
渡り蝶や色んな生き物が来る丘を作りたい！
　2,000 km をも旅する蝶がいることを知っていますか？ 

体長 5～ 6 cm の渡り蝶、 アサギマ

ダラです。日本列島を縦断し、台湾

まで旅する蝶です。

　「この不思議な蝶が東山動植物園

に来ることは聞いていました。 昨年、 

愛知池で作業をしていたときに、 ア

サギマダラがなんと２頭、 飛んで来た
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▶愛知池
日進市、 東郷町、 みよし市にまたが
る愛知用水の調整池。
池の周囲は 7.4 km のウォーキング
コースがあります。

▶アサギマダラ
はねに浅葱色 （薄いあい色） がある
マダラ科の渡り蝶。
春から夏にかけて北上し、 秋になる
と南下します。

んです。 来年も来てくれるといいねと皆で話していました」

　そんな時、 愛知池のほとりのフィールドを管理させていた

だけることになったそうです。 長年、 愛知池で植物の保護や

保全活動をしてきて、 もっと愛知池に親しんでもらいたいと

いう思いがありました。

　このチャンスを活かしたいと思い、 「愛知池魅力発見！ 渡

り蝶を通じて生物多様性を学ぶ」 の事業を日進市の公募提

案型協働事業として提案しました。 ➡

豊かな自然環境は、 日進市の魅力の一つ。いろいろな市民活動団体が、
環境を守る活動を行っています。今回は、 市の公募提案型協働事業に採択
された愛知池友の会さんが運営する新たなプロジェクトを取り上げます。
会員で事業責任者の飯塚満智子さんにお話をお聞きしました。

り

愛知池友の会
飯塚満智子さん

6月は環境月間  環境について考えよう！
教えて！にぎわい探偵団
みなさんの「?」に答え、まちの課題を一緒に考えます 特集

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
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荒れ地を、 蝶たちが集まる花畑に！
　アサギマダラは、 フジバカマやヒヨドリバナなどの花に集

まります。 1,000 ㎡ほどの荒れ地を耕し、 その 3 分の 1 に

苗を植えたり種をまいたりしました。 土質が良くないので育

つか心配でしたが、 しっかり育ってくれています。フジバカ

マは昔はどこにでも生えている花でしたが、 護岸工事や宅

地開発が進んで減ってしまい、 絶滅危惧種となりました。

　「自然環境を守るためには、元々あった植物を増やしてあ

げることが大事。植栽や草刈りなども皆さんと一緒にできれ

ば。土に触れ汗を流すと、植物が身近になり、 その成長が

楽しみになります。実際に体験することが、 自然を守ること

の大切さを考えるきっかけになると思うのです」

アサギマダラを通じて見えてくるもの

　7 月には「講演会と自然観察会」 を実施します。 愛知池

のフィールドを散策し、 昆虫や植物を観察します。愛知池

の水がどのように私たちの生活に関わっているのか。アサ

ギマダラはどんな蝶なのか。その旅する謎にも迫ります。

　10 月にはマーキング調査をしたいと考えています。捕ま

えた蝶のはねにマークして放してあげ、どこまで飛んでいく

かを調べるものです。愛知池でマークした蝶がどこまで飛

んでいくのか。皆の夢を乗せて、 日本列島を南下する蝶を

想像するとワクワクしてきます。 

　愛知池は、 生活用水や農業用水、工業用水として私たち

の生活に欠かせない存在です。多くの貴重な動植物のすみ

かでもあります。「自然や水を大切に」と言っても抽象的で

よく分からないかもしれません。動植物を実際に見たり触

れたりする体験を通じて、生物の不思議や奥深さや自然の

大切さに気づいてもらえればと思います。

　愛知池で自然の感動に出会い、そして環境について考え

てみましょう。

  身近な自然環境を考えよう
    ～アサギマダラがはねを休める愛知池～
　愛知池を散策し自然観察。浄水場の見学。
　アサギマダラについて学びます。

　場　所：愛知池と尾張東部浄水場
　定　員：30名　小学生以上
　　　（小学校低学年は保護者同伴）
　講　師：鬼頭弘さん
　連絡先：愛知池友の会

　※詳しくは「広報にっしん 7 月号」をご覧ください

フジバカマ
キク科の多年草で秋の七草の一つ

絶滅危惧種

た

日進市の公募提案型協働事業・市民自治活動推進補助金事業について
平成 28 年度は公募提案型協働事業 3 件、 市民自治活動推進補助金 12 件が採択されました。 

市民活動団体が新たな活動や、 より活発な活動を行うための制度です。

未来に希望＠地域のチカラ

～困難を抱える子どもの幸せを考えよう～

微生物活性酵素

「マイエンザ」の活用

防災啓発講座「クロスロード

（防災気象情報編）開催

日進絆子ども食堂

日進市民参加の会

まちづくり勉強会

災害時のアレルギー対応について

理解浸透に係る普及啓発活動

チャイルドシートの

正しい利用方法普及

Nisshinコメ・米・暮ラス

～お米をもっと知りましょう～

南ヶ丘防災フェスタ

子ども達との交流事業

健康生活支援講座「癒しの
リラクゼーション」普及事業

グリーンアドバイザー

愛知の花育活動

おいしい、おやこ寄席

「歴史育」でイキイキ

した地域づくり・まちづくり事業

愛知・発酵と農の文化研究会

南ヶ丘福祉まちづくり協議会

平子台ふれあいサロン

日進市地区日赤奉仕団

グリーンアドバイザー愛知

椿ソーシャル・
アイデンティティ・サポート
(070) 5644-5089

NPO 法人スマイルハウス

日進防災推進連絡会
(0561) 73-8145

いきいき塾 NPO 絆

(052) 804-8589

日進市民参加の会

(0561) 73-0706

日進アレルギーの会
（ぷちヴェール日進）

RISE＠日進

3 団体合同企画
6/25 （土） ・ 8/5 （金）
寄席・食事会
たね団子づくり
エコレンガづくり
歴史講座

愛知池友の会
　　TEL/FAX (0561)38-0719
　　メール　masugi@me.ccnw.ne.jp
　　HP　　http://www.tomonokai.aikotoba.jp

7月下旬頃

Re：Birth

(090) 6461-0024

あいち手作り甲冑サポート塾

6/19 （日）
講演会



登録団体 イベント掲示板

テーブルを囲んでおしゃべりしながら

「対話」を実践するワールドカフェ形式の

ワークショップです。

初めて出会う人、世代の離れた人と

話すって楽しい！を実感しに来て！

　男の料理教室
～健康 ・ 元気は食生活から～

　　4～ 5人で協力して料理を作ります。 できた料理を食べな
がら反省したり、 交流したり……。 僕たちと一緒に料理の
腕を磨いて、 健康な食生活しませんか？

日　時：毎月第2金曜日　10:00 ～14:00
　　　6/10 西洋料理・ 7/8中華料理・8/12日本料理
場　所：相野山福祉会館  調理室
定　員：各回20 名
講　師：飯野文子 （日進市年金者の会）
参加費：1,200 円
主　催：日進市年金者の会
問合せ：TEL (090)4587-0115  村松

発見！つなぐ！たのしむ！体感型イベント

「イマ心 （こころ） ん」

飲食・癒し・体験などの
ブースが 30 以上！ 日進市で
活動している人と、 何かを
始めたい !  体験したい ! 
もっと知りたい！人を繋ぎます。

日　時：6/23 （木）10:00 ～ 15:30
場　所：日進市民会館　展示ホール　
参加費：入場無料
主　催：クラフト会議    
問合せ：TEL (090)8074-5327 タルミ 
　　　　メール kurahuto.kaigi@gmail.com

蝶

「おむつなし育児」 in 日進

なるべくおむつの外 ( オマルやトイレ ) で排泄。
赤ちゃんの食欲や睡眠欲に応えてあげるのと同様、赤ちゃ
んの自然な排泄に応えてあげる育児を楽しみましょう

日　時： 毎月第 1金曜日 （祝日は休み） 
　　　　10:30 ～おむつなし育児
　　　　12:00 ～プランターで自然農♡野菜栽培
場　所：日進市にぎわい交流館 2 階
定　員：10 名程度
参加費：午前 1,000 円　午後 1,300 円
　　　　午前＋午後 1,500 円
主　催：玄米おむすびの会
問合せ：TEL (090)9917-8538 稲垣

おしゃべりワークショップ

わいわい広場

にぎわい交流館 事業案内

にっしん生き方人間塾

「人と人・人と動物ふれあい写真コンテスト」
★♥★♥★ 作品募集 ★♥★♥★

家族やかわいいペットの写真、 道で出逢った動物と風景な
ど、 ご自慢の写真を大募集！ グランプリの他、各賞あり！

募集期間：6/1 （水） ～ 6/24 （金） 24:00まで
応募方法：メールにて　氏名・住所・電話番号・メー
　　　　　ルアドレス・作品タイトル・PR文を明記し、
　　　　　画像データ （jpg 形式、 容量は必ず1.5 ～
　　　　　3MB） 添付
　　　　　※応募は一人一点、作品は返却しません

写真展日時：7/23 （土）・7/24 （日） 10:00～16:00
写真展場所：日進市にぎわい交流館 会議室 ABC
主　　　催：ことり工房 contact
問    合    せ ：TEL (090)9184-4262 小島
　　　　        メール kotori@kotorikoubou.com

日進で市民活動をしている人の「生き方」にスポッ

トを当て、喜怒哀楽の詰まった人生から、どん

なお話が聞けるでしょうか？

これからのキャリアを考えている方、第二の人生

を楽しみたい方、ボランティア・NPO をやって

みたい方、必聴です！

要予約

ランチ飲物付

会場・申込・問合せは 日進市にぎわい交流館 (0561)75-6650
6/29 （水）

19:00 ～20:30

7/9 （土）

13:00 ～16:00

ゲスト：数井美津子さん
　　　　（NPO 法人リビングサポートあいあいの家）

参加費：500 円　当日参加も OK

参加費の一部をゲストの団体に寄附します！



〒470-0122　愛知県日進市蟹甲町中島277-1 （日進市役所 東隣）

 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

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

 6/1 （水） ～ 6/10 （金） 櫟の会 「ワード絵展」

 6/11 （土） ～ 6/20 （月） にぎわい句座 「俳句展」

 6/21 （火） ～ 6/30 （木） 日進市 「男女共同参画展」

7/21 （木） ～7/31 （日）  コスモス日進 「平和展」

 8/1 （月） ～ 8/10 （水） 堀井憲爾 「木彫仏様展」

 8/21 （日） ～ 8/31 （水） 十人十色の会 「絵画展」

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

 6/1 （水） さぼてん （オカリナとギター）
 6/4 （土） 銀星号 （秦琴とパーカッション）
 6/10 （金） めぐみ音 （がん患者さんのバンド）
　6/11 （土） ガンマ GTP （ブルース・ ロック）
 6/12 （日） AZUL （アンデスラテン）
 6/13 （月） 休憩ソンガー （クラシックギター）
 6/18 （土） YAMANINGer-Z （フォークソング）
 6/20 （月） ヨシダヒロキ （POPS）
 6/25 （土） 夫婦の時間 （昭和アニメソング） 

《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

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  6 月 20 日 （月）
https://goo.gl/Y1pH61

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）

□各ページでわいわいが言っている文字で言葉を作る
□よかった記事の番号を 2つ選ぶ
　1. 環境月間について考える　2. 登録団体イベント掲示板
　3. にぎわい交流館事業案内　4. 市民サロンの催し情報
□にぎわいNEWS を読んだご意見・ご感想
□氏名・年齢・住所・電話番号・職業　を明記

わ


