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午前のみどころ
タイムスケジュール

にっしんハーモニーフェスタにっしんハーモニーフェスタ第6回第6回

わたしらしく いまを生きるつながろう わ ～私たちのまち にっしん～
にっしん市民活動祭にっしん市民活動祭

矢野きよ実さん 講演会

あなたと出逢い
　　   生きていく

にっしんトーキングステーション
イレーネの部屋
日進市出身のラジオ DJ イレーネさんと
 「オカザえもん」 作者の斉と公平太さんが
日頃の活動などを気ままにおしゃべりします。

日進市が “自治体の憲法” である 「自治基本条例」 を制定して 7 年。
条例の重要な柱の一つである市民の 「参加と協働」 について考えます。

昇秀樹さん 講演会 （名城大学 都市情報学部 教授） 

「自治基本条例」 と市民の 「参加と協働」

男女平等推進
あるある川柳 ・ 標語 受賞者表彰式
今年は 895 点のご応募がありました。 
その中で受賞された皆さまを表彰い
たします。

9 時

10 時

11 時

12 時

午後につづく！
スケジュール・企画紹介は P. 8
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日進市制 20 周年記念事業
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フードコート
（展示ホール）

9:00
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16:00
 小ホール
研修室
多目的ホール
大ホールホワイエ

市民活動祭・ハーモニーフェスタを合わせて 106 団体が出展！ 
ブースがところ狭しと並びます。 活動紹介の展示や体験、 
物品販売のほか、 軽食販売を行う フードコート もあります。
「あなたにできる」 「あなたがやりたい」 活動がきっと見つかります。
気軽に交流を楽しんでください！

テレビやラジオでおなじみの矢野きよ実さんが
楽しく生きるコツをお伝えします。

【プロフィール】 名古屋市大須生まれ。 15 歳でファッションモデルと
して芸能界デビュー。 その後テレビやラジオなど活躍の場を広げ、 
名古屋弁による軽快なトークが話題に。 書道家として霄花 （しょう
か） の雅号を持ち、 これまで数多くの賞を受賞。 現在、 講演・パー
ソナリティー・被災地支援活動を精力的に行っている。

106 の団体が集結！
ブース展示 体験 ・ 販売



自動販売機
公衆電話

自動販売機
AED

喫煙所

総合受付

大ホール ホワイエ
ブース　　 ～　　（団体紹介 P. 7）

エントランス外
ブース　　（団体紹介 P. 4）

小ホール
ブース　　 ～ 　　
（団体紹介 P. 3 ～ 5）

フードコート
（展示ホール）
ブース　　 ～ 　　
（団体紹介 P. 6）

多目的ホール
ブース
～

（団体紹介 P. 6）

研修室
ブース　　 ～ 　　
（団体紹介 P. 6）

小ホール ステージ
 9:15 ～ 9:50  イレーネの部屋       ⇒ P. 1
 13:00 ～ 16:00  ステージ企画　   ～  　 ⇒ P. 5

ライトコート
12:30～ 13:00 ステージ企画　　⇒ P. 5

大ホール
10:00 ～ 10:45  昇秀樹さん講演会
10:55 ～ 11:10  男女平等推進あるある川柳･標語受賞者表彰式 } ⇒  P. 1 11:20 ～ 12:20  矢野きよ実さん講演会
13:15 ～ 14:55  映画上映 「少女は自転車にのって」 ⇒  P. 8

展示ホール
15:10～ 16:00 映画おしゃべりサロン ⇒ P. 5
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会場マップ

スタンプラリーで
サンタからのプレゼントを GET しよう！

日進市にぎわい交流館

応援したい出展団体に投票！

男子トイレ 女子トイレ

女子
トイレ

男子
トイレ

展示ブースごとに 「あること」 をして、
スタンプを集めよう。 

エントランスホールの総合受付へ持っ
ていくと、 クジが引けます。 
スタンプ 4 ～ 6 個 ⇒ クジ 1 回
スタンプ 7 個 　　⇒ クジ 2 回

何がもらえるかお楽しみに！
（プレゼントには限りがあります）

主催 : にっしん市民活動祭実行委員会

あなたが最も共感した出展団体はどれ
ですか？ 2 つまで選んで投票してくだ
さい。 あなたの投票が、 団体の力にな
ります！
詳細はリーフレットをご覧ください。

《協賛企業》 （五十音順）
愛知牧場 ・ 荒川工業株式会社 ・ 生田ガーデン株式会社
コニックス株式会社・ハマダスポーツ企画株式会社
日の出衛生保繕株式会社・余語印刷株式会社

主催 : にっしん市民活動祭実行委員会

市役所の東隣にある、 市民活動支援
センターです。会議室の貸出をはじ
めとする市民活動支援をしています。 

ランチ･喫茶の営業もしており、市民
の憩いと交流の場としてもご利用い
ただいています。

本イベントの出展団体について知りた
い、自分も活動を始めてみたいなど、
お気軽にご相談ください！

電話 0561-75-6650
ウェブサイト http://shimin-kouryu.net

2 階
会議室 ・ 談話室 ・ 視聴覚室
（企画紹介 P. 5）
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手作りの小物のほか、 絵や書の発表会
を催すなど、 いろいろなことを楽しむ会
です。

16 十人十色の会

小ホール　出展団体紹介

天白川源流の森 日進東部丘陵を土砂
採掘から守り、 自然公園の実現を目指
す運動をしています。

1 日進東部丘陵を守ろう会

九条の会ニュース 「平和の風」、 ポス
ター、 その他の関連資料展示、 活動に
ついてのご質問やご意見等をお聞きし
ます。

3 日進九条の会  

毎月第 3 日曜日午前 9 時 30 分、総合
運動公園に集まって観察会をしていま
す。今日は、東部丘陵で見つけたもの
を展示しています。見に来てください。

2 日進岩藤川自然観察会

外出時にも気軽に使えて豊富な使い方
ができるタブレット型パソコンの無料体
験ができます。 月 4 回、 無料講習会をに
ぎわい交流館で開催しています。

4 日進市年金者の会モバイルパソコンクラブ

「人と自然を持続可能に」 を目指す大学
生グループです。 小学生向けのサマー
キャンプやまちあるきなどの活動をして
います。 ぜひパネルを見ていってね♪

5 NANAC

人と人の繋がりを大切にし、 住みよいま
ちづくりをめざし活動しています。これ
までの講演会・映画会・福島の親子の
皆さんの保養活動等をご紹介します。

6 日進まちづくりの会

「2014 日進展」 入賞作品の展示、 いろい
ろな写真のスライドショー展示、 ポスト
カード販売などを行います。

7 日進市写真連盟

毎月の誕生会・文化サロンを楽しみ、
また英会話教室、 カラオケ、 ウォーキン
グをはじめ、 多くのサークルで楽しんで
います。 一緒に楽しみませんか？

8 日進市年金者の会

歳を重ねても社会貢献できる、 喜んでも
らえる作品をめざしています。 楽しくお
しゃべりしながらコツコツ造っています。
「社会参加」＆「和めるデイサービス」

9 なごみの家ボランティア会

にっしん図書館サポーターズは、 図書館
の応援団として、 お話の夕べ、 読書交流
会、 調べ学習のお手伝いなどをやってい
ます。

10 にっしん図書館サポーターズ

田中優さんによる 「原発エネルギーか
らの自立生活のすすめ」 講演会の紹介・
案内をします。

11 次世代の子どもたちの “いのち・くらし・
　　　　　　　　エネルギー” を考える会

シュタイナー教育を実践する県内唯一
の全日制シュタイナー学校です。 子ども
たちの学びの様子をご紹介します。

12 特定非営利活動法人 愛知シュタイナー学園

環境基本計画を推進するために多様な
活動をしています。 是非パンフレットを
ご覧ください！ 今日は身近な材料を使っ
たクラフト教室を開催中！

14 NPO 法人 にっしん市民環境ネット

日進市 「田園フロンティアパーク構想」 で
農業を習得した定年退職者の有志が、 遊
休農地を畑にしました。 野菜の栽培・販売
を通して地域活性化の活動をしています。

13 菜遊会

中高年向けパソコン教室を開催していま
す。私達といっしょにパソコンを触ってみ
ませんか。 初めての方、 パソコンを眠らせ
ている方、 ブースをのぞいてみてください。

15 NPO 法人 サンコムネット

災害時や救護看護で着用する赤十字の
ユニフォーム （子ども用） の試着ができ
ます。 写真撮影も可能です。 ぜひお立ち
寄りください。

17 名古屋学芸大学 青年赤十字奉仕団 ハートフルエデ

新聞紙でできるボール投げゲームの体
験と、 ちゃっちるの活動紹介をします。
ぜひ、 あそびにきてください♪

18 愛知淑徳大学 学生団体 ちゃっちる

高齢者の生きがいの場 「スマイルハウ
ス」 の活動紹介と、 「リメイク教室」 参
加者募集をします。

19 NPO 法人 スマイルハウス

心身活性教室で脳卒中や認知症の原因ともい
われる生活習慣病の予防改善に有効な運動を
行います。チェックから自分を知り、皆さん
と楽しみながら心身を整えていきましょう。

20 心身機能活性療法 愛知県支部 ひまわり

ペットと飼い主さんがハッピーになれるグッ
ズ販売や情報提供を行っています。 無添
加のわんこおやつや野菜の販売、 応援さ
せていただいている方々の紹介をします。

21 ことり工房 contact　

学社融合 ・ 地域協働、 地域創世モデル
都市をめざし、 持続可能な ESD 活動を
構築。 日進市内全校の 「ユネスコスクー
ル参加活動」 を推進しています。

22 一般社団法人 BIG BRIDGE

女性の自立を支援する、カンボジア伝統
織物製品を展示販売します。 カンボジア幼
稚園にボールを届けよう「みんなで布チョッ
キン ワークショップ」 を行っています。

24 幼い難民を考える会あいち

ホタルの会 1 年間の活動を映像とパネル
で紹介します。 4 月幼虫放流会から 6 月
ホタル観賞など、 ホタルを通して自然の
豊かさがわかります。

23 折戸川にホタルを飛ばそう会
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出展団体紹介　小ホール

愛知池友の会の発足時から現在の活動
をパネルで紹介します。 環境にやさしい
手作りせっけんの粘土工作体験とローソ
ク展示、 エコ石けんの販売をします。

25 愛知池友の会

四季それぞれに年 5 回の撮影会、 作品
の合評会、 勉強会など、 親睦を深めな
がらの楽しい趣味の会です。

28 シルバー写真クラブ

日進に残された里山を再生し、維持する大切さ
を感じて頂ければと思います。北高上緑地とそこ
に実生する花、四季の移ろいのパネルや、間引
き材を利用した竹炭・竹酢液などを展示します。

29 日進里山リーダー会

創立 52 周年をむかえた 「新日本婦人
の会」。 私たちのまち日進市でも活動し
ています。 今日は、 サークルの活動を
中心に紹介します。

30 新日本婦人の会 日進支部

日進市防災推進員の有志で組織してい
るグループです。 防災知識の普及や地
域防災力向上のため幅広く活動してい
ます。写真パネルで活動紹介します。

31 日進防災推進連絡会

日進産の健康野菜 「プチヴェール」 を栽
培しています。 プチヴェールのうどん、
飲む野菜酢も開発しました。

32 株式会社尾東農産
　　　  岩崎町芦廻間に在住の 65 才以上
の方を対象とした集いの場、 毎月 1 回 （8 
月は休み） 実施。 趣味・娯楽・健康体操・
食事会など楽しい交流、 また介護予防の一
助となることも心がけて実施しています。

40 わわわサロン

毎週金曜日に日進市福祉情報センター
でオープン回想法を開催し、 人生の先輩
達の思い出を伺い、 楽しいひとときを過
ごすお手伝いをしています。

39 日進おはなしひろば
日進市唯一の市民劇団として平成 23 年
に発足以来、 6 ～ 7 月には年 1 回の公演
と、 秋には老人ホームなどへの訪問活動
を中心に活躍しています。

47 劇団玉手箱

読み聞かせをしながら、 子どもたちに絵本の魅
力を伝えたい、 自分も楽しみたいという人達が
集まっています。 毎月第 4 水曜日と第 2、 第 4 土
曜日に市立図書館でおはなし会をしています。

37 よみきかせグループぽけっと
介護保険制度改正による、 地域に根差し
た新しい生活支援のありかたを考える
フォーラムです。

45 みんなでつくる福祉ネット

おはなしトレインは、日進市内の小中学
校に絵本等の読み聞かせを出前してい
るグループです。

36 おはなしトレイン
色は心を映し出す鏡です。 カラーボトル
を通して自分を見つめ、 あなたらしさに
気づくお手伝いをします。 応援してくれ
る色のグッズ販売もあります。

44 なないろの会

戦の砦 日本の城 水墨画 2 点を展示し、
日進に飛来 ・ 棲息する野鳥の写真展
（12 月 10 日～ 日進市立図書館） のご案
内もいたします。

35 ○の会 （まるのかい）

日進市の名産品にふさわしい商品を
「にっしんセレクト」 として認定していま
す。 和菓子、 洋菓子、 ケーキ、 お酒など
15品。 日進市のお土産にいかがですか。

34 日進市商工会

東郷町で障がい者の地域生活支援をして
いる事業所です。 パネル展示では放課後
等デイサービス 「ひなたぼこ」、 生活介護 
「陽だまり」 の活動紹介をします。

43 NPO 法人 ひなた

愛知牧場の新鮮な牛乳を 100％使用し
た濃厚で飲みごたえのある 「飲むヨー
グルト」のご紹介をします。 牧場のス
タッフが愛情込めて作っています。

33 愛知牧場
心の病を持つ方が気楽に過ごせる場所
をめざして １ 年半。 毎回ご参加いただ
く方も増えてきました。 ここでは活動内
容を簡単にご案内しています。

41 精神保健福祉ボランティア すばる

日本の伝統音楽である琴 ・ 三味線 ・ 尺八
による合奏で、 地域の小学校や老人福祉施
設を訪問し、 交流しています。 次世代に継
承するための邦楽教室も開催しています。

42 日進三曲連盟

自然農、 手作りの食品、 工芸などを体験・
実践する場として赤池町に畑と古民家を
借り、 いろいろな年代の仲間が作業・学
習・交流しています。 月1回マルシェ開催。

27 71 生活工舎あめつち

たまり場サロンは超高齢化社会を迎える
にあたって、定年後の地域デビューのお
手伝いやフォローなどをする、地域コミュ
ニティー活動の拠点です。

46 66 NPO 絆
過去の自然災害、 その教訓を学び防災 ・ 
減災意識の高揚をめざして、 パネル展示
や学習会など市民自らが災害に強いまち
づくりをすすめる。

38 92 市民がつくる災害に強いまちづくりの集い

買い物に行けない高齢者のために移動
販売でパンをお届けしています。 無農薬 
・ 有機栽培の野菜、 安心素材の手作りパ
ンをご用意しています。

26 彩菜

48 日本舞踊 瑞鳳流瑞鳳会 ⇒ P. 5 58



日進市の 「未来をつくる子ども条例」 を知っていま
すか？ 身近にある学校・家庭の出来事を題材に、 
大人と子ども一緒になって、 ディスカッション形式
でイイ関係を考えていきます。 あなたも一緒にイイ
関係について考えてみませんか？

平成 27 年度の介護保険制度改正で、 あなたの暮
らしはどう変わるのか。地域に根ざした、住民参
加による新しい生活支援のあり方を考えるセミナー
です。

日頃から思っていることを、 お茶しながらわいわい
お話ししませんか？ 「魅力的なひとになるには？ 素
敵な繋がりをもつには？」 「伝えていきたい大切な文
化・自慢したい風景は？ 住みやすいまちにするに
は？」 などのテーマで話します。 みんな集まれ～♪

私たち青年会議所は全国 696 箇所の地
域にあり、 日々まちづくり・ひとづくりを
通じて、 地域活性化、 地域のリーダーを
育てる活動をしております。

49 一般社団法人 愛知中央青年会議所

市政を知り、 参加し、 よりよい市政の実
現をめざす。 出前講座や講師による勉強
会、 現地で学ぶフィールドワークなどを
実施しています。

50 日進市民参加の会

地域に住む外国の人たちが日本での生
活に困らないよう日本語学習の支援をし
ています。 私たちの教室活動の様子を
ぜひご覧ください。

51 リビングサポートあいあいの家　　　　　　　　日本語教室

NPO、 大学との協働事業を紹介します。 
公募提案型協働事業、 提案型大学連携
協働事業、 日進市制 20 周年記念市民公
募事業など。

52 日進市

市役所東隣にある、 市民の憩いの場、
市民活動支援センターです。 現在、 イ
メージキャラクター 「わいわい」 の投票
を受け付けています！

53 日進市にぎわい交流館

薔薇しかない花屋のバラはきれいで長持ち！
花を愛する人はきれいで優しい！ 
花をあげる人ももらう人も幸せいっぱい。

54 薔薇しかない花屋

小規模デイサービス。 地域助け合い、 児童
発達支援等地域で安心して暮らし続けるた
めのお手伝いをしています。 当日は介護予
防教室の脳トレを試しに来てください。

55 NPO 法人 リビングサポートあいあいの家

日赤奉仕団の活動内容をパネル展示し
ます。 災害義援金と海外助け合い募金を
行います。

56 日進市地区 日赤奉仕団

多彩な催しをお楽しみください！

　　　　　 ライトコートにて

　　～ 　　小ホールス テージにて

ステージ企画

　　　  ■12 :30■ HIPHOP DANCE・JAZZ 
DANCE を総勢 100 名が入れ替わりで躍り
ます。 「妖怪ウォッチ」 のテーマソング、コ
ンテスト出場チーム 「PUMP」「SHINY☆」 な
どパワー溢れるステージをご覧ください。

57 TD Y's DANCE BOX

■13 :00■ 日進市を中心に小さいお子
様からシニア世代と幅広いメンバーで
活動。伝統芸能である日本舞踊を通じ
地域の方との交流をしています。

58 日本舞踊 瑞鳳流瑞鳳会48

■13 :30■ 岩切陽子講師 （日本音楽療法
学会認定音楽療法士） によるおもしろ音
楽療法の体験 （健康づくりの口腔ケア、 音
楽脳トレ）。 ちょっぴり癒しのひと時を！

59 おもしろ音楽療法の会

　　　 ■14 :00■ みなさん、こんにち
は！ GHK です！ 本日は小ホールのステー
ジ MC と生 DJ を担当します。楽しい時
間と役立つ情報をお届けしますのでぜ
ひ！ 聞きに来てください！

60 GHK 愛知学院大学 放送文化研究会

　　　  ■14 :30■ 来年 6 月 27・28日、 日
進市民会館大ホールにてミュージカル 「と
べないホタル」 を公演します。 ～さあ一緒
に飛ぼう！ 勇気と優しさをもって～ 30 分の
ミニステージを行います。 団員募集中！

61 親と子のみどりの杜合唱団

　　　 ■15:00■ 地域の方の支えもあ
り、 全日本吹奏楽コンクールで金賞を受
賞しました。 現在、 1 ・ 2 年生 約 80 人で
活動中です。 来年 3 月 27 日に市民会館
で定期演奏会を行います。

62 日進中学校 吹奏楽部

■15 :30■ 日進市在住の現役大学生アーティ
スト。 各地の津軽三味線の大会で優勝を果た
し、 海外での公演も行う。 津軽三味線の力強
く、 かつ繊細な音色をお楽しみください。

63 津軽三味線奏者 杉山大祐

小ホール・ステージ　出展団体 ・ 企画紹介

5

2階では セミナーや来場者参加型の企画を
行っております。 ぜひご参加ください。

13:00 ～ 14:30
2 階 会議室
定員：30名
当日受付：45・46 番
　　ブース （小ホール）

介護保険制度改正セミナー　主催：みんなでつくる福祉ネット

13:00 ～ 14:00
2 階 談話室
定員：20名
当日受付：会場に直接
　　　お越しください

わいわい広場　主催：日進市にぎわい交流館

14:00 ～ 15:00
2 階 視聴覚室
定員：30名
当日受付：77 番ブース
　　　　　（研修室）

一緒に考えよう 大人と子どものイイ関係！　主催：じぇねぷろ

すべて
参加無料

58 63

57
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人と人をつなぎ、 小さな問題解決の糸口
を探すお手伝いをしています。 小麦で起
こした酵母を使ったパン、 焼き菓子、 手
作りおかず等を販売します。

64 椿ソーシャルアイデンティティ 　　　　　　　　　サポート

自然食を中心に、遠赤の土鍋や石焼プ
レートを使った体にやさしいお料理を
作っています。

67 あいうえおの会

私達の朝市は今年で38周年になりました。 
毎週日曜日の早朝より JA あいち尾東本店
前にて、 旬の野菜、 加工食品、 花などを、 
お客様と会話を大切に販売しています。

73 日進野菜研究会

名古屋コーチン肉まん、焼き済み安納
芋の飲食に加え、産直のワケありりんご
等を含めた果物や産直を含めた野菜を
取り揃えております。

68 一般社団法人 ボンマルシェ de ファーム

じぇねぷろとは、 中高生をはじめとする
10 代の若者が自由に集まれる場所や機
会を自分たちで考え創っていこうとする
ものです。

77 じぇねぷろ

野球に興味のある小学 1 年生から 6 年
生の児童やご家族は、市内で活動して
いる 4 チームをわかりやすく展示してい
ますので、是非参考にしてください。

78 日進市少年軟式野球連盟

月 1 回のリサイクル回収を資金源に、 戦争
の悲惨さと平和の大切さを伝えるため、 
「ヒロシマの記録」「ノーモアヒロシマ・ナ
ガサキ」等の本を送る活動をしています。

79 コスモス日進（COmmittee to Send the Meaning Of Survival）
郷土食を作ったり、小学校で出前講座
をしたり、楽しみながら活動しています。
メンバー募集中です。おいしい山菜おこ
わを食べに来てください。

72 日進生活改善実行グループ

「ジューシーから揚げ、 おいしいよ！」
毎月第 3 ・ 第 4 金曜日は、 にぎわい交
流館で待ってるよ。 チャチャ

70 優・食チャチャ

歴史に興味・関心深い人々が交流、学び、
教養を高めること。 特別に関心深いテー
マにつき、 紹介や意見発表の場とする。
地域の社寺、 遺跡等の訪問見学を行う。

84 歴史ロマン愛知

日進市南ヶ丘における福祉のまちづくり
推進を目的に、 平成 21 年 4 月に設立さ
れました。 自治会・老人クラブ・子ども会・
民生委員などの有志で構成しています。

85 南ヶ丘福祉まちづくり協議会

来年は愛 ・ 地球博から 10 周年。 日進市
のフレンドシップ国 バングラデシュ共和
国の保育園設立のため支援物資を送る
活動を報告します。

86 日進市国際交流協会

市内の高齢者の方、 要介護要支援の方に傾聴活動
を行なっているボランティアグループです。 傾聴 （お
話を共感的・受容的に聴くことで、 心の負担が軽く
なるよう支援します） 体験コーナーを設置します。

87 うさぎの会

名古屋学芸大学の管理栄養学部で設立された
部活です。 にぎわい交流館で毎週土曜日にラ
ンチ・喫茶を提供しています。 管理栄養士の
卵が考えるサンドイッチをぜひご賞味下さい！

74 名古屋学芸大学 Canteen

スポーツ大会、 カローリング大会、 残存
機能訓練旅行 （一泊 ・ 日帰り） 、 交通安
全教室、 防災講演会などやっています。

80 日進市身体障害者福祉協会

当法人は、発達が心配なお子さんやそ
のご家族を対象に、保護者の休息を目
的とした日中一時支援、お子さんの放
課後等デイサービスを運営しています。

81 NPO 法人 じゃんぐるじむ

市民団体のゆるやかなネットワークがで
きるように、 交流の輪を広げ、 連携 ・ 協
調のもと地域まちづくりの推進のため、 
サロンや講演会を開いています。

82 NPO 法人 ゆるやかネットワーク

月 2 回  相野山福祉会館で高齢者に昼
食を提供し、 色々な行事を一緒に楽し
んでいます。 最近の活動内容を広報誌
や写真などで紹介します。

83 たんぽぽ

出展団体紹介　展示ホール・研修室・多目的ホール

にぎわい交流館でワンデイシェフの活
動をしています。 食を通して人をつなぎ
たいと願って！ 豚汁提供と展示をしてい
ます。 ちょっとのぞいてみて下さいね。

10365 にっしん・ワーカーズ杜の食卓

皆さまにおいしい製品を届けたいと、
お好み焼き、アップルパイなどを心を込
めて作っています。これからも「みんな
の笑顔がみたいから」がんばります。

104 社会福祉法人 ポレポレ69

障害のある人達の自立と生産活動の支
援をしています。施設内のパン工房で
は、 毎日利用者さん達がパンを焼いて
おります。どうぞお召し上がり下さい。

76 社会福祉法人 きまもり会 愛歩

9:00 ～ 14:00 / 展示ホール
軽食の提供時間はブースによります。

手作り・ヘルシーメニュー　昼食・おやつにご利用ください！

フードコート

玄米おむすびの会の仲間でコラボ出店
します♪ 玄米おむすび・大学芋・ノー
マ農園の無農薬野菜・金曜グループの
焼き菓子・自然栽培のお茶など

75 玄米おむすびの会

71 生活工舎 あめつち ⇒ P. 4

66 NPO 絆 ⇒ P. 4

研修室

多目的ホール

46

27



来年 創立 20 周年を迎えるお花大好きグ
ループです。 市役所玄関、 野方三ツ池公
園の年間花飾りや研修旅行など、 仲間と
ともに楽しんでいます。

88 プリンセスガーデンクラブ

植物性のレンガをリサイクルして多肉植
物を植え、 世界で 1 つのアートを作りま
す。 小さなお子さんから大人まで楽し
め、 植物と暮らす楽しさが学べます。

89 グリーンアドバイザー愛知

アマチュア無線資格者の日進市の市制 
20 周年記念交信をお願いします。 周波
数は FM と D-star の 2 波にて、 QS カー
ドの発信をお願いします。

90 日進市防災ハムクラブ

ぷらっとホーム （サンハウス東山） の紹
介、 趣味の作品展示の相談、 地域との協
働事業の紹介、 もしもしコール地域支援
の紹介。 当日、包丁研ぎの実演をします。

91 NPO 法人 サポート日進

7

70 名を超える登録ボランティアが、ご
利用者の生きがい向上のために様々な
活動を行い愛泉館の地域に開かれた施
設運営を支えています。

93 老人保健施設愛泉館
　　　　　　ボランティアグループ

精神障害を持つ方が仲間作りや生活習慣
の確立、 就労のために、 軽作業や自主製
品作り （トールペイント） を行っています。

96 特定非営利活動法人 む～ぶ・かみさと
　就労継続支援 B型事業所 かみさと工房

国際協力活動を支援する中で、協力隊
の広報活動を行なっています。
尾張旭 =A、 瀬戸 =SE、 長久手 =NA、 日進 =N

94 青年海外協力隊 ASENAN の会

日進市で平和に関する活動を行なって
いる団体・個人が集まり、毎年夏に市
立図書館で『にっしん平和のつどい』を
日進市といっしょに開催しています。

95 にっしん平和を考える会

シルバー人材センターでは、 会員を募
集中です。 健康作り、 仲間作りをしませ
んか？！ 市民農園、 準備中！！ 試作の 「は
さかけ・天日米」 試食・販売します。

97 公益社団法人 日進市シルバー
　　　　　　人材センター

プラバンというキーホルダーを子どもた
ちと一緒に作り、 また、 私たち愛知学院
大学ボランティアセンターの日頃の活動
を紹介します。

98 愛知学院大学 AGUボランティアセンター

市民活動を支える組織として、「日進市
社会福祉協議会ボランティアセンター」
と、 “じぶんの町を良くするしくみ。” 「日進
市共同募金委員会」を紹介します。

99 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

今年は、 895 点のご応募をいただき、 そ
の中の受賞作品を展示しています。 『こう
いうこと、 「あるといいな」 「あるある！」』
という作品をばかりです！

105 男女平等推進 あるある川柳・標語

フェアトレードの素敵な商品の販売、 児
童労働のないトンボ玉を使いアクセサ
リー作りをいたします。

106 フェアトレード 風の子

発達障害に対する理解を広めるために、
相談・啓発活動をしています。 活動の紹
介や啓発用ポケットティッシュの配布をし
ていますので、 ぜひお立ち寄りください。

107 発達障がい児親の会

「女性が自信に満ちて、 健康で心豊かに
暮らせるまち」そんな日進をつくりたい
と地域の女性団体の統括団体として活
動。 現在 「婚活」 のお手伝い中です。

108 日進市地域女性団体連絡協議会

私たちは身近にあるジェンダー問題につ
いて話し合い、知見を深め合っています。 
今回は 「制服の歴史」 の展示と、 それに
関した参加企画を行っています。

109 愛知淑徳大学 ジェンダー研究会　　　　　　　　　　Coalook

学びたい 「お母さん」 を応援し、 子ども
達の健やかな成長を願って活動してい
る託児グループです。 現在メンバー募集
中！！ お子様連れ OK です！！

110 託児グループ かばくん

子どもの権利が尊重されるまちづくり、
子どもの成長支援を目的とし、 男女平等
を推進するために必要な社会制度であ
る学童保育所事業を行っています。

111 特定非営利活動法人 LIBERAS

0 才～ 18 才までの子どもを持つ親子を
対象に、 親育ち・子育ちを支援。 日進市
内の子育て情報を集めた 「にっしん子育
てハンドブック」を配布（無料） します。

112 NPO 法人 ファミリーステーション Rin

多目的ホール・大ホールホワイエなど　出展団体紹介

愛知県から世界で活躍するボランティア
の写真展示や、国当てゲーム、民族衣
装試着を通し、世界の様々な問題を身
近に感じることができます。

100 独立行政法人 国際協力機構 中部国際センター
　　　　　　　（JICA中部）

現代社会におけるライフコースの諸問
題・ジェンダー問題等を考えます。日進
市のランドセル事情の調査・報告書等
の研究成果を報告します。

映画などから、男女平等に関する社会
問題を考えています。マイノリティの人
権問題や児童虐待、母親の人権等につ
いて発表、展示します。

国際社会におけるジェンダー問題から、
現代日本社会のジェンダー問題を考えて
います。一緒に考えましょう。

101 椙山女学園大学 人間関係学部　　　　　　　　学生グループ

アジアの貧しい人たちの健康を守るため
に働く保健ワーカーの育成をしていま
す。ベトナムなどで、自立をめざして作
られた民芸品の販売をします。

102 公益財団法人 アジア保健研修所　　　　　　　　　　（AHI）

103

104

にっしん・ワーカーズ 杜の食卓 ⇒ P. 6

社会福祉法人 ポレポレ ⇒ P. 6

92 市民がつくる災害に強いまちづくりの集い ⇒ P. 4

大ホール ホワイエ

69

65

38
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市民活動祭・ハーモニーフェスタ

午後のみどころ
タイムスケジュール

映画上映会
少女は自転車にのって

映画おしゃべりサロン  参加無料  先着 40 名
映画 「少女は自転車にのって」 鑑賞後、 テーブルを囲んで
その感動を気軽におしゃべりしませんか？ 
中島美幸さん （愛知淑徳大学 非常勤講師） から、
映画のポイントなどもお話しいただきます。 
お菓子や飲み物をご用意してお待ちしています。

　女性が自転車に乗るのはタブーとされ
ているサウジアラビアで、 「自転車に乗って、 男友達と競
争をしたい」 と願う 10 歳の少女。 彼女の小さな願いは叶
うのでしょうか。
　普段見る機会の少ないサウジアラビアの文化や女性の
生活の様子をぜひご覧ください。

（2012 年 / サウジアラビア・ドイツ / 98 分）

12 時

13 時

14 時

15 時

16 時

15:10

～

16:00
展示ホール

13:00

～

16:00
小ホール　
　ステージ

13:00

～

15:00
会議室
談話室
視聴覚室
（ 2 階）

12:30
～

13:00
ライトコート

9:00

～

16:00
 小ホール
研修室
多目的ホール
大ホールホワイエ

9:00
～

14:00
 

フードコート
（展示ホール）

13:00 開場
13:15

～

14:55
大ホール

介護保険制度改正セミナー 
13:00 ～ 14:30 ／ 2 階 会議室
わいわい広場 
13:00 ～ 14:00 ／ 2 階 談話室
一緒に考えよう 大人と子どものイイ関係！ 
14:00 ～ 15:00 ／ 2 階 視聴覚室

ステージ企画
ライトコート
12:30 TD Y’ s DANCE BOX
小ホール ステージ
13:00 日本舞踊瑞鳳流瑞鳳会
13:30 おもしろ音楽療法の会
14:00 GHK

14:30 親と子のみどりの杜合唱団
15:00 日進中学校 吹奏楽部
15:30 津軽三味線奏者 杉山大祐

企画紹介は P. 5

出演団体紹介は P. 5

にっしん市民活動祭
　　　主催　日進市
企画・運営　にっしん市民活動祭実行委員会
　　　　　　コニックス株式会社 （にぎわい交流館 指定管理者）
　　　後援　愛知県、社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会

第6回にっしんハーモニーフェスタ
　　　主催　日進市
企画・運営　第 6 回にっしんハーモニーフェスタ開催実行委員会

問い合わせ　市民協働課　電話 0561-73-3194

© 2012, Razor Film Produktion GmbH, High Look Group, Rotana Studios All Rights Reserved.

先着400 名に
トートバッグ
プレゼント！


