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みんな美しいゾーン

みんな幸せゾーン

みんな豊かゾーン

みんなおいしいゾーン

キッチンカー

みんな大切ゾーン

にっしんわいわいフェスティバル実行委員会・日進市
問合せ先　日進市にぎわい交流館（にっしんわいわいフェスティバル実行委員会 事務局）

電話 ����-��-���� ／ FAX ����-��-���� ／ メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp

イラストはイメージです

ロゴデザイン：名古屋学芸 わいフェス応援隊

みんな安心ゾーン

※企画内容は変更になることがあります。 ご了承ください。
※駐車場に限りがありますので、 ご来場の際はくるりんばす等の

公共交通機関をご利用ください。
※障害を理由とする配慮を必要とする方はご相談ください。

環境まちづくりサポーターズ 抽選会

「にっしん ESD 事業」 の講座などに参加して集めた
ポイントで、 空クジなしの抽選会に参加できます。 
さらに W チャンスでエコ家電などが当たるかも！
わいフェスで 「なぞラリー ����」 （中面参照） を
クリアした人にもポイントを差し上げます。

美しい地球環境を次の世代へ。 資源の有効活用、 気候変
動 （地球温暖化） 対策、 きれいな水や生き物を守る活動、
自然と調和したまちづくりなどに取り組んでいます。

昼ごはんやおやつはこちらでどうぞ！ 健康、 持続可能な
農業、 障害者の働く場づくりなどに取り組んでいます。
焼きそば、 カレー、 さんま寿司、 シフォンケーキ、 コーヒーなど

子ども、 高齢者、 障害者をはじめ、 すべての人が健康に、
幸せに暮らせるまちを目指しています。

暴力や戦争をなくすこと、 男女平等、 子どもから大人まで
の学び・育ち、 ESD ……。 全ての人の権利が守られ、 大
切にされる社会を目指しています。

産業・仕事も持続可能に。 環境を汚さないものづくり、 省
エネルギー、 人間らしい働き方などに取り組んでいます。

SDGs （エスディージーズ／持続可能な開発目標） は、 多くの人びとの協力の

もと国連で採択された 「���� 年までに達成すべき世界共通の目標」 です。

「誰ひとり取り残さない」 を理念として、 私たちだけでなく次の世代も幸せに

暮らせる世界にするための行動指針として、 �� の目標があります。

防災・被災地支援、 防犯パトロールの活動や、 暮らしやす
いまちづくりのためのいろいろな取り組みがあります。

熱中症対策に こまめな水分補給を！
エスセレクト ゼロカロリースポーツドリンクを
市民会館・スポーツセンターの総合案内にて
先着 各 �,��� 名にお渡しします。
日進市と地域活性化包括連携協定を結ぶ
株式会社スギ薬局 様からご協賛いただきました。

日進で活動する 約 ��� の市民活動団体、 大学・学校、 企業、 行政などのブースです。
取り組みに関係する SDGs によってゾーンが分かれています。

子どもも、 大人も、 これから生まれる世代も みんな笑顔で暮らせるまちにしたい。

そんな思いで活動している人が あなたの身近なところにたくさんいるんだ。

人と人が出会い、 気持ちがふれ合い、 未来が広がる一日を体験しよう。

やるじゃん、日進！

土 日進市民会館
日進市スポーツセンター



なぞラリー ����

ぞう列車がやってきた

映 画上映

未 来を花 束にして

『���� SDGs』 カードゲーム

ふれあいステージ

学生地 域 活 動アワード

ピースキャンドルを作りましょう

［にっしん平和を考える会］
��:�� ～ ��:��　定員  �� 名 （高校生以下優先）
平和を願いながらキャンドル作りをしましょう。 キャンドル
はお預かりして 「にっしん平和のつどい」 （�/�・� 日進市
立図書館） で展示し、 その後お返しします。

➀��:�� ～ ��:�� ／ ➁��:�� ～ ��:��
対象  日進市在住、 在学、 在勤、 日進で活動している人。
　　  ➀小学 � 年生～大人　➁小学 � 年生～中学 � 年生
定員  ➀事前申込 �� 名、当日申込 � 名
　　  ➁事前申込 �� 名、当日申込 �� 名
楽しみながら学べる SDGs をテーマにしたカードゲーム。
○事前申込は申込フォームまたはメールで受付中です。 参加

する人の 「氏名」 「年齢・学年」 「住所」 「電話番号」 「保護者
の氏名・電話番号」 を添えてお申し込みください。 

○➀の当日申込は直接会場へお越しください。
　➁の当日申込は なぞラリー ���� をクリアした人
　を対象に、 なぞラリーのゴールで受け付けます。
○見学は自由です。

逃 走せよ ����

���� 年、 人間の代わりに働くはずのアンドロイドがロボッ
ト工場から脱走し、 人間をおそっている！ アンドロイド達
のバッテリーが切れるまで、 君は逃げ切れるか？ 
持ち物　体育館用の運動靴

くるりんばす de でかけよう

［ワンズパス、 日進絆子ども食堂、 日進 LOVE ラボ、 一暇］
声優の石田彰さんの声で日進の魅力を伝えてくれるくるり
んばす。 くるりんばすのペーパークラフトを組み立てて大
きな 地 図に走らせてみよう！ （�� 時 ～ �� 時、 先 着 ���
名様に景品あり） 塗り絵コーナーではコンテスト開催！ 入
賞者はくるりんばす車内に掲示します。 ドミノもあるよ！

世界のボードゲームで遊ぼう！

［日進ボードゲーム組合］
参加費  大人 ��� 円 ／ 中学生以下 ��� 円
TV や Youtube で も紹 介されている世界 各 国 のボード
ゲ ーム が 大 集 合！ 子 ど も か ら 大 人 ま で、 家 族、 友 達、
お一人様も 「全員が主人公！」

時は西暦 ���� 年。 世界は大変なことになっている。 環境
はよごれ、 食べ物はなくなり、 争いばかりおこっている。 
安心も豊かさも楽しさも失われた世界になってしまった。
人工知能の判断によると、  世界を救うには 「���� 年のわ
いわいフェスティバル会場」 にタイムトラベルし、 過去を
変えなければいけないようだ。
市民会館とスポーツセンター、 � つの会場内の 「なぞポイ
ント」 を回ってミッションをクリアしてほしい。

○ラリー用紙は、 パンフレットと一緒に総合案内で配布し
ます。ゴールはスポーツセンター  � 階ロビーです。

○なぞラリーをクリアした人には、 環境まちづくりサポー
タ ーズ ポ イント を 差し 上 げ ま す。 ま た、 希 望 者 に は

「���� SDGs」 カードゲーム に参加する権利も！
　（��:�� ～ ��:�� の回、 小 � ～中 �、 先着 �� 名）
○グループでの参加がおすすめです。 引率がついてみんな

で回る 「こどもツアー」 もあります。

��：�� ～ ��：��
� 大学の学生たちが地域に向けて行っている活動を紹介し
ます！ ぜひ聞きに来てください。

めざせ！昔あそび名人！

地域の方と一緒に、 お手玉・あやとり・メンコ・けん玉な
どの昔あそびを通して交流を深める企画です。ポップコー
ンの配布もあります （※数に限りがあります）。

音楽を通してみなさんとつながるステージです。
� 組の素敵なアーティストが出演します。
みんなでひとつになって、 盛り上がりましょう。
��:��  ぬ～ぼ～
��:��  秦琴愛好会
��:��  上田ちほ＆藤吉明美
��:��  AMI
��:��  名古屋学芸大学吹奏楽部   （��:�� 終了）

��:�� ～ 
百年前のイギリス、 女性には選挙権
も親権もありませんでした。 自身と
子どもの未来のために、 権利を求め
て世界を変えた女性たちの勇気が、 今を生きる私たちの胸
に迫る物語。
○上映後には感想などを語り合う交流会があります。
　先着 �� 名、 参加者にはプレゼントあり。
○託児あり （１歳 � か月以上、 定員 � 名、 ��� 円／人）
　申込が必要。 � 月 � 日 （月） までに日進市 市民協働課へ
　電話  ����-��-���� ／ FAX  ����-��-����
　メール  kyoudou@city.nisshin.lg.jp
○日本語字幕あり、 親子室あり
© Pathe Productions Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film Institute ����. All rights reserved.

��:�� 開場 ／ ��:�� ～ 
第二次 世界大戦中、 名古屋市の東
山動物園では、 当時の園長さんらの
奮闘により２頭のぞうが生き延びま
した。 ぞうを一目見たい日本各地の子どもたちが 「ぞう列
車」 に乗ってやってきます。
○戦争体験の語りあり
○日本語字幕あり、 親子室あり
© 映画 「ぞう列車がやってきた」 製作委員会

竹灯りワークショップ

［赤池まち灯り実行委員会］
➀��:��  ➁��:��  ➂��:��  ➃��:��  ➄��:��

（三角灯篭づくりは随時受付）
竹林が広がっていた昔の赤池を想い、 人々が交流を深める
催し 「赤池まち灯り」。 みんなで竹のオブジェを作って、 灯
りをともしましょう。

血管年齢測定

［株式会社スギ薬局］
��:�� ～ ��:�� ／ ��:�� ～ ��:��
あなたの血管年齢を無料測定します。 測定時間はお一人様約
� 分。 測定結果をお渡しし、 見方と対策の説明も行います。

ケータイりさ育る

［ソフトバンク株式会社  地域 CSR 部］
➀ ��:�� ～ ��:�� ／ ➁ ��:�� ～ ��:��
定員 各回先着 �� 名（各回開始前に受付）
対象 小学生以上（小学校低・中学年は保護者同伴）
工具を使って、ケータイを分解してみましょう。仕組みの
理解を通して、リサイクルの大切さを知ることができます。

中部大学第一高校
機械電気システム科の 「ものづくり」

［中部大学第一高等学校］
�D プ リン タ、 ロ ケット、 ドロ ーン、 レゴロ ボットなど、 
本校で取り組んでいるものづくり学習に関する展示・実
演・体験企画です。

笠寺山周辺の緑地を使った自然観察会
［日進岩藤川自然観察会］

��:�� ～ ��:��
市民会館南側の畑や雑木林を歩いて笠寺山の生き物をさ
がそう。 当日、 日進岩藤川自然観察会のブース （市民会館 
小ホール内） で受付・集合します。
服装・持ち物　長袖、 長ズボン、 運動靴、 帽子、 水筒

COOL CHOICE とフェアトレードと
カンボジア ESD 研修報告

［中部大学第一高等学校］
日進市環境課と行っている 「にっしん COOL CHOICE プ
ロジェクト」 で作成したボードゲームで、 環境やエコにつ
いて一緒に学びましょう。 フェアトレード商品の販売とカ
ンボジア ESD 研修の発表も行います。

みんな楽しいゾーン

フードドライブ

［日進市 環境課］
「食品ロス」 をなくし、 必要としている人に届けましょう！ 

お持ちいただいた食品は、 フードバンク （セカンドハーベ
スト名古屋） を通じて地域の福祉団体や施設に届けます。
お米、 缶詰、 インスタント食品、 レトルト食品、飲料などの未開
封で賞味期限が残り � か月以上のものを募集します。


