（問）にぎわい交流館

アトピーアレルギー又疾病・疾患の
方達の社会復帰支援をしていま
す。ご相談を承っております。

24

赤池まち灯り実行委員会
（問）info@machiakari.jp

竹あかりの制作を通じて地域の交
流・発展を目指しています。竹あか
りを一度体験してみてください。

アイコンのあるブースで、環境まちづくりサポーターズポイントがもらえます。

P. 3

環境まちづくりゾーン （市民会館 展示ホール・ライトコート等）

25

フードドライブ
（問）0561-73-2883
日進市 環境課

家庭で余っている食品をお持ちいた
だき、フードバンクを通じて、地域の
福祉団体などに届けます。

28

東部丘陵を守る連絡会
（問）0561-74-0453 石黒

日進東部丘陵は国の「保安林解除不許
可」のもと開発から守られている。貴重な
地の自然公園実現化活動をしている。

31

にっしん地域猫の会
（問）nissinchiikineko@gmail.com

人にも猫にもやさしい街づくりを目指
し、地域猫や譲渡会についてたくさん
の方に知っていただける展示です。

33

折戸川にホタルを飛ばそう会
（問）0561-72-2027 土方

折戸川にホタルが自然発生できる環
境整備の 14 年間・活動パネルと模型
の展示。蛍の赤ちゃんもいます。

36

NPO 法人リビングサポートあいあいの家

石けん教室

花と遊ぼう会
（問）0561-73-4885
（日進市社会福祉協議会）

使用済のヨーグルトカップの中にオア
シスを入れ、小さなフラワーアレンジメ
ントを作っていただきます。
株式会社タンガロイ 名古屋工場
（問）052-805-6029

41

優れた材料技術を基本に超硬工具
関連製品の提供により、産業・地域
及び社会の発展に貢献しています。

44

株式会社山本工務店
（問）0561-72-0007

環境に優しい光触媒フラワーを使っ
て空きびんにお花を飾り付けてかわ
いいオリジナル作品を作りましょう。
※

P. 4

フェアトレード風の子
（問）にぎわい交流館

紅茶やコーヒー雑貨等を販売します。
見て楽しく、お買物で国際協力。途上
国の人たちの笑顔につながります。

29

日進岩藤川自然観察会
（問）にぎわい交流館

日進市の身近な自然で観察会を開き、
自然に親しみ理解し、大切に守り育てて
いこうとする人の輪を広げます。

32

生物多様性日進市民協議会
（問）にぎわい交流館

天白川を中心に川の環境実態の体
験学習を重ね、市民の ESD への関
心を高める活動を進めています。

34

特定非営利活動法人生物多様性愛護会
（問）にぎわい交流館

日進市の自然の豊かさを湿地とそ
の周辺の里山を通して広く市民にア
ピールします。

37

日進市・ペット共生文化を
考える会 Green Wave

27

犬のしつけ方教室や子どもと犬のふれあ
い教室を開催し、犬の育て方やふん持
ち帰りマナーを PR しています。

40

にっしんクリーンクルの会
（問）052-802-0126 菱田

ゴミ減量に関わる 3R 運動の啓発活
動。現在は愛知池友の会と共に環
境活動に取組んでいる。

42

東邦ガス株式会社 日進営業所
（問）052-808-3208

環境に優しい都市ガスを皆様へ安
心安全に！ 最新のガス機器で省
エネもご家庭へお届けいたします。

45

株式会社東伸サービス
（問）052-801-0775
info@toshin-s.com

廃棄物のことなら何でもお気軽にご
相談下さい。リサイクル自由広場で
は資源リサイクルを行っています。

アイコンのあるブースで、環境まちづくりサポーターズポイントがもらえます。

にっしん市民環境ネット
（問）にぎわい交流館

2001 年から 3 年かけて制定された日
進市環境基本計画を実施するために
設立された団体です。

30

一般社団法人環境創造研究センター
（問）052-934-7295
kikaku@kankyosoken.or.jp

愛知県地球温暖化防止活動推進セン
ターとして、気候変動の影響や温暖化
防止に関する普及啓発をしています。

32

天白川で楽しみ隊
（問）0561-72-1337 岡田

日進の財産である天白川で思いっきり
遊び、学び、川に親しむことを目的に、
毎月第 4 日曜日に活動しています。

35

水源の里の会
（問）090-5877-0549

豊かな自然あふれる岩藤新池周辺
で、ここでしか見られない動植物や飛
来する野鳥を紹介します。

38

（問）にぎわい交流館

（問）info@aiainoie.or.jp

プリン石けん、固形石けん、化粧石
けんを販売します。

39

26

日進里山リーダー会
（問）052-809-5222 安廣

市内の北高上緑地や四季の森など
里山の再生と維持管理を行い、市民
向けイベントを数多く行っています。

40

愛知池友の会
（問）にぎわい交流館

天ぷら油の廃油から作った環境に良い
石鹸の展示販売と、石鹸粘土で粘土細
工！渡り蝶アサギマダラの紹介。

43

荒川工業株式会社
（問）0561-74-0111 総務部

当社の環境に対する取り組みや年間
のトピックスを紹介します。また簡単な
ゲームを用意します。

46

中央可鍛工業株式会社
（問）052-805-8600

日進市にある金属素材メーカーとして地
域及び地球環境に与える影響を認識
し、環境保全活動を推進しています。

新日本婦人の会日進支部
（問）t_hamako@yahoo.co.jp

平和はみんなの願い。核兵器禁止条
約が国連で採択され 1 年を迎えまし
た。新婦人の取り組みを紹介します。

50

アンネのバラを広め隊
（問）0561-73-6336

アンネのバラを市内全域に広めると同
時に平和の大切さを花をツールに皆
で考えて行く活動をしています。

53

青年海外協力隊 ASENAN の会
（問）jocvasenan@gmail.com

世界で活躍する青年海外協力隊の
紹介と世界地図を使った国あてパ
ネルゲームを行います。

56

すぎちゃん（椙山女学園大学）
（問）市民協働課

世界のジェンダー問題について、紹
介するとともに、皆で身近なジェンダ
ー問題について考えます。

59

日進市地域女性団体連絡協議会
（問）にぎわい交流館

市内の女性の皆さんに女性のため
の情報を提供し、その絆を深めてい
ただく活動を日々行っています。

62

一般社団法人みらい学びクリエイト
（問）052-893-9219

放課後児童クラブ「キッズディズ」で
行っている、理科実験などのアクテ
ィビティプログラムを体験できます。

65

名古屋学芸大学吹奏楽部
（問）0561-75-2793
uchiyama@nuas.ac.jp

名古屋学芸大学吹奏楽部は、大学
内に限らず、地域のイベントに積極
的に参加しています。

68

常笑
（問）jyousyou4351@gmail.com

常笑は愛知学院大学の学生を中
心に構成されたチ―ムです。私たち
の演舞で会場に笑顔を届けます。

48

にっしん平和を考える会
（問）にぎわい交流館

命の尊さ、平和の大切さを一緒に考
えていただきたいと、毎年夏に開催し
ている「平和のつどい」を紹介します。

51

公益財団法人アジア保健研修所（AHI）
（問）info@ahi-japan.jp

アジアの草の根の人たちの生活と健
康を守るために働く保健ワーカーの
育成をしています。

54

特定非営利活動法人 LIBERAS
（問）0561-73-3715
info@liberas.net

子どもたちが輝けるまちとなるよう学童
保育等を通じて貢献します。「子どもの
権利」について考えてみませんか？

57

託児グループかばくん
（問）090-4862-4259 渡辺

行政等から依頼を受けて、講座やイ
ベント時にお子様をお預かりするボラ
ンティアグループです。

60

ダイナソーイングリッシュサークル
（問）にぎわい交流館

ミャンマーで孤児支援のボランティア
をしている友人を応援するためバザー
を行います。

63

名古屋学芸大学

こども大学プロジェクト
（問） 0561-75-2177 大島

ユニバーサルデザインの創作絵本
と親子で楽しむクラシック音楽の会
と幼児も分かる地球教室の開催。

66

椙山女学園大学吹奏楽部
（問）市民協働課

オープンキャンパスや椙大祭で演
奏するほか、コンサートなどを開催し
ています。

69

49

平和 戦争の語り部
（問）にぎわい交流館

平和はどんなに有難い事か、戦争
はどんなに大変な事か、体験者でも
難しいです。もう一度考えてみよう。

52

男女共同参画について
（問）0561-73-3194
日進市 市民協働課

日進市では人権を尊重し、性別に
関わりなく個性と能力を発揮できる
社会の実現を目指しています。

55

フェミニストねっと もうやっこ
（問）090-1562-4303 小川

「もうやっこ」は名古屋弁で「分かち
合う」こと。みんなでわかちあい楽々
人生を楽しみませんか？

58

輝くひとゾーン （市民会館 大ホールホワイエ）・大ホール企画

47

女性が輝く場作り mama-S（問）にぎわい交流館

自分のスキルを発揮できる場、身近な
誰かにシェアできる場を作ったり、そのス
キルを必要とする人々を繋ぎます。

61

日進市国際交流協会
（問）0561-73-1131

異文化交流を通して理解し様々な活動
に取り組んでいます。今年は災害支援
の為にスツール制作し販売致します。

64

日進児童合唱団
（問）ウェブサイトをご覧ください

この春 30 名の仲間を迎え、5 歳から
高校生まで約 100 名で活動中♪
今日が新入団員の初ステージです！

67

早川流やぐら太鼓玄武会
（問）市民協働課

去年の 10 月から活動している和太
鼓集団です。10～20 代が中心で、
パワフルな演奏を目指しています。

日進音楽協会設立準備委員会
（問）080-3577-8684 山崎

音楽で観光、まちづくり。10 月に「に
っしんまちなか音楽祭」を開催。現
在、出演者と演奏会場を募集中。
※

アイコンのあるブースで、環境まちづくりサポーターズポイントがもらえます。

P. 5

くらし安心ゾーン （スポーツセンター 第３競技場等）

70

折戸区自主防災会
（問）090-1824-1568 大内

折戸区自主防災会名物【空気消火
器】体験しに来てください。とっておき
の【ネコ砂】の役立て方も教えます！

72

東山区防犯パトロール隊
（問）kurosu16@rxtnc.ne.jp

青パト車を核に安全な街づくり活動を
推進中です。当日は防犯カメラの設
置状況を主に紹介します。

75

日進防災推進連絡会
（問）にぎわい交流館

市民に防災の出前講座をしたり、防災訓
練で非常持出品や転倒防止品、自動電
源遮断装置を展示し啓発活動を実施。

78

日進消費生活研究グループ
（問）052-802-0554 山内

消費者の被害防止「詐欺にご注意」を
パネルで啓発。併せて、暮らしに彩りを
添える手作り小物品を販売します。

健康福祉まちづくりゾーン

80

よりみち
（問）090-2344-6507 山口

和布から作ったワンピース・ズボン・コ
ートやランチョンマット等、子ども用品
の販売と布ぞうりの体験講座。

83

社会福祉法人あじさいの会

ゆったり工房

（
スポーツセンター １階・２階フリースペース）

マシュマロドゥー「2 匹のねこ」
（問）2hikino.cat@gmail.com

ふっくらパンにオンリーワンのキラキラ
天の川をマシュマロドゥーでデコレーシ
ョンして「ケーキ屋さんになろう」。

89

子どもの支援を考える会
（日進市社会福祉協議会）
（問）0561-73-4885

未来ある子どもたちの育ちを支えるた
めに、学習支援や子ども食堂等を日
進で盛り上げる活動をしています。
※

P. 6

日進市少年防犯推進委員会
（問）0561-73-3494
日進市 生活安全課

日進市少年防犯推進委員会は、啓
発活動を通じて、安全安心なまちづ
くりを進めています。

73

日東東山自主防災会
（問）kurosu16@rxtnc.ne.jp

安否確認と自動車ナンバープレート盗
難防止ネジの取付けの展示販売。防災
功労者内閣総理大臣表彰の紹介。

76

日進災害ボランティアコーディネーターの会
（問）0561-73-0864 大野
taohno2014@me.ccnw.ne.jp

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。

79

71

AGU 自主防犯パトロール隊
（問）0561-73-3494
日進市 生活安全課

愛知学院大学の学生が主体となっ
て活動しています。防犯マップを作
成しました。

74

日進市地区日赤奉仕団
（問）090-8544-9440 井上

救急法・幼児安全法・AED 体験、
災害避難所で健康維持する体験、
「いえまですごろく」で勉強しよう。

77

ほんごう自主防犯パトロール会
（問）にぎわい交流館

防犯ポスターの掲示、防犯ベスト類
の展示及び防犯アンケート（参加記
念品進呈）を行い防犯啓発を図る。

日進市防災ハムクラブ
（問）にぎわい交流館

無線は多数の方々との会話を楽しむ事
のできる電波です。緊急時に連絡を取る
のに多くの方の受信で早く連絡がつく。

81

特定非営利活動法人スマイルハウス
（問）090-2344-6507 山口

さまざまな布を使ってのハンドメイド
作品です。またビーズを使って何か
自分の物を作って楽しみませんか。

84

（問）k-yuttari500@kss.biglobe.ne.jp

精神疾患のため、社会的に生きづらさ
を抱えている人たちが、地域の中で自
立して生活できるよう活動しています。

86

71

特定非営利活動法人じゃんぐるじむ
（問）juuglegym05@gmail.com

放課後デイサービス「じゃんぐるじむ
J-class」での個別課題で行っている
クラフトとソーイングの体験。

87

NPO 法人ファミリーステーション Rin
（問）0561-74-1080

子育て総合支援センターの指定管理、
産後サポートや未就学児親子向けのイ
ベントや居場所づくり等をしています。

90

NPO 法人リビングサポートあいあいの家
（問）0561-72-8804
info@aiainoie.or.jp

赤ちゃんから高齢者まで、一人ひと
りに寄り添い地域と連携し、在宅支
援や子育て支援をしています。

アイコンのあるブースで、環境まちづくりサポーターズポイントがもらえます。

82

生活介護事業所ハーモニー
（問）0561-56-0525

梨子ノ木にある生活介護事業所ハ
ーモニーです。ふだん利用者さんと
作っている雑貨製品を販売します。

85

社会福祉法人きまもり会 愛歩
（問）0561-75-5506

障害のある人が地域に根ざした生活
を送ることができるよう、生産活動や
余暇活動の支援を行っています。

88

ワンズパス（one's path）
（問）2018path@gmail.com

「人は一人ひとりちがうけど一緒に生
きていく」を表現した、青いハートの
ペーパーアートを展示します。

91

子育てカウンセラー赤もち会
（問）azusa0222@gmail.com

我が子の子育て診断してみませんか？
生年月日からもともと持っている個性と
能力を知ることができますよ。

和太鼓集団 氣楽
（問）090-4215-1721 上田

伝統文化・和太鼓を明るく元気よく楽し
む 17 年目のチーム。イベント・祭、施設
演奏を年 20 回程。メンバー募集中。

95

NPO 法人地域福祉儀典友の会
（問）090-4183-6636
npo.fukusigitenn@gmail.com

格安葬儀・海洋散骨・終活セミナー・
身元保証・介護施設紹介・墓じまい・
遺品整理についてご相談に応じます。

98

精神保健福祉ボランティア すばる

心の病を持つ方とお喋りをしながらゆ
ったりと過ごしています。出入り時間は
自由。一度立ち寄ってみませんか。

101

MIMI 日進
（問）にぎわい交流館

あなたは「手話」に興味あります
か？ きこえない人ときこえる人とと
もに手話を学びませんか？

104

なりたい自分になる会
（問）にぎわい交流館

劇団玉手箱
（問）にぎわい交流館

劇団の活動を、公演時や練習時の
ポスター、パンフレット、チラシ、写真
などで紹介します。

96

日進年金者の会
（問）0561-73-1801 吉岡
nissinnenkin@yahoo.co.jp

94

一般社団法人 BIG BRIDGE
（問）080-5295-9775
m.ohashi@wizardofoz.jp

「ESD & SDGs って何？」 SDGs
の目標 4 ［質の高い教育］ として、
敬老の日のプレゼント作りをします。

97

南ヶ丘福祉まちづくり協議会
（問）kaztakah@ruby.ocn.ne.jp

毎月誕生会や数多くあるサークル、
健康講座等で思い切り人生を楽し
んでみませんか。

高齢者の方が自立した生活の維持・
向上を図るため、共に学び体験する
「元気塾」を実施しています。

99

100

アイの友クラブ
（問）0561-72-5075 服部

視覚障害者の方達が差別のない社
会を送れるよう点訳と交流を交えて
情報を提供するグループです。

102

AMI
（問）にぎわい交流館

デイサービス・イベントへ演奏行きま
す。童謡唱歌・懐メロ・オリジナル曲
等オカリナ・ギター・歌を演奏。

105

日進市ボランティア連絡協議会
（問）0561-73-0864
taohno2014@me.ccnw.ne.jp

傾聴ボランティア「うさぎの会」
（問）a08kusan@na.commufa.jp

施設や個人宅に伺いお話を聴かせてい
ただく活動をしています。体験コーナー
で実際の傾聴を体験してみてください。

103

公益社団法人日進市シルバー人材センター

あいさ
（問）0561-74-1758

ゴミ減量に高齢者パワーが役立つ目
的で始められ“使わなくなった方”から
“必要とされる方”への橋渡し。

106

社会福祉法人日進市社会福祉協議会

ボランティアセンター
（問）0561-73-4885

大切な自分のために 1 日 5 分！
やさしく触れて、ゆっくり呼吸！
どんな自分になりたいですか？

ボランティア同士の交流を図り活動
の推進を図っています。

「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」
ボランティアの紹介。

107

108

109

名城大学ボランティア協議会
（問）meijo_volunteer1@yahoo.co.jp

日頃お世話になっている団体のチャリ
ティーグッズの委託販売と、障がい者
スポーツの体験会を行います。

（問）052-918-2781
n.k.d.s@tw.drive-net.jp

赤池にある、7～89 歳、幅広い年齢
層の生徒様が通う社交ダンス教室で
す。

113

スタジオ M3
（問）info@m-3.co.jp

名東区貴船のダンススタジオ「スタジ
オ M3」です。日頃の練習の成果を出
せるようがんばります。

（問）090-5638-9363

全国に広がる放射能汚染と健康被害。
次世代の子ども達を守るために私たち
市民に何ができるかを共に考えよう。

111

HAPPINESS DANCE SCHOOL
（問）043-239-5900
info@happyanddream.com

キッズ専門ダンス教室 ハピネスダ
ンススクールです。

114

林伸一
（問）にぎわい交流館

懐かしいフォーク、ニューミュージック
の名曲を、極上のアコースティックギ
ターの響きに乗せてお聞かせします。
※

口論義スクエアステップ倶楽部
（問）kurosu16@rx.tnc.ne.jp

正方形のマット上で色々なステップ。
脳トレ・体力向上・仲間づくりにつなが
るエクササイズを楽しみましょう！

112

キッズチア Twinkle star
（問）080-9280-7970

長久手市、尾張旭市ほかで開講し
ているチアダンス教室です。

115

さくらフレンズ
（問）にぎわい交流館

ハワイアン音楽のグループです。

ふれあいステージ （スポーツセンター 第４競技場）

110

永田勝規ダンススタジオ

脱被ばく実現ネット日進

１階・２階フリースペース）

（問）にぎわい交流館

93

健康福祉まちづくりゾーン （スポーツセンター

92

アイコンのあるブースで、環境まちづくりサポーターズポイントがもらえます。

P. 7

ふれあいステージ

116

AZUL
（問）にぎわい交流館

アンデス＆ラテン音楽を通じて、みな
さんと楽しい時間を過ごしたい思いま
す！

学生七夕企画 （スポーツセンター 第２競技場）

117

中京大学 斉藤ゼミ
（問）市民協働課

和太鼓集団 氣楽、劇団玉手箱、AMI は P. 7 をご覧ください。

118

金城学院里山コンサベーション（KSC）
（問）市民協働課

119

名古屋学芸大学青年赤十字奉仕団

ハートフル❤エデ
（問）市民協働課

誰でも簡単に作れる世界に一つだけ
のプラネタリウムを作ろう！

私たちは、大学の森を拠点に自然
を楽しむサークルです。金城学院大
学の生き物と活動を紹介します。

小学生以上を対象とした救急法ミニ
講習です。AED の使い方など救急処
置について一緒に学びましょう。

120

121

122

日進絆子ども食堂
（問）090-8074-5327 タルミ

名古屋商科大学 地域研究サークル
（問）市民協働課

13:30～・15:30～の 2 回、ドミノ倒し体験
会を開催します！ みんなでドミノを並べ
て、わいわいおしゃべりしませんか？

日進市シンボルマ―クの啓発イべント
を行ないます。市民の皆様の写真を
撮影しモザイクア―トを作成します。

123

124

中部大学 ESD エコマネーチーム
（問）市民協働課

市長になって、町をつくりながらエネ
ルギーマネジメントシステムを学ぼ
う！
（
スポーツセンター第１競技場）

体験企画

125

ソフトバンク株式会社 地域 CSR 部
（問）市民協働課

Pepper プログラミング教室。
人型ロボット Pepper を自分で動か
してみよう！

キッチンカ— （スポーツセンター 屋外）

127

一般社団法人ボンマルシェ de ファーム
（問）showa3443@yahoo.co.jp

きゅうりの一本漬、冷やしパイン棒、冷
やしメロン棒、ポテト、から揚げ、アイス
等を取り揃えた魅力の売り場です。

130

中部大学第一高等学校
（問）市民協働課

中部大学第一高等学校のものづくり
を紹介します。みなさん楽しんでくだ
さい。

AGU ボランティアセンター
（問）avc.somu@outlook.jp

ペットボトルを使ったミニブーケを作り
ます！一緒にかわいいブーケを作りま
しょう！無料です。
ファミボド日進・
日本ツイクスト協会・コミボド
（問）famibodo@gmail.com
テレビや YouTube でも紹介されている
人気ボードゲームが大集合！ 家族、
友達、お一人様も「全員が主人公」

126

128

丸中本舗
（問）090-3151-8340

三河の食材を使った三河たこ焼き。
三河の豚を使った三河ポークフラン
ク。

メルハバカフェ (Merhaba Café)
（問） turkishkebab2001@gmail.com

本場のトルコで味を勉強した、オリジナ
ルケバブです。大人気ののび～るトル
コアイスもあります。
※

P. 8

※名古屋学芸大学吹奏楽部の団体紹介は P. 5 を、

アイコンのあるブースで、環境まちづくりサポーターズポイントがもらえます。

※ドローン実演・レゴロボット体験・手づくり
紙ロケット飛ばし大会の出展団体は 122
をご覧ください。

129

諭吉のからあげ豊田店
（問）

日本唐揚げ協会主催のからあげグ
ランプリにて最高金賞受賞。

《共通の問い合わせ先》

日進市 市民協働課
0561-73-3194
にぎわい交流館
0561-75-6650

