にぎわうところに笑顔がいっぱい！
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NPO 育ち塾

●団体紹介
いきいき塾 NPO 絆
ファミリーステーション Rin
ワンデイシェフ 愛歩協力会
にぎわいマーケット ことり工房 contact

●にぎわい掲示板
●にぎわい広場

にぎわい交流館は、誰でも集える市民の交流サロン、市民活動支援センター、
大学交流・国際交流の拠点施設です。
喫茶＆ランチ、コンサートなど市民のみなさまの憩いの場として、市民活動・
ボランティアに触れるきっかけづくりの場として、そして市民活動を頑張るみ
なさまの活動の場として、いつでも、お気軽に、お立ち寄りください。
みなさまのご来館を、心からお待ちしています。

☆ぜひご参加下さい☆
NPO 経営力 UP 講座 NPO

主催・会場・お申込み：

育ち塾

日進市にぎわい交流館
TEL
FAX

0561-75-6650
0561-73-5810

NPO 育ち塾は、NPO でリーダーやメンバーとして頑張ってい
る方、今後 NPO を立ち上げたい、NPO で働いてみたいと思って
いる方のための講座です。
社会をもっと良くしたいという想いを持つ皆さんが、多くの
NPO の経営支援をされてきた講師の方々と出会い、学ぶことで、
想いをカタチへ一歩近づけていただければ幸いです。
※連続講座ですが、１回ごとのご参加も可能です。

メイン講師 ： 藤岡 喜美子氏

第1回

成果を出し、継続できる組織になるための
NPO コンサルタント
特定非営利活動法人 市民フォーラム２１・
NPO センター事務局長
公益社団法人日本サードセクター経営者協会
（JACEVO）執行理事兼事務局長

第2回

活動を
仕事にするために必要なこと
6 月 24 日(火) 13:00～16:00

今求められる、公共サービスを担い、そこから社会
を改革していける NPO になるため、何が必要かが
わかります。

第3回

ブレない！
経営のための『ロジックモデル』
7 月 8 日(火) 13:00～16:00

組織づくりを支える人づくり
大丈夫？リスクマネジメント
7 月 25 日(金) 13:00～16:00

NPO 経営に限らず、皆さんが抱える悩みをスッキリ
させる、『ロジックモデル』のイロハが楽しく学べ
ます。

職員が一体となって取り組める雰囲気づくりにつ
いて学びます。また、事業を行う上でのリスクマネ
ジメントについてワーク形式で学べます。

第4回

第 5 回 持続可能な
ビジネスモデルを考えよう
8 月 22 日(金) 13:00～16:00

打ち手を決める！
『ロジックモデル活用法』
8 月 8 日(金) 13:00～16:00

２日目に学んだロジックモデルを使って、実際に自
分たちの課題やミッションに対する打ち手を、ワー
ク形式で考えていきます。

多様な資源をいかに、持続的にひきつけるのか。
我々の顧客は誰か、顧客に与える価値は何か。組織
の成長ポンプを考えます。

★開催しました★
団体交流会！
32 団体 46 名が集まり、団体交
流会を開催しました。
にぎわい交流館の運営などに
ついて貴重なご意見を頂戴し
たほか、団体さん同士の交流の
機会にもなりました。

今年もにっしん夢まつりと一緒に開催します。
登録団体さんによる趣向を凝らした展示や
出店を予定しています。お楽しみに！！
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活動内容

連絡先

・高齢者応援研修
・外出散歩付添支援
・家事支援
・にぎわい交流館ワンデイシェフ
・絆たまり場サロン

〒470-0122 愛知県日進市蟹甲町中島
277-1 にぎわい交流館内
TEL/FAX 052-804-8589
E-mail ikiikijuku_npo_kizuna＠yahoo.co.jp
HP
http://kizuna2008.web.fc2.com
HP

：http://kizuna2008.web.fc2.com/

■地域のコミュニティ活動の拠点となる場所作りを！
「市制 20 周年記念助成事業」

住み慣れた環境で、安全かつ安心に暮らすこと。高齢者や障が
い者の夢の実現。
「終の人生」の喜びを得ること。
私たちいきいき塾 NPO 絆は、これらの思いを胸に 6 年前に発足
しました。
シニアの方が心豊かに過ごせるよう、気軽に集まり、地域のコ
ミュニティ活動の拠点となる場所作りを目指しています。
何かしたい、スキルを生かしたい、新しい仲間を作りたい、ボ
ランティアをしたい、暮らしのサポートや介護支援などシニアの
方の悩みを解決できる相談の場として、
「絆たまり場サロン」を開
設しています。ご相談は、にぎわい交流館において毎週木曜日と
第 1,2,5 金曜日、FAX では毎日、受け付けています。

日時：10 月 12 日(日)13:00～16:00
場所：日進市民会館小ホール

入場料 500 円
内容：第 1 部「幸せな生き方とは？」
㈱ティア代表取締役 冨安徳久
第 2 部パネルディスカッション
「100 歳までどう生きるか」

活動内容

連絡先

・未就園児親子のための
「つどいのひろば」(自由開放)
・親子サークルの運営
・イベントの開催
・相談事業
・日進市からの受託事業 など

〒470-0104 愛知県日進市岩藤町
陸見 63
TEL/FAX 0561-74-1080
E-mail rin@npo-rin.net
HP
http://www.npo-rin.net
事務局開局時間 10:00～15:00
土・日・祝・夏季・年末年始閉局

■次の子育て世代を見守る活動！
私たち NPO 法人ファミリーステーション Rin は発足 10
年。
「男女に関わらず一人ひとりの個性が尊重され、子ども
も親も自立していきいきと生活できるまちづくり」をミッ
ションに、次の子育て世代を見守る活動をしています。
活動の一つ、親子サークル「Ma-Rin CLUB」は、親子で参
加する教室とママが楽しむ講座(託児付)をセットにしたサ
ークルです。
この他、親子に自由に来て頂ける「つどいのひろば」(原
則第 1～3、水木金)を主軸として、子育て中の親向けリフレ
ッシュイベントや相談事業、地域交流イベントなどを開催
しています。
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★地域交流イベント「Rin の夏まつり」
日時：7 月 19 日(土)10:30～12:00 第１部

12:30～14:00 第２部
場所：ファミリーステーション Rin
内容：第１部は流しそうめんとミニゲーム等(有料)
第２部はミニライブ(無料)とゲーム(50 円)
★市制 20 周年記念助成事業
にっしんのハタチを祝う「子育てのわ・わ・わ」
日時：11 月 29 日(土)10:00～14:00
場所：日進市民会館
※実行委員を募集しています。

☆ワンデイシェフ紹介☆
月曜日～土曜日まで、日替わりで楽しめるワンデイシェフさんのランチ。
今回は月曜日担当の「愛歩協力会」を紹介します。

■障がいを持った子ども達の就労の場を作る！
愛歩協力会は、知的障がいを持った子ども達の就労の場を作るため
にワンデイシェフを始めました。
調理場はいつも元気一杯、笑いと活気に溢れています。毎回、障がい
を持った二人の子ども達が朝からお昼まで頑張って働いています。二
人は、人とのふれあいや働くことの楽しさを感じ、いつもワンデイシ
ェフの日を楽しみにしていると言います。
日替わりランチの他にもカレーやスパゲティにサンドイッチ、鬼ま
んじゅうや大福など数種類のデザートも楽しむことができます。
愛歩のパンや、とれたての野菜、手作り品の販売もあります。

美味しそうなパンがずらーり

巾着やエプロンなどの
温かい手作り品が並ぶ

ランチ 11：30～売り切れ次第終了
喫茶
9：00～16：00

月

愛歩協力会

火

キッチンよつば

水

杜の食卓

木

キッチン絆

第 3,4

金

第 1,2,5

土
第3

日

優・食チャチャ

金 絆たまり場サロン
名古屋学芸大学 Canteen
社会福祉法人ポレポレ

「愛歩さ～ん。全員集合！！」
いつも元気なシェフの皆さんです♪

☆にぎわいマーケット紹介☆
月曜日～金曜日まで、日替わりで楽しめるにぎわいマーケット。
今回は第 3 金曜日に出店している「ことり工房 contact」を紹介します。

月
火

■オリジナルのオンリーワン作り！

水

ことり工房 contact は、オリジナルデザインのイラストの制作や広
告デザインをしています。にぎわいマーケットでは、犬、猫、鳥など
のオリジナルイラストのステッカーや T シャツ、ポストカードなどを
販売しています。ペット商品では、お客様のペットにより近いデザイ
ンを見つけて頂けるよう、種類や毛並み、柄など豊富に揃えています。
また、名前を入れたり、写真からより具体的に作り込むといったオリ
ジナルデザインをオーダーすることもできます。
ペットグッズの他、オリジナルのカレンダーや名刺、チラシなどが
あります。にぎわい交流館で出会える方々とのご縁を大切に、少しで
もオリジナルのオンリーワン作りをしたいと思っています。
「愛のあるデザイン！」をモットーに、
キュートな笑顔のわんちゃんやねこち
ゃんのデザインを展示しています。ぜひ
見に来てほっこりして下さい。

3

愛歩協力会
スマイルハウス

風の子

木 NPO 絆 ・薔薇しかない花屋
第1

金

第 1,2,5

日進年金者の会
金 絆たまり場サロン

第2

金

ハーブの小径

第3

金

ことり工房 contact

第4

金

十人十色の会

あいち子育てフェスタ

福島の親子さん保養受入れ
2014 年も行います！

～さぁ子育てフェスタへ行こう♪～
ものづくり体験や楽しい催し物がいっぱい！！

ふくしまほっこり空間 2014 in 日進

日
会
内

時 ： 7 月 26 日(土)・27 日(日)10:00～15:30
場 ： モリコロパーク内地球市民交流センター
容 ： シュタイナー教育展・学園紹介/大人向け
体験授業/子ども向け水彩画体験/みつろう
粘土細工・羊毛ボール作り(100 円)/
ジャグリング体験
問合せ先： 愛知シュタイナー学園
TEL/FAX 0561-76-3713
＊参加費無料・予約不要＊

2011 年の福島第一原発事故から 3 年が経過した今、私
たちができることとして、今年も保養活動を行います。ボラ
ンティアさん・カンパを大募集しています。
ぜひ、あなたのお力をお貸し下さい。
活動期間 ： 7 月 26 日(土)～31 日(木)
活動場所 ： ＡＨＩ (アジア保健研修所)
日進市米野木町愛知牧場北側
活動内容 ： 食事作り、子ども遊びチーム、
小学生学習サポートなど
問合せ先 ： 日進まちづくりの会
代表 石原 束
携帯 090-6334-2536

にっしん平和のつどい 2014
「守りたい！いのちと平和」
平和を願い、平和をみつめる二日間！

発達障害理解普及講座

知ることから始めよう！
ともに働く環境づくり

日
会
内

時 ： 8 月 2 日(土)・3 日(日)10:00～16:00
場 ： 日進市立図書館 1F
容 ： ●映画上映「ぞう列車がやってきた」
10:30～12:00(10:00 開場)
●合唱♪「平和とぞうと子どもたち」他
12:00～12:30(8/2 のみ)
●「北王さんぞうをください」DVD 上映/
朗読/読み聞かせ/写真・本・資料展示/
折鶴コーナー/種の配布
※期間中スタンプラリー開催！スタンプを集めて記念品を
もらおう。
問合せ先： にっしん平和を考える会(酒井)
TEL 052-804-6945

日
時：
場
所：
参 加 費：
対
象：
申込方法：

8 月 30 日(土)13:00～16:00
日進市中央福祉センター2F 多機能室
無料
市内在住・在勤・在学の方(先着 30 名)
住所・会社名または学校名(在勤または在学
の方)・氏名(フリガナ)・電話番号を記入の上、
FAX または E メールでご応募下さい
問合せ先：発達障がい児親の会(幸村)
FAX
052-806-0529
E メール keidohattatu＠yahoo.co.jp

♪心身活性いきいき教室参加者募集♪

にぎわい交流館で
一緒に手話カフェしませんか～♪

生涯元気でいきいきと暮らせるように、脳トレや体操などを
通じて心身の機能を活性化する教室です。
お茶を飲みながらおしゃべりを楽しむ交流の時間もありま
す。ぜひご参加下さい。

聞こえない私たちと一緒に手話カフェしませんか？
私たちの大切な言葉である「手話言語」を増やしてもっと楽
しくお茶を飲みながらお話しましょう。聞こえる人でも聞こえな
い人でも手話まだまだの方でも大歓迎です。
ぜひ、来て下さいね。

日

時 ： 毎週火・水曜日 10:00～11:30
※水曜教室スタートしました!(^^)!
場
所 ： にぎわい交流館 2F(火曜教室)
日進市福祉情報センター(水曜教室)
参 加 費 ：月額 3000 円(教材・茶菓子代含む)
問合せ先 ： NPO 法人リビングサポートあいあいの家
TEL 0561-72-8804

日
時 ： 毎月第 4 金曜日 18:30～20:30
場
所 ： にぎわい交流館 2 階 D 室
問合せ先 ： 日進・長久手・東郷聴覚障害者協会
TEL/FAX 0561-74-2710
＊会費無料・予約不要＊
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●にぎわいの四季

●ギャラリー情報

シンボルツリーの桜の木。青々とした葉の木陰がこ
れからの季節、涼みの場を作ってくれますよ。

7/1(火) ～7/10(木) 加藤明 写真展
伊藤浩子 写真展
7/11(金) ～7/20(日) なごみの家ボランティア
社会参加作品展
7/21(月) ～7/31(木) 堀井憲爾 木彫展
8/1(金) ～8/10(日) Sunnyplace
スクラップブッキング展

8/11(月) ～8/20(水) 未定
8/21(木) ～8/31(日) 有元洋剛 写真展
サボテンの花が咲きました～
見に来てね！

9/1(月) ～9/10(水) 小山田隆明 透明水彩画展
9/11(木) ～9/20(土) 田口恵美子 書・刺繍展
9/21(日) ～9/30(火) 未定

●スタッフ紹介
新しいスタッフが仲間入りしました。

副館長白石美咲

萩野真理子

武藤みすず

●ランチコンサート情報

素敵な団体さんが盛りだくさん
の日進市で NPO のお仕事ができ
て、毎日すごくワクワクしてい
ます。活動している方一人ひと
りのお力になれるように、日々
勉強していきたいです。

7/1(火)
7/4(金)
7/9(水)
7/10(木)
7/12(土)
7/15(火)

にぎわい交流館を利用される皆
様のお役に立てるよう頑張りま
す。
花壇に色々なお花を植えていき
たいです。

7/19(土)
7/22(火)
7/23(水)
7/26(土)

日進市に引っ越しをしてきて、
まだ間もないのでこれからい
ろいろと出歩きたいと思って
います。日替わりランチが魅力
的でこれから楽しみです。

桜ガールズ
(ウクレレ・ポップス・唱歌)
さぼてん・モリシタマミ
(オカリナデュオ・ピアノ)
ユージン(フォーク・ポップス)
さぼてん(オカリナデュオ)
琉球ボッサ(琉球音楽)
ケアラスクールオブフラ愛知
(フラダンス)
矢吹みやヴィ＆野崎紀子
(オリジナル曲・朗読)
民謡クラブ「響」(民謡)
デュオ・カリヨン(クラシック)
Yoichi (ジャズ・ポップス)

※最新情報はお問い合わせ下さい

～にぎわうところに笑顔がいっぱい～

にぎわい交流館
〒470-0122 愛知県日進市蟹甲町中島 277-1
TEL 0561-75-6650 FAX 0561-73-5810
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
E-mail nigiwai@me.ccnw.ne.jp
ホームページ http://www.shimin-kouryu.net
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