
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
 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

にぎわい交流館　1階

市民サロンの催し情報
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！
※最新情報はウェブサイトをご覧いただくか、
　にぎわい交流館へ直接お問い合わせください

市民サロン情報

栄養満点の手作りランチを召し上がれ！
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！★

手作りの品・こだわりの逸品がお買い得！
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）

 月 愛歩協力会
 火 スマイルハウス
 水 フェアトレード風の子
 木 薔薇しかない花屋
 第 2木 ハーブの小径
 第 1金 裂き織り「ておりや」
 第 3金 ことり工房 contact
 第 4金 十人十色の会

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

 2/11 （木）～2/29 （月） 下地好孝「吊るし雛展」
あいち手作り甲冑サポート塾「手作り甲冑展」

 3/ 1 （火）～3/10 （木） 日進短歌会「短歌作品展」
 3/21 （月）～3/31 （木） シルバー写真クラブ「写真展」
 4/ 1 （金）～4/10 （日） ラブたなびら「写真展」

作品展示したい方 募集中！ 期間は10日間です。

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

 2/27 （土） YAMANINGer-Z （ギター弾き語り）
 2/29 （月） 民謡クラブ響 （三味線と尺八）
 3/ 5 （土） Wシンヤ （ギター弾き語り）
 3/ 7 （月） 休憩ソンガー （クラシックギター）
 3/12 （土） 森祥子 （ピアノ）
 3/19 （土） 矢吹みやヴィ＆るみ （弾き語り・読み語り）
 3/26 （土） Akilaとゆかいな仲間たち （ポップス）
  3/28 （月） 親方1996 （昭和アニメソング）　　
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2005 年 11月、市民の交流サロンと市民活動支援の拠点として誕
生したにぎわい交流館。これからも、皆さんに親しんでいただけ
る場所を目指します。

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

□各ページでわいわいが何か言っています。
　その文字を並び替えて、5文字の言葉を
　完成させてください。
□良かった記事の番号を２つ選んでください。
　1. じゃんぐるじむ竹内さんインタビュー
　2. わいわい広場　　3. 登録団体イベント掲示板
　4. 事業開催レポート　　5. 市民サロンの催し情報
□氏名・年齢・住所・職業を明記のうえ、ご応募ください。

《応募方法》
①右上のQRコードを読み取り、インターネットで
②郵送で〒470-0122 日進市蟹甲町中島 277-1
　　　　日進市にぎわい交流館 にぎわいNEWS 係 
③ファクスで (0561)73-5810
④メールで nigiwai@me.ccnw.ne.jp
⑤当館へ持参
※当選者の発表は発送に代えさせていただきます

特集

「わいわい」 グッズ 販売中！
利用者のみなさんと一緒に作った
素敵なグッズがいろいろ 

ワンデイシェフも10周年
さらに美味しいランチをお届け！ →P4

わいわいを探せ！
正解者の中から抽選で 5名に 500 円分の
図書カードをプレゼント！

    わいわい
にぎわい交流館 公式キャラクター

応募締切 3 月 20 日 （日）
https://goo.gl/Y1pH61

にぎわい交流館があったから
じゃんぐるじむ 竹内さんインタビュー→P2

おしゃべりの 「力」 実感！
3/5 わいわい広場 参加募集→P2

2016 年 冬号

が

と

もっと知ってほしい！ にぎわい交流館
開館 10周年、 その先へ……

にぎわいNEWS Vol. 8 2016 年冬号 平成 28 年 2月10日発行 （3,000 部）

り

にぎわうところに笑顔がいっぱい！
わいわい集える市民活動支援センター 日進市にぎわい交流館の情報マガジン



　にぎわい自慢のワンデイシェフも 10 周年。プチケーキや
ミニ紅白饅頭、食後のドリンクなどが付いたスペシャルラ
ンチで祝ってくれました。
　期間中は毎日先着 50 名にわいわいグッズや粗品が当たる
くじ引きもあり、多くの方に喜んでいただけました。

　市民活動している 50 人が集まった交流会。 ワンデイシェ
フ 名古屋学芸大学 Canteen が丹精込めて作った料理を囲
み、10 年間を振り返るビデオを見ながら交流を深めました。
　食後はワークショップ 「未来のにっしんアルバムを作ろ
う！」 で、 夢を実現するため互いに協力できることを語り合
いました。

【特集】 じゃんぐるじむ竹内さんインタビュー / わいわい広場
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登録団体 イベント掲示板
イベント掲示板 / 開催レポート

　最初は、障がい児を持つお母さんたちが情報交換する
だけの交流会だったんです。毎回、子供を連れて集まる場
所を探すのが本当に大変で……。
　そんなときにぎわい交流館の存在を知りました。にぎわ
い交流館は集まりやすいし、何より和室で子どもと↑

↑ 一緒にご飯を食べられるのが本当にありがたかった。
 事務所もなかったので、中心メンバーで毎日来ていまし
た。そうしていたら、にぎわいに集まるいろんな方からたく
さんのアドバイスや情報をいただけました。
　初めて市から大きな事業の委託を受けたとき、自分たち
だけがやりたい一心ではなく、いろんな方の協力が必要
なのだと思い知らされました。そのときに力を貸してくれ
たのも、にぎわい交流館で活動していた先輩方でした。
　にぎわい交流館には、何か問題が起こったときに一緒
に考えてくれる、困ったときにアドバイスしてくれる人たち
がいます。現在の活動ができているのは、にぎわい交流館
での出会いと人のつながりが大きいと思います。先輩方
が楽しそうに活動している姿を見せてもらったのも刺激
になりました。
　ここでお世話になった方たちとは今でもつながりがあっ
て、これからもお互い協力しあっていけたらと思います。

　NPO法人じゃんぐるじむは、主に発達障がい児とその家族の支援を行う団

体です。現在は放課後デイサービスなどの事業をはじめ、市の委託事業なども

行っています。にぎわい交流館で成長し、やがて日進市の福祉の一端を担う団

体として巣立っていったじゃんぐるじむ。

　10年前は集まっておしゃべりをする会だった障がい児を持つママたちが、に

ぎわい交流館とともにどのように成長してきたのかをお聞きしました。

NPO法人じゃんぐるじむ
〒470-0131 日進市岩崎町大廻間148-4
TEL (0561)58-0612  FAX (0561)58-0671
メール  junglegym05@gmail.com

（写真）にぎわい交流館でのクリスマス会

子どもたちの作品を笑顔で紹介する竹内さん

特集

開館10周年記念インタビュー　NPO 法人じゃんぐるじむ代表 竹内由美子さん

にぎわい交流館があったから
～ つながりがつくる未来の一歩 ～

困った時 一緒に考えてくれる人がいる

　ストレスやボケをふっとばそう！
～笑いヨガのつどい～

　ヨガの呼吸法と笑いの体操を組み合わせた 「笑いヨガ」。
みんなで笑って、 心も身体も健やかに！

日　時：3/1 ・ 8・ 15・ 22・ 29 （火） 17:00 ～20:00
　　　　3/5・19 （土） 12:00 ～14:00
場　所：にぎわい交流館  和室
定　員：各回10人
参加費：500 円
持ち物：飲み物、 動きやすい服、 ワクワクの心
主　催：笑いヨガのつどい
問合せ：TEL (080)1604-7446 中上　　　　　
　　　　メール yockn4423@yahoo.co.jp

Rin のおうち感謝祭
人形劇、 癒しのブース出展予定。 どなたでもお越しください。
日　時：3/16 （水）10:00 ～ 15:00
場　所：Rin のおうち （岩藤町） ほか
参加費：500 円程度

Ma-Rin CLUB 体験会
親子サークル （対象：5月時点で 6ヶ月～ 2歳まで） の
参加希望者のための体験会。現参加者の声も紹介します。

日　時：3/22 （火） 10:30 ～ 12:00
場　所：Rin のおうち
参加費：無料

主　催：NPO法人ファミリーステーション Rin
問合せ：TEL (0561)74-1080 （平日10:00～16:00）
　　　　メール rin@npo-rin.sakura.ne.jp

あいさぽ IT 勉強会
パソコン、 スマホ、 デジカメなどを今よりもっと使いこなせる
ようになりたい人、 お気軽にどうぞ。 初心者大歓迎！

日　時：毎週金曜日17:30～18:50
場　所：生涯学習プラザ 研修室
募集数：3名程度
参加費：1,800 円 /月
主　催：一般社団法人日本 ITサポーター養成協会
問合せ：TEL (090)8670-0827 近藤
　　　　メール c-kondo@isapo.jp
　　　　ウェブサイト http://it.isapo.jp/

スペシャルランチWeek 1/8 ～ 1/18 団体交流会 1/16

再就職のためにパソコンスキルをアップさせたい方は、
他に専用のクラスがあります。 ご相談ください。

お話の夕べ ・ 春
朗読劇 ひょっこりひょうたん島

井上ひさし、 山元護久原作「ひょっこりひょうたん島」の
朗読劇。 今回はどんなお話かな？ぜひ来てください！

日　時：3/18 （金） 18:00 ～ 19:00
場　所：日進市立図書館　第２・3会議室
参加費：無料
主　催：にっしん図書館サポーターズ
問合せ：TEL (052)804-6945 酒井

あ

おしゃべりワークショップ

学生からお年寄りまで。
世代が違う人の視点は
参考になるなあ。

ワールドカフェ形式の
ワークショップを体験！

う

日時　平成 28 年 3 月 5 日 （土） 13:00 ～ 16:00
場所　日進市にぎわい交流館

定員 25 名 （先着順） / 参加費 100 円 （茶菓代として） 
参加申込み・問合せ にぎわい交流館  (0561)75-6650

「恋愛」 「ケータイ・スマホ」 「好きな食べ物」 などの身近なテーマで
相手の話にじっくり耳を傾け、 自分のことを語る 「対話」 を実践。
おしゃべりが弾む、 誰でも参加できるワークショップです。

記念事業 開催レポート


	にぎわいNEWS_vol-8外面入稿150dpi
	にぎわいNEWS_vol-8中面入稿150dpi

