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いろいろな活動を知る

現在、知多市市民活動センターに登録しているのは１７１団体。その活動の一部をご紹介します！
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。次回は、12 月から 3 月までの事業を紹介します。

ちた半島演劇鑑賞会
会員制で、年に４～５回の演劇鑑賞を楽しむ会です。
入会して、友人、家族とご一緒に、心豊かなひとときを楽し
みましょう！
★

★
★

第14回例会
11月３日（日） １６：００開演
文学座公演
「殿様と私～殿、踊りましょうぞ～」
出演／加藤 武、たかお鷹 寺田路恵 他
会場：知多市勤労文化会館・つつじホール
会費：１か月／￥2900 入会金／￥3000
（ 22才以下・中高生別料金）
申込：事務所 0562-77-9392 （12 時～18 時）
もしくは、お近くの会員へ。

★

第15回例会は、俳優座劇場 音楽劇「わが町」を観賞します♪

地域生活支援員養成講座
地域生活支援員を養成する講座です。知多の成年後見制度
を支える支援員に、あなたもなってみませんか？
○日程
9 月 13 日、10 月 11 日、11 月 8 日、12 月 6 日、
1 月 17 日、2 月 14 日（すべて金曜日）
○時間 14:00～16:00
○場所 知多市福祉活動センター(知多市緑町 32-6)
※問合せ・申込み
NPO 法人知多地域成年後見センター知多後見事務所
TEL: 0562-39-2663

八幡塾

寺本と八幡のむかし話を学習しよう

知多市には市民活動で活躍する方々がたくさんいます。
お話を聞かないのはもったいない！ということで、今号

郷土の歴史をさかのぼり、寺本と八幡の成り立ちをひもと
いてみませんか？八幡塾で一緒に学びましょう♪
○日程
10 月 20、26、27 日、11 月 10 日、12 月 8 日、
1 月 19 日、2 月 9 日、3 月 9 日（日）※26 日は土
○時間 10：00 開始 ※27 日は 9：30
○場所 知多市歴史民俗博物館
○対象は小・中学生から一般、50 名、参加費無料
○主催 八幡コミュニティ
※ 申し込み（随時）
地域の組長・町内会長経由でコミュニティ会長へ申込み

介護職員初任者研修
知多市は高齢化率 22.67％(Ｈ25.4 現在)、超高齢社会に
仲間入りしています。介護の問題を地域で支えるために、
基礎知識として介護の専門スキルを身につけませんか？
・講座日程
・場 所
・受講料

10 月 1 日（火）～1 月 30 日（木）
上記日程のうち、火・木曜日（21 日間）
市民活動センター
70,000 円

※

問合せ：ＮＰＯ法人地域福祉サポートちた
TEL: 0562-33-1631/FAX：0562-33-1743
Email: spchita@arms.odn.ne.jp

から、リレー形式でインタビューをしていきます。
第 1 弾となる今回は、
「ＫＩＳＳサイエンス」の河内
かをるさんにお話を聞きました。
私の市民活動との出会いは、名古屋のＳＫＩＰという団

現在は、メンバーが今までずっとやりたかった子ども

体が主催するモーニングコンサートに参加した時のこと

の居場所づくりに力を注いでいます。以前中学生にアン

です。子育て中でも自分らしく輝こうという活動に共感

ケートをとった時、現代の子どもたちにはほとんど自由

し、団体のお手伝いをすることになったのが始まりです。

な時間がないことを知りました。そんな子どもたちが自

それから、女性学、性教育などの勉強会に積極的に参加す

主的に考え、取り組み、生き生きできる居場所づくりの

るようになりました。

お手伝いをしていけたら…。そんな想いから、
「こども

当時は、
「知多市では自分が学んできたことを伝えるす

ママとお子さんの生年月日、名前のエネルギーからそれ
ぞれの個性を知り、子育てに活かしましょう！
・日 時
・場 所
・対 象
・参加費

10 月 5 日（土）10：00～11：30
地域文化センター
子育て中の親、親子、興味のある方
500 円

※問合せ・申込み

やったろーぜ！楽ちた楽祭

「ちた kids ランド」に名前を変え、子どもたちが夢を

活動事業で出会った仲間と一緒に、
思春期の子どもたちの

つめこんだ自分たちのまちをつくります。今は 12 月の

心とからだについて考え、親の意識向上と子どもの支援を

イベント開催に向けて、こどもスタッフが一生懸命企画

めざし、2002 年に市民活動団体「ＫＩＳＳサイエンス

を考えています。

（キッスサイエンス）
」を立ち上げました。

くり上げるこのイベントを

の活動の中で、参加者がなかなか集まらず、やめようかと

見守り、寄り添って一緒に

思ったこともあります。でも、自分の想いに共感してくれ

活動していければと思って

る仲間と一緒に、大切なことを伝えていくという気持ちで

います。

続けてきました。

ゲ（２５年 5 月 28 日から 8 月 31 日に登録した団体です）
「 やったろーぜ！楽ちた楽祭！実行委員会
知多

つつじが丘 3 丁目ふれあいサロン
知多市コミュニティ研究会
市の新
チッター知ろう会
当事者研究･ちたの会
パルクラブ
し

しました。加害者にも被害者にもならないことが大切だと
人が変わってくれるきっかけになればと思います。解決で

ちた kids ランドは、
12 月 22、23 日に
青少年会館で開催！！

きない難しい問題でも発信し続けることが重要です。

KISS サイエンスへのお問合せは↓
Info_kiss_science@yahoo.co.jp

西尾（090-7307-9752）

新規登録団体のご案内

子どもたち自身の手でつ

以降、講演会や様々な講座を企画してきました。10 年

伝えています。活動の中でのちょっとした声かけで、その
知多市の新しい魅力を作ろうと集まった仲間たちが、ライ
ブステージ、おいしい食べ物、クラフト、ゲームなどを企
画しています。また、市内外で活動を展開する個人、事業
者、市民活動団体とつながれます！
いいことづくしの楽ちた楽祭に遊びに来ませんか？

のまち」という事業に取り組んでいます。知多市では、

べがない」と思っていました。そこで、市内の様々な市民

2007 年には、青少年のためのデートＤＶ事業を実施

きらりんママ応援隊
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お申込み・お問合せは、市民活動センターへ♪

市民活動センターニュース
編集・発行
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
℡：０５６２－３１－０３８１
fax：０５６２－３２－３１６０
E メール：chitanpo@ma.medias.ne.jp

中級者向け。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰを使います

これからの事業計画「活動資金どうする？」

活動を活発にするためには、情報発信が大切です。
共感者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♪

防災・環境・福祉・子育て･･･どんな問題にも共通する課
題“お金”について、ざっくばらんに語り合いましょう。
助成金や活動資金についての説明もあります。

日程：
時間：
場所：
講師：

日時：10 月 5 日（土）午前 10 時～12 時
場所：市民活動センター 2 階 会議室
講師：池田美恵子さん（知多信用金庨企画部）
山田 巡さん（アイシン精機（株）さわやかふれあいセンター）
定員：
２０名（申し込み順）
参加費： ３００円（コーヒー代）
申込み： １０月３日（水）までに、電話・Fax・Email で

10 月 23 日・30 日・11 月 6 日・13 日（水）
午前 10 時～12 時
市民活動センター 2 階 会議室
パソコンボランティア「まうすの会」

※ 講習には、ノートパソコンをお持ちください。
※ 申込みについては、ＨＰやチラシでお知らせします。
お見逃しなく！！

市民活動センターの夏は、グリーンカーテンが大活躍！
カーテンの緑色は目に優しく、生い茂った葉っぱで直射
日光が部屋に入るのを防ぎます。人だけでなく、環境に
も優しい自然の遮光カーテンです。今年も、センター登
録団体の「クリーンシティ・アスパ知多」が、グリーン
カーテンの施肥などを担当してくれました。

市民活動センターで、就労訓練としてセン
ター内の清掃をしてくれているのは、「地域

グローバル化が進んだ今、私たちの生活は世界とつな

活動支援センターあんど」のみなさん。ひた

がっています。毎朝飲むコーヒー、お気に入りのジャケ

クリーンシティ・アスパ知多は、発酵合成型有機肥料「ア
スパ」を使って、ごみの原料や環境に良い手作りの肥料
を推進しています。家庭で出る生ゴミにふりかけておく
と、ゴミが発酵して良い肥料になり、ゴミのリサイクル
をしながら、家庭菜園や園芸を楽しむことができます。
代表の近藤さん（写真向かって右）は、
「いい土で作られ
た花はきれいに咲くし、野菜もおいしい！」と言います。
アスパ作りの講座は定期的に行われ、今では年に 250 人
を越える方が参加されるそうです。

いに汗して窓をふく姿や、ろうかの雑巾がけ

ットなどが、実は貧困や児童労働、戦争など、世界のさ

をしている姿をみかけた方も多いのではな

まざまな問題と深く関わっているかもしれません。

近藤さんは、
「地域のためになると思うことでも、一人だ
となかなかできません。でも市民活動センターなら、仲
間と一緒に地域貢献ができます。」と話してくれました。

がいを持つ大人や子ども、またその家族など

いでしょうか。
「あんど」のみなさんが市民活動センター

的です。公正（フェア）な値段で商品を売買（トレード）

で活動をされているのは月に２回。それ以外

することで、開発途上国の生産者が搾取されるのを防ぎ

にも、市内や近郊市町の施設で活動をしてい

ます。

るそうです。
「あんど」は、身体・知的・精神などに障
を対象に、地域の実情に応じた創作活動や生
産活動の機会を提供したり、社会との交流を

グリーンな暮らしに興味がある方、家庭菜園をされてい
る方、おいしい野菜が食べたい方、ぜひご参加ください。

買い物で世界を変えるーこれがフェアトレードの目

促進し、障がいを持つ方々を地域で支援する

市民活動センターでは、フェアトレードを推進する
「ケツァールの会」の方々が、不定期でフェアトレード
の啓発をしています。また、アーダコーダでフェアトレ
ードコーヒーを楽しむこともできます。みなさんも、知
多市で国際協力を始めませんか？

ことを目的とする団体です。

アスパについてのお問合せは↓
近藤（0562-55-1722）

「あんど」に通う利用者の方々は、ふだん
拠点としている「居場所」から地域へ一歩ふ
素材の味が濃厚な
かぼちゃのケーキ♪

み出すべく、市民活動センターも活動拠点の
ひとつとしています。
「あんど」のみなさんにお話を聞くと、仕

メンバーと打合せをして、
分担などを決めます。

始めは慣れなかったけ
ど、今は掃除のコツをつ
かみました。

事をするにはたくさんのスキルが必要だと
いうことに気がつきます。「日にちや時間に
６月からアーダコーダに仲間入りした「菜チュレ」。お肉を使わずに、野
菜だけでヘルシーでボリュームのあるおいしいおかずがたくさん！新し
い「食」のあり方を提案する素敵なシェフさんです♪
動物性の食品は、とりすぎると体調を悪くしてしまいます。菜チュレ
は健康でおいしい食事を広めるため、肉を使わずに、ヘルシーでおいし
い「おからこんにゃく」という食材を使っています。また、季節
のものや土地のものを食べるように気をつけている
そうです。

これが噂の
おからこんにゃく♪

合わせて職場に行く」、「あいさつをする」、
「他の人と調整しながら仕事を分担する」な
ど、当たり前のように感じている一つ一つの
動作が、実は反復練習によって身についてい
ることが分かります。
今後も、共にセンターを活用する仲間とし
て、学びあい一緒に活動していきましょう♪
あいさつをしっかり
しているところに気
づいてほしいです。

菜チュレのメインシェフさんは、25 年間ベジタリア
ン。そのおかげで、心も体も調子が良いそうです。

「病気になってからではなく、なる前に健康の大切さに気づいてほし
い」と、シェフさんは言います。思い切って自分の想いを発信すれば、
きちんと反応が返ってくるのだと実感しているそうです。
今後は、野菜やヘルシー食材を使った料理の講習会にもチャレ
ンジしていくそうです。
今後の活躍が楽しみです♪
お肉もお魚も
なし！メインは
おからこんにゃ
くです♪

アーダコーダへのお問合せは↓
地域福祉サポートちた (0562)33-1631

知多市市民活動センターは、
● 市民の活動を応援するセンター
● 市民の活動で支えるセンター
猛暑の時でも、丁寧に
センターをキレイにして
くれています♪

● 市民が活動をしたくなるセンター
今号は、センター内で活躍する方々をご紹介♪

