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愛歩協力会月曜日
ボリュームいっぱいのランチ

●ランチ 600 円　飲み物 200 円 （食後 100 円）
●カレー・パスタ 600 円

キッチンよつば火曜日
自然農法・有機野菜中心の自然食ランチ

●ランチ 650 円　飲み物 200 円 （食後 150 円）
●ケーキ 100 円

タンドリーバスルーム第１,3,5
水曜日
インド人シェフが作る本格カレー

●ランチ 600 円　飲み物 200 円 （食後 100 円）

オールフォーユー
素材にこだわった薬膳スープのラーメン

●ランチ 650 円　飲み物 200 円 （食後 150 円）

キッチン絆木曜日
野菜中心のヘルシーランチ

●ランチ650円　飲み物200円 （食後 100円）
●モーニング 300 円

里まちカフェ めぐみえん
無農薬野菜と玄米を使った創作弁当

●ランチ 650 円　飲み物 250 円 （食後 150 円）
●塩焼きそば 500 円　●モーニング 300 円

優・食チャチャ
地産地消の食材中心 バランスのよいランチ

●ランチ 600 円　飲み物 200 円 （食後 100 円）
●デザート 120 円

名古屋学芸大学
Canteen土曜日

管理栄養学部の学生が作るランチ

●ランチ 500 円　飲み物 200 円

日進絆子ども食堂第2
日曜日
地域の子どもたちと大人たちの居場所

●ランチ 高校生以下無料・大人 500 円
●飲み物 200 円

第 2,4
水曜日

第1,2,5
金曜日

第 3,4
金曜日
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ランチ 11:30 ～ 14:00 （売切しだい終了）　喫茶 9:00 ～ 16:00　※電話予約できます 0561-75-6650
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みんなでつくる！  みんなが輝く！
市民参加の公共空間
―岩崎台・香久山福祉会館と歩んで 15 年―
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 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 https://shimin-kouryu.net

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

市民サロンの催し情報

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 
（時間は出店者により異なる場合があります）

 月 愛歩協力会
 第 3 月 サロン Leaf
 第 4 月 手づくりもん工房 
 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 
  赤池サークル会 （不定期）
 第 2・4 金 雑貨屋 Knit.

市民のみなさんの力作を見に来て！

ギャラリー 8:30 ～17:15
（最終日は15:00まで）

1月  未定
2/21（木）～2/28（木）
　日進市市民協働課 「志摩しましょ展」

おいしいランチと素敵な音楽で憩いのひとときを

ランチコンサート 12:00 ～13:00
 1/11 （金） 森香 （ギター弾語り）
 1/12 （土） Yamanin （フォーク）
 1/19 （土） AKT48air （サックス演奏） 
 1/28 （月） Hoot who’s who（フォーク）
 3/9 （土） 音楽配達人まさやん （ポップス）
 3/16 （土） OH-JINS （フォーク・ポップス）
 

　  子どもが小学生のころ、「福祉会館 で遊んでくるね」と言っ

てよく出かけていった。 そう聞くと、 安心して送り出すことがで

きたのを思い出す。

　日進市内 に 6 か所ある福祉会館のうち、 2003 年に開館した

岩崎台・香久山福祉会館は、 年間の利用者が約 66,000 人と

最も多い。 その会館と切っても切り離せないのが 「NPO 法人水

晶山市民の会」 （以下、 市民の会） だ。

　会館建設の計画づくりを機に立ち上げ、 現在は水曜と土曜の

夜間、 日曜・祝日の施設管理やいろいろな講座・イベントの企

画運営を行っている、 市民の会のみなさんにお話を聞いた。

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、 お問い合わせください

岩崎台・香久山福祉会館

第 14 回 作品展
毎年恒例の作品展です

地域の方々の絵画・陶芸・書・写真・
工芸・手芸などいろいろな作品を展示します

日　時：2019 年2/15 （金）～2/17 （日）
場　所：岩崎台・香久山福祉会館  集会室
入場料：無料



人のつながりが生まれる場所
　水晶山緑地のすぐ隣に建つ岩崎台・香久山福祉会館。 内部にも

木がふんだんに使われ、 ぬくもりが感じられる。 ここには囲碁やカ

ラオケなどの趣味を楽しむ大人たちや、 元気に遊ぶ子どもたちの

の姿がある。 

　「小さい頃にここで遊んでいた子どもが、 大学合格や就職の報

告に来てくれることがあります。 大人になったなあと感慨深く思い

ます」  

　福祉会館と市民の会の共催で企画運営する講座は、 カル

チャー・アート系のほか、 子供向け・親子向けの講座が充実して

いるのが特徴だ。 今年も、 小学生体育教室、 親子工作教室、 親子

バルーンアート、 親子ミニシフォンケーキ作り、 夏の夜のネイ

チャーゲーム、 幼児への読み聞かせなど、 いろいろな講座が開か

れている。

　「パステル画と書道の講座を受講した方たちが、 同好会を作ら

れたことがありました。 私たちが企画した講座で、 趣味を楽しむ人

のつながりができたことは本当にうれしかったですね」 

　他にも、 木工教室で作った巣箱を水晶山に設置したら、 そこか

らシジュウカラが巣立っていったなんてこともあったそうだ。

市民参加の建設計画
　市民の会のはじまりは、 2000 年に始まった岩崎台・香久山福

祉会館の建設計画。

　基本計画を作る際のワークショップに 40 ～ 70 代の地域住民 

28 人が集まり、 世代を問わず気楽に交流できる会館を作ろうと、 

自分たちの思いをぶつけ合う討議を繰り返した。 気がつけば日付

が変わっていたこともあった。 ワークショップは部屋ごとに開き、 

その回数はのべ100 回以上にもなる。

　「地域の人が集まれる場所にしたい、 自分たちの意見が活かさ

れた会館にしたいと、 みんなすごい熱意とパワーがありましたね」

　県内外のコミュニティ会館 7 か所も視察した。階段式の多目的

ホールは 「これいいね。 とても見やすいし、 普段の子どもたちの遊

び場としてもいい」と金沢市民芸術村のホールを参考にした。

　中高生も利用するだろうからと道行く中高生にアンケートを実施

したり、 「みんなで意見を出し合ったけれど、 もっとたくさんの人

に聞いてみよう」 と、 住民に向けた発表会を開催したりした。

　試行錯誤しながら市民参加で基本計画を作ったことが、 会館の

現在につながっている。

よりよい運営のために
　市民の会は、 「全ての世代が一人でも気軽に行けて、 生きること

を楽しめる場所」 となるよう、 よりよい会館運営のために活動して

いる。

　「地域の要望が一番多かった 『夜間と日曜日に利用したい』 を実

現しよう」 と、 市民の会の時間外管理ボランティアによる、 時間外

利用がオープンと同時に始まった。 少ないときは 10 人ほどのボラ

ンティアで、 休みなしの状態。 それでも要望があるから、 やめるわ

けにはいかなかったという。 現在は 19 人が管理ボランティアとし

て活動し、 昨年度は 16,000 人が時間外利用した。

　15 年前、 市内の福祉会館はどこも夜間・日曜・祝日は閉館して

いたが、 今では 全館で時間外利用が可能になった。 市民の会が先

陣を切って、 地域の声に応えようとしてきた象徴といえるだろう。

　会館を利用しやすく心地良いものにしていくために、 会館の清

掃や植栽なども積極的に続け、 福祉会館が実施する救命救急講

習や防災訓練にも参加し、 安全への備えもしてきた。

　2004 年には県の 「第 9 回 人にやさしい街づくり賞」を受賞。

また岩倉市や春日井市など各地から視察があるなど、市民参加型

の公共施設として高い評価を受けている。

市民と行政の協働をこれからも
　地域住民が公共施設を利用するだけでなく、 企画運営に関わっ

ていくことで、より使いやすい工夫がなされたり、 地域の人の活

躍の場や顔の見えるつながりが生まれている。

　なにより、 「もっとこんなふうにしたいね」「こうしたらどうだろ

う？」 と話し合い、 思いを形にする、 主体的に公共に関わるひとび

とが育まれている。

　市民の会メンバーや岩崎台・香久山福祉会館のスタッフが、 市

民参加の会館運営を続けてきた何よりの成果ではないだろうか。

このような成功事例を参考に、市民と行政の協働によるまちづく

りの取り組みがさらに増えていってほしいと感じた。

　活動を始めてから15年が経ち、会員は高齢者が増えてきている。

「活動を継続していくためには、 まずは自分たちの周りの若い人に

『一緒にやらないか』 と声をかけて誘ってみることだと思う」。

　活動の楽しみや喜び、 活動にかける思いを周りに伝えていくこと

は一緒に活動する仲間を増やし、 次世代につないでいくための一

歩だ。 10 年後、 20 年後、 顔ぶれが変わっていっても、 地域の人が

支えるあたたかい会館であり続けてほしい。

イベント情報市民活動団体の

縁 JOIN ～地域とつながる交流会～
PTA・子ども会・自治会・老人クラブといった地域の団体と
市民活動団体がつながるための交流会です。市民活動団体
によるミニ講座も体験できます！

日　時：2019 年1/20 （日） 13:30 ～ 16:30
場　所：中央福祉センター 多機能室（南北）

参加費：100 円

主　催：にぎわい交流館・場リスタNext

　　　　TEL 0561-75-6650 にぎわい交流館

さまざまな講座や
1

2 3

4

①②③書道、シフォンケーキ作り、親子バルーンアート。会館を知っても
らうために始めた講座も、今ではなくてはならない市民の学習・交流の
場となっている。  ④時間外は管理ボランティアが受付等の業務を担当。

毎年 2 月に開催する作品展には、 会館の講座で作られたものをはじめ、 多
彩な作品が並ぶ。昨年は 130 人が出展し、500人が来場した。

（左）創刊から111号を迎えた「水晶山通
信」（隔月発行）。イベントの案内や活動
記録が掲載されている。
（下）思いを聞かせてくれた、市民の会の
平出佳弘さんと加藤喜久子さん。掘りご
たつ式の和室も、市民の声が活かされた
ものだという。

管理ボランティアの活動

第 2 回プロアクションカフェ
プロジェクトを考えている人と、それをサポートしたい人に分
かれて対話し、プロジェクトを一歩前に進めるワークショップ

日　時：2019 年2/17 （日） 18:00 ～21:00
場　所：にぎわい交流館
定　員：12人
主　催：にぎわい交流館
　　　　TEL  0561-75-6650
　　　　E-mail  nigiwai@me.ccnw.ne.jp

えん じょいん 暮らしのサポートセンター

ちょこっとステーション

性別・年齢を問わず誰でも利用できる相互扶助 （地域福祉） 
の仕組みです。介護保険でできないことや子育て・病気療
養中や高齢者などのお困りごとをサポートします。
サポーターも同時募集中！ 自分のできることで日常生活の
ちょこっとしたお手伝いをしてみませんか？

主　催：一般社団法人ハートフルサポートねっと日進支部
　　　　TEL  0561-72-5105 / 090-5628-0136（織田・岸）

 2018 年度  日進市社会福祉協議会  赤い羽根共同募金配分金事業

子育て支援再発見講座
子育て支援を基礎から学びたい人や、

おさらいしたい人のための講座です（全 6回）
日　時：2019 年1/30 （水） 10:30 ～12:30
　　　    ①子育て家庭の現状と子育て支援について

　　　    2019 年1/３1（木）10:30 ～12:30
　　　    ②地域の子育て支援情報と支援者の役割

場　所：中央福祉センター  多機能室（北）
託　児：10人程度
主　催：NPO 法人ファミリーステーションRin
　　　　TEL＆FAX 0561-74-1080

会員募集しています！
NPO 法人 水晶山市民の会
TEL 090-4080-6037（浅野）


