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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 700 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
毎回違った麺が味わえる麺ランチ

●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700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 700 円　飲み物 250 円 （食後 15 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

 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

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）

2/11（火）～2/29（土）
　日進絆子ども食堂 「子どもイラストコンテスト」

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 ( 土） AKT48air （サックス演奏）
 1/28 （火） 花音＆ピッコリーナ （歌謡・唱歌）
 2/1 （土） 秦琴愛好会 （秦琴）
 2/29 （土） Blue☆Wing （ギター・歌謡）

 

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

　どこか懐かしさと温かさが感じられる「えんがわ赤池」（旧むつ
み会館）は、縁側のような気軽に立ち寄っておしゃべりできる場
所。「まちの縁側」にしたいという思いが込められた名前だ。
　ここでは週3回「ぷらっとホームえんがわ赤池」が開かれてい
る。地域の人々が集まり、自由に卓球や麻雀、日本舞踊などを楽し
み、おしゃべりと笑顔が絶えない。市内に６か所あるぷらっとホー
ムのうち、赤池は8 年前に開設された。
　ぷらっとホームの運営をはじめ、地域に密着した活動を20年以
上続けているのが、NPO法人赤池サークル会だ。
　代表の中澤明美さんと理事の小池貞治さんに、活動の始まりか
ら現在までのお話と、これからの展望を聞いた。

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 

（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 1月・金 手作りサークル PiPPi
 　　　第 4月 手づくりもん工房 
 　　　　火 スマイルハウス
 第 1水・第 3 金 雑貨屋 Knit.
 　　　　木 薔薇しかない花屋
 木 赤池サークル会 （不定期）

［特集］ 市民活動インタビュー 
 NPO 法人  赤池サークル会
［特集］ 市民活動インタビュー 
 NPO 法人  赤池サークル会

お休み中



始まりは地域の飲み会
　赤池サークル会の始まりは1990年代に遡る。赤池の若い男性
たちが仕事終わりに集って飲んだりしているうちに同好会ができ、
地域の行事に参加するようになった。
　初期の活動としては、赤池の歴史探
訪がある。石碑や小さなお堂といった、
地元の史跡に案内看板を建てたり、パ
ンフレットを作ったりした（今もお塚様
には当時の看板が残っている）。
　現在は、赤池区が主催している
ウォークラリーも、もともとは赤池の歴
史を知ってもらうために赤池サークル
会が始めたものだ。
　2006年には法人格を取得し、NPO法人になった。活動を広げる
ためにも、団体の信用を高めたいと考えたからだ。赤池区の行事
にも積極的に協力するなど、赤池区を中心に高齢者や子どもたち
がふれあいをもって安心して暮らせる環境、地域コミュニティをつ
くるための活動はさらに広がっていった。
　会の活動は、「ぷらっとホームえんがわ赤池」と並んで3月の

「ひなまつり」、7月の「えんがわまつり」、12月の「もちつき大会」 
といった恒例のイベントが中心だ。「準備は大変だけど、楽しみに
してくれる人たちがいるのでやめるわけにはいかない」と話す。

えんがわがつくる縁
　赤池サークル会は3年前から始まった日進市主催の「ぐるぐる
NISSHINまちミル博覧会」に毎回出展しており、今年は4つのプログ
ラムを出展した。
　このうち「大和撫子に変身 ～着物生活始めませんか？～」では、
「えんがわ赤池」から日本文化が広がればと、ぷらっとホーム参加
者の日本舞踊の先生に声をかけた。「自宅・実家・空家の課題 活
かす・のこす・売却する トクする『ここだけの話』」では、不動産業
を営むメンバーが、多くの方が気になる不動産問題をお茶をしなが
ら気軽に学べるような企画を考案した。
　会のメンバーには自営業を営む人も多い。地元で商売をしていく
にはその地域に入って交流を持つことが大切だ。「何かの目的のた
めに作った団体とは違い、赤池サークル会は地域のつながりから
できた団体」と言う。
　まちの縁側にしたいとの思いが込められた「えんがわ赤池」。

「集まれる場所があることは安全なまちづくりにもつながります」
と小池さんは話す。この場所でできた縁が地域のつながりを作り、
さらには個人の得意な面を活かす場を作っているようだ。
　今では設立当時のメンバーはほとんどいなくなり、世代交代しな
がら、今もなお地域とのつながりを大切に活動を続けている。

赤池を舞台に個人の夢をサポート
　一般的に地域活動をする団体は、その区に申請し補助金を受け
ることが多いが、赤池サークル会は申請していない。
　「『ぷらっとホームえんがわ赤池』の運営は市の委託なので運
営費として補助金はいただいていますが、会の活動に赤池区から
補助は受けていません。それは活動に独立性をもたせ、区外の人
たちにも制約なく参加していただけるようにするためです。赤池の
住民だけじゃなく、何かやりたい人がいれば、個人ではできないこ
とをサークル会がサポートします。サークル会を通して赤池を舞台
に夢を叶えてほしいと思います」 と小池さん。
　中澤さんは赤池サークル会でやりたいことがあるとこう語る。
「赤池区には飯田街道と拳母街道の追分（道が２つに分かれる所）があ
ります。歴史的に意味のあるものなので、そこに史跡の案内看板を

建てたいと思っています。その他にも赤池の歴史や民話を書籍に
残したり、天白川の赤池大正橋に鯉のぼりを渡したいとも思ってい
ます。随時メンバー募集中です。一緒にこの夢を叶えてほしい」
　赤池を舞台に多くの方の夢が舞い、舞台のそでには赤池サーク
ル会の姿がある。「えんがわ赤池」を拠点に赤池の住民だけでな
く、日進全体に縁が広がっていってほしいと思う。

イベント情報市民活動団体の

えんがわ赤池もちつき大会

のし餅の販売 ( 数に限りあり ) やミニマルシェなどを予定
してます。ステージ出演者・マルシェ出店者・
ボランティアスタッフ募集中！

日　時：2019 年12/22 （日） 10:00 ～ 12:00
場　所：えんがわ赤池 (旧むつみ会館 / 西部福祉会館隣 )
参加費：500 円 (小学生以上 )
主　催：NPO 法人 赤池サークル会
　　　　TEL 090-8542-5427( 山田 )

赤池サークル会の さまざまな活動
①②えんがわまつり、ひなまつりなど季節ごとにイベントを開催
③赤池ウォークラリーの様子  ④⑤まちミル博覧会の様子
⑥赤池を知ってもらうために作成したガイドブック

（左）イベントの案内や活動記録が掲
載されている「えんがわ通信」
（下）思いを聞かせてくれた理事の小
池貞治さんと代表の中澤明美さん

ホストファミリー募集
外国の方と交流してみませんか？
ホームステイ、ビジットは身近で誰にでもできるボランティア
活動の一つです。一人でも多くの方に“家族ぐるみの国際交流
をやってみよう！と思っていただけたら、是非ホストファﾐリー
に登録をお願いします。
詳しくは日進市国際交流協会にお問い合わせください。

主　催：日進市国際交流協会
　　　　TEL&FAX  0561-73-1131

岩崎台・香久山福祉会館

第 15 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：2020 年 2/14 （金）～ 2/16 （日）
場　所：岩崎台・香久山福祉会館　集会室
入場料：無料
主　催：NPO 法人 水晶山市民の会

日進市市民自治活動推進補助金対象事業

身体と心の健康ほっとカフェ

お茶をお飲みながら楽しくお話したり、
身体を動かしたりして気分もすっきり！
体も心も健康になりませんか？

日　時：毎月 第 1・第 3金曜日
　　　　  13:00 ～15:00
場　所：日進市にぎわい交流館
主　催：めぐみの会
　　　　090-5628-0136( 織田 )

地域や年齢に関係なく
誰でも参加できます

地域や年齢に関係なく
誰でも参加できます

　竹オブジェなどの製作を通じて
地域の人々が世代を越えた交流
を深め、新しい街を築いていこう
という催し。2018年に始まり今年
で2回目。10/13（日）に開催され、
赤池駅前とプライムツリー赤池
に竹の灯りがともり、秋の夜を彩った。
　赤池サークル会は、赤池まち灯りの立ち上げに大きな役割を果たし、
今回も会のメンバーが実行委員として参加している。

ころも

「ぷらっとホームえんがわ赤池」は毎週月・水・金曜日（祝日・年末年
始・お盆を除く）の 9:00～ 12:00 に開かれている。

※ぷらっとホームは、子どもから高齢者まで誰でも気軽にぷらっと集まって、趣味を
楽しんだり談話したりできる場所。市の委託により地域の方が運営している。

NPO 法人 赤池サークル会　akaikecirclekai@yahoo.co.jp
　　赤池サークル会で検索　TEL 090-8542-5427（山田）

不要になった鯉のぼりや
ポールを寄付してください
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■赤池まち灯り

まずはえんがわ赤池の
敷地に1 本、

鯉のぼりを立てたい！！
↑ この看板が目印 ↑

会員・タイアップパートナー募集しています！
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