
2005年11月待望
の

「にぎわい交流館
」開館

2005年～秋の恒
例

「にぎわい交流館
まつり」

2005年～2007
年

「民族と音楽の夜
」

にぎわい知ってGo！
～にぎわいってどんなところ？～

特集

2017年ボランティアマッチングイベント
「ボラみっけ」

2017年～2018年「日進わかもの塾」
2016年～市民活動の祭典「わいわいフェスティバル」

2015年～2018年
6回開催された

みんなでおしゃべり「わいわい広場」

2009年～2010年
「大学交流推進事業」

大学生の作品がショーウィンドウを飾った

ワンデイシェフ

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

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

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

Vol. 21
2020 年 

 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）

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
  第1月・第 3 金　手作りサークル PiPPi
 第 2・3・5月 スマイルハウス
 　　　第 4月 手づくりもん工房 

    第 1水 ワンズパス
 第 2・4 水 雑貨屋 Knit.
 　　　　木 赤池サークル会 （不定期）

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）

　今春、にぎわい交流館をPRさせていただくために市
内の区長さんにお会いする機会をいただきました。
　市内には19の区があり、それぞれの地域コミュニティ
の要として大切な機能を果たしています。地域の神事
やそれに伴うお祭りの開催、地域の細かな困りごとを取
りまとめて日進市に要望を出すのも重要な役割です。
日進という小さなまちの中でも地域ごとに特色があるこ

区回りを終えて思うこと

お休み中

お休み中

お休み中

お休み中

お休み中

　日進市役所の東隣にあるレンガ調の建物をご存
知ですか？そう、それが「にぎわい交流館」です。
　2005年11月に開館し、市民活動・国際交流・大
学交流の拠点として、市民の皆様の交流と情報受
発信のプラットホームとして運営しています。
　開館に至るまでには、日進市と公募により選出

された市民の方で何度も協議し、市民の意見・要
望を盛り込んだ待望の施設が誕生しました。
　2020年11月で開館から15周年を迎えます。にぎ
わい交流館がどんなところかを公式キャラクターの
「わいわい」と共にお伝えします。

月曜日の「愛歩協力会」、火曜日の
「キッチンよつば」、金曜日の「優食・
チャチャ」「里まちカフェめぐみえん」
はワンデイシェフを卒業いたしました。
長年、美味しいランチを提供してくだ
さりありがとうございました。
新しいワンデイシェフを募集中です。
今後も変わらぬご愛顧をよろしくお願
いいたします。

新型コロナウィルス感染症対策のため当面の間、ワンデイシェフの喫茶とランチ及び無料のお茶の提供、ラン

チコンサートはお休みさせていただいております。マーケット、ギャラリーは再開しているところもあります。

再開につきましては決定しだい、本館ホームページで随時お知らせしていきます。

とは、お話を聴いていてとても興味深かったです。
　そして、歴史と伝統を守り、次世代に手渡して来ら
れた区の皆さんのこのまちへの誇りと愛着。千年前か
らこの地に根を下ろした暮らしに思いを馳せました。
　複数の区でお聴きしたのが「新旧住民の交流が課題」
ということ。にぎわい交流館でも、少しでもそのお手
伝いができるよう、心がけていきたいです。(館長　寺田）

フードパントリー開催中！
　第2日曜日 10:00 ～

　にぎわい交流館駐車場にて

　先着 30家族

お休み中

にぎわい交流館を
紹介するわい

お休み中

お休み中

お休み中 お休み中

火曜日の「キッチンよつば」と木曜日の「薔薇しかない花屋」
は閉店いたしました。長年のご愛顧ありがとうございました。

にぎわうところに笑顔がいっぱい

にぎわい交流館は
　　開館15周年！

にぎわうところに笑顔がいっぱい

にぎわい交流館は
　　開館15周年！

にぎわうところに笑顔がいっぱい

にぎわい交流館は
　　開館15周年！ 日

進
市
に
ぎ
わ
い
交
流
館

公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
わ
い
わ
い
」



シンボルツリーの桜だわい

樹齢何年かは不明ですがかなりのお
年。四季折々楽しませてくれる交流館
の大きな桜の木。春には窓越しに花
見ができちゃいます。

市内で営利を目的とせず、公益的な活動を行う市
民団体が登録することができます。福祉や子育て、
環境など様々なジャンルの320以上の市民活動団
体が登録しています。活動内容や団体が主催する
イベント・講座などの情報を得ることができます。

団体登録すると･･･
会議室や事務機器が利用できるわい

会議室やWi-Fi、裁断機・紙折り機・プロジェクター
などの機器は無料。コピー機・印刷機・その他の
事務用品も利用 ( 有料 ) でき、市民団体の活動を
バックアップしています。
お子様用のマットやボールプール
も貸出しできます。

市民活動やボランティアについて

気軽に相談できるわい

市民活動やボランティアを始めたい、参加してみ
たい、団体運営での困りごとなどご相談ください。
あなたのやりたい！を応援し、お手伝いします。

わいわいが
ツイートするわい

2020年度のお祭りは全て中止になってしまいまし
たが、毎年にぎわい夢まつり、にぎわい交流館ま
つりを開催し、にっしんわいわいフェスティバルは
事務局も担当。たくさんの団体が出展し日頃の活
動を紹介する展示や物販の販売など、一日中楽し
めるように趣向を凝らしたブースが並びます。
これまでには身近なテーマでおしゃべりする「わ
いわい広場」や若者たちの新しいチャレンジを支
援する「日進わかもの塾」、プロジェクトを考えて
いる人を対話でサポートする「プロアクションカ
フェ」など、いろんなイベントを開催してきました
(ブログでご覧いただけます )。
これからもいろいろ企画していきます。当館ホー
ムページでお知らせしますのでお楽しみに！

Support Civic Activities

無料会議室 印刷

年に何度もきれい
な花をつけるサボ
テン。来た時に出
会えたらラッキー！

※10月1日現在、新型コロナウィルス感染症対策のため、ランチやマーケット、ランチコンサートなどが中止となり、
いつもより静かなにぎわい交流館となっています。サロンでのおしゃべりはお控えいただき、ご利用は１時間までと
制限はありますが、バスの待ち合いや休憩などにご利用ください。また、備品の貸出ができないものもあり、ご不
便をおかけしています。一日も早く新型コロナウィルスが収束し、以前のにぎわいが戻ることを心から望んでいます。

市民活動を支援するところだわい

みんなが交流する場だわい

市民サロンは誰でも利用できるフリースペースです。
フリーWi-Fi もご利用いただけます。

お祭りやイベントたくさんだわい

くるりんばすの定期券・回数券

販売しているわい

利用開始の 2 週間前から購入可能で
す。市民サロンはくるりんばすの待
ち合いとしてもご利用いただけます。

美味しい
ランチがあるわい

曜日毎に替わるワンデイシェフ。
腕をふるい栄養・ボリューム満
点のランチやデザートを提供し
ます。コーヒーなどの喫茶もあ
ります。詳細は裏面で。

ランチコンサートもあるわい

ランチの時間に随
時開催しています。
クラシックやポップ
スなど様々なジャン
ルの音楽をお楽し
みください。

楽しくお買い物だわい

曜日毎に替わるに
ぎわいマーケットで
は、唯一無二のハ
ンドメイドの商品等
が並びます。

貸出休止中

春
秋

市民活動支援

にぎわい
知ってGo！
にぎわい
知ってGo！
～にぎわい交流館ってどんなところ？～～にぎわい交流館ってどんなところ？～

集い・憩い・交流する場としてお気軽にご利用くだ
さい。そして、皆様の身近にある市民活動を知り、
自分にできることを見つけるきっかけにつながれ
ば幸いです。スタッフ一同、お待ちしています！

にぎわい交流館は、
どなたでもご利用いただける公共施設です。

Multipurpose  Salon

市民サロン

わいわいをよろしくだわい

日進市市制 20 周年記念事業として 2014 年に一般
公募し、133点の応募の中から誕生したにぎわい交
流館イメージキャラクター「わいわい」。愛嬌のあ
るお祭り好きの妖精なんです。

ツイッターでつぶやいているわい

わいわいが思ったことや感じたこと
など、いろいろとツイートしてます。
楽しいつぶやきにほっこりしますよ。
見てね！

芸術鑑賞しようだわい

皆さんの写真や絵画、木彫りや
アップリケなど様々な力作をご
覧いただけます。市内在住・在
勤・在学・日進にゆかりのある
方ならどなたでも展示できます。

これが最終選考10 作品。
どれも素晴らしい。

マーケットランチコンサートランチ


