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市民活動センターに登録している団体の活動、また団体がおすすめする講座やイベントを紹介します♪
センターニュースで紹介をしてほしい活動があればご連絡ください。
次回 11 月号は、11 月から 3 月までの事業を紹介します。（11 月 11 日発行予定）

FirstStep 子育てママ応援講座

タイム緑ジョイ

子育て中のママ、みんなとおしゃべりしながら、
リフレッシュしませんか？
お子様連れＯＫの講座ですが託児はありません。
〇場所 中部公民館
◎６月１０日・２４日（水）10:45～11:45
ヨガ（参加費５００円）
◎６月３０日（火）10:00～11:00
アロマで虫除けスプレー作り
（参加費１５００円）
※問合せ：First Step 山下
sayu19790522@gmail.com

月１回のおしゃべりサロン、時にはお出かけツアー
も企画し、気軽に話せ、意見、情報交換が活発に行わ
れる交流の場づくりを目指して活動しています。
みなさんの参加をお持ちしています!!
〇現在のメンバー 12 名（男性８人 女性 4 人）
〇日時 ７月１１日（土）
19：00～20：30
〇場所 市民活動センター 会議室
〇参加費 200 円（お茶・お菓子代）持ち寄り大歓迎!
※問合せ

おしゃべりサロン

タイム縁ジョイ 日比野
Ca45387@yf6.so-net.ne.jp

知多市制施行４５周年記念事業

「ふぃっと」は障がいのある子ども達が運動を通して、
地域の人たちと触れ合うことを目的にした団体で、以下
のイベントにおけるサポートボランティアを募集してい
ます。
〇日時 7 月 4 日（土）
〇場所 知多市民体育館
①活動のサポート 9:00～12:00（卓球・剣道場）
②発達障がい理解学習会 13:00～15:00（第２会議室）
※問合せ:地域福祉サポートちた 五十嵐
TEL.0562-33-1631

FAX.0562-33-1743

の子どもたちが自由に外遊びできる環境は
整っていません。

南相馬市で子どもの外遊びを支援している
「みんな共和国」の高橋さんをお招きし、

（２７年３月１日から５月 31 日までに
登録した団体です）
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First Step

市民活動センターニュース
編集・発行

★南相馬の子育ち応援「けやき」

知多市市民活動センター
市民活動室（総合案内）
知多市緑町１２－１
Tel：０５６２－３１－０３８１
fax：０５６２－３２－３１６０
E メール：chitanpo@ma.medias.ne.jp

★梅が丘町内会

《入場料無料》

第 1 部 報告会 派遣職員から見た南相馬市の復興状況について
第 2 部 講演会 「おれん家だもん!南相馬」

まずは、知ることから被災地支援を始めましょう。
問い合わせ：地域福祉サポートちた TEL.0562-33-1631(担
当：新保)

○日時

新規登録団体のご案内

知多市民体育館 大会議室
●プログラム●

エスペランサは外国にルーツを持つ子が、学校の
勉強や受験対策を行う教室です。
毎週月曜日午後７時～８時３０分
○場所
朝倉団地集会所２階
○会費
１，５００円／月
○対象
小学５年生～中学３年生
※ボランティアスタッフはやる気が重要・学歴不問。
まずは下記連絡先まで。
※問合せ：竹内綾（日本語・英語） 090-5890-3681
中垣内まゆみ（ポルトガル語・スペイン語）
０８０－３２８５－８３３５

6 月 21 日(日)10:30～12:30(10:00 開場)

元知多市派遣職員の活動報告と、福島県

宿題教室エスペランサの生徒＆スタッフ募集

やまももおやこ劇場例会「あなたが♡うまれるまで」
☆すぐれた舞台芸術は、子どもに豊かな心と
しなやかな感性を育てます
☆会員になって友だち観る喜び!
楽しい、嬉しい経験を共有しませんか?
〇日時 6 月 28 日（日）
①10：30（開場 10：00）
②14：15（開場 13：45）
♡
〇場所 知多市青少年会館ホール
※問合せ：知多市やまももおやこ劇場
0562-87-2154

知ってる？ 被災地南相馬のこと

東日本大震災から４年経った今も、福島

講演会を行います。

おいじゃあ共和国
障がい児運動クラブ『ふぃっと』ボランティア募集

2015 年 6 月

困ったなあ…
活動資金がたりない

市民活動センターに届いた助成金情報
●名称
☑東海ろうきん
傍楽ファンド
☑あいちモリコロ基金

●目的
働く人を応援する

●応募締め切り・期間
６月２６日

社会貢献活動全般

☑損保ジャパン
障がい者福祉
日本興亜福祉財団
（自動車購入助成）
☑子育てと仕事の
保育所や放課後
両立支援に対する
児童クラブの拡大、
助成活動
質の向上
☑あしたのまち・
地域づくり
くらしづくり活動賞
☑PanasonicNPO サポート 環境分野・子ども
ファンド 2015
☑愛知県農業振興基金
農業・農村の復興

★知多市ウーマンズサークル

６月３０日

●金額、詳細情報
総額 60 万円、
件数は 2 団体程度
上限 30 万円

７月１５日

上限 100 万円

６月３０日

http://www.seiho.or.jp

７月１３日

http://www.ashita.
or.jp/prize
上限 200 万円

７月１６日
～ ７月３１日
第 2 弾７月１６日
第 3 弾７月１５日

http://www. aichi
noshinki.or.jp

★ママのための産後ケア運動サークルチアママ
★Bumpy company

※その他にも、たくさんの助成金情報が市民活動センターのホームページに記載されています！

★NPO 法人 ママの働き方応援隊 刈谷学級
【登録順】

問合せ・相談は市民活動室へ（☎３１-０３８１）

大人の学校 同窓会の活動について
あしたのまちづくりを考えてみませんか♪
地域のことをもっと知りたい！地域で困っていることを解決したい！！

平成１９年度に団塊世代のキャリア活用事業としてスタートした「大人の学校」は、

みんなで楽しく学びませんか？やりたいことがみつかるかもしれません。

平成２２年度の卒業生から自主的に「大人の学校同窓会」を発足しました。

下記の開校式を皮切りに卒業の２月まで、月２回程度のカリキュラムを

以来、多世代交流や将来のコミュニティ・老人クラブの在り方を研究する会など、

考えています。お誘い合わせの上、ふるってご参加ください！

実践的地域活動と仲間たちとの交友を大切に会員数と活動の幅を広げています。

受講料は無料ですが、学割もありません。

この４月に同窓会発足５周年記念事業を行い、記念誌を発行しました。

また、実費（飲み物、昼食、資料など）が必要な場合もあります。

記念誌は市民活動室に置いてありますので、欲しい方は受付へどうぞ。

みんなのチカラ
でみんなの思い
を実現しよう！

〈開校式〉
日時：６月２１日（日）午前９時３０分～午後０時３０分
場所：知多市勤労文化会館２階研修室１

今回は、南粕谷ハウスで活動している石井久子さんです。

～手作り カフェ～

Ａｄａ－ｃｏｄａ

シェフ紹介

今回はウクライナ出身の新シェフ 川口リュドミラさ
んにインタビューをしました＼（＾＾）／♪

※詳しくは、大人の学校実行委員会（市民活動センター内）まで。☎31-0381

市民活動で活躍するアクティブさんに話を聞きました♪

【記念誌：大人の学校
同窓会５周年の歩み】

聞き手：
山森英津子

●石井さんにとって市民活動とは●

役員を始めた頃は、地域のことだけ考えていればよいと思っていまし
た。でも、他の市民活動をしている人に出会い、色々な講座に参加す
ることで目線が変わり、たくさんの課題が見えてきました。皆さんが持っ
ている得意なことや小さな想いをつなげていく事が市民活動だと思いま
す。毎日南粕谷ハウスに来て、住んでいる人が変わっていく姿をみる
のがとても楽しいです。活動をしていて幸せだと思える気持ちが大切で
すね。

Q. ウクライナはどんな国ですか?
A. ウクライナは、東はロシア・西はポーランドなどの
国に隣接する東ヨーロッパの国で、日本から飛行機で
１２時間ほどかかります。
古くからヨーロッパの穀倉と呼ばれるほど農業が
盛んで、麦、トウモロコシ、大豆がたくさん獲れます。

6/16（火）にデビューします。
屋号は「Ｕａ-ｍａｍａ」です。

Q. ウクライナにはどんな料理がありますか?
A. やはりボルシチ（主にビートというかぶに似た野菜
をベースにした煮込みスープ）です！
ボルシチはロシア料理と思われる人が多いと思い
ますが、ウクライナ発祥の料理です！！
あとヴァレニキという中国の餃子に似た食べ物が
あります。

●活動を続けてきて良かったこと●

南粕谷は、戦国時代から続く虫供養行事が１２年に一度回ってき
ます。２年前の行事では、初めて新旧住民一緒にお迎えすることがで
きました。その時は、南粕谷がひとつになれたと感じました。
皆でお参りをしていると世間話をしたり、地域の子どもの成長を喜ん
だり、自然と会話が生まれます。コミュニティの原点はそこにあるので
はないかなと思います。昔から受け継がれている歴史を知った上で新
しい取り組みが生まれると、地域はうまくやっていけると思います。

Q. 日本食は好きですか?
A. 日本食はとてもヘルシーでよいですね。特に焼き魚
やお寿司といった魚料理が大好きです。ウクライナで
も日本食が人気で、お寿司屋さんがあります。
Q. 6/16 はどんなメニューですか?
A. 緑色のボルシチ（ほうれん草に似た野菜がベース）
をメインに考えています。料理を通して、ウクライナ
のことを知ってもらいたいです。

●活動をする上で気を付けていること、今後の展開●

いつもアンテナをはって、地域の皆さんのニーズを知る事です。近
所の八百屋さんが閉店してしまったこともあり、地域の人が育てた野菜
を販売することになりました。開店と同時に売り切れてしまうほどです。
最近は、若い世代の人達が趣味を活かして様々なイベントを企画し
ています。土曜日の夕方からは居酒屋、毎月第２日曜日には豆から
焙煎したコーヒーを提供する『サンデーカフェ』を開催しています。
毎年恒例の、南粕谷ハウス夏祭りを７月１９日（日）に開催します。
皆さんぜひお越しください。

これまでの歩み
南粕谷に生まれ育ち、婦人部やスポー
ツ委員を経て、副会長・会長と 20 年以
上南粕谷コミュニティに関わる。平成
22 年に「南粕谷コミュニティ見直し検
討会」を立ち上げアンケート調査やワー
クショップを行い、平成 24 年 3 月、そ
の結果を反映した南粕谷ハウスを立ち
上げる。

ホームページ講習会
ホームページ講習会

★今回は Wix 無料サービスを使います★

２７年度も市民活動団体向けのホームページ講習会を開催します。
活動を活発にするためには、情報発信が大切です。共感を増やすためのツー
ルとして、ホームページを活用してください♪
４回連続の講習会を開催します。７月からのコースは満員となってしまいま
したが、秋にも同じ講習会を開催する予定です。
講師はパソコンボランティアまうすの会です。

