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平成 2８・２９年度新規登録団体の紹介 
平成28･29年度もたくさんの市民活動団体が登録し、地域で活発に活動しています。団体の詳しい情報は、 

「とよあけ市民活動情報サイト（http://toyoakejoho.net/）」をご覧ください。    （平成 29年 1１月末日） 

団体名 活動内容 

コロボックル 絵本を通して楽しい時間を共有する。 

仙人塚住宅会 地区の発展を計りかつ会員家族相互の親睦を計る。 

とよあけ歌声ボランティア実行委員会 老人保健施設等の慰問による歌唱指導、対話活動。 

マハロ フラダンスを通じて老人福祉施設等で生きがい・健康の増進に寄与する。 

NPOおたがいさまの家いっぷく いっぷくに集まる人の相互の親睦を深める活動。高齢者のお茶会、健康づくりの講座等。

豊明を明るくする会 ①郷土美化活動 ②アフリカへ毛布をおくる運動 ③家庭教育・子育て相談 

NPO法人 えんとかく 障がい児の支援・療育、不登校児の支援。 

健康マージャン「集い」 健康マージャンを開催し、初心者には指導、経験者には場所の提供をしている。 

豊明市子ども会連絡協議会 各単位子ども会の支援事業とジュニアリーダー・年少リーダーの育成。 

豊明ボランティアひまわりの会 老人施設のボランティア訪問。 

坂部ふれあいサロン 65才以上の方を対象に交流やレクリエーションを行い、引篭りを防ぎ健康増進を図る。

子育て応援団 in Toyoake 毎月第３月曜日に集いの場を持ち、子育て相談にのったり、情報交換をしたりする。 

2018年 1月発行 編集：豊明市市民協働課 
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まちの元気、人と人の魅力をつなげる情報発信誌 

とよあけ市民活動情報誌Collabo Vol.11
「collabo」とは「collaboration（協働）」の略称です
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最初の団体は、平成28年1月から乳幼児を持つ親子の交流・子育て相談を目的に活動する子育て応援団 in Toyoake の副代表の叶谷克枝さん

とスタッフのみなさんにインタビューをしました。 

出産や子育てについて詳しいお話を聞くことのできる活動でした。一人一人が聞きたい 

ことを聞くことができる空間だと思います。ここから豊明の子育ての場をどんどん広げ 

ていって欲しいです。（市民協働課 真野）

「毎月第3月曜日の午前中に総合福祉会館2階の集会室で活動しています。毎月

テーマを決めて、参加者とお話をしたり、体を動かしたりしています。テーマ

は参加者やスタッフの意見を聞きながら決めています。お昼以降は子どもたち

を遊ばせながら、ママたちもお茶を飲んだり、自由にお話をしたりしています。」

「スタッフは現在 5 人です。参加者は 2～22 人とその月のテーマによって違い

ますね。参加者が多いときは特に、子どもに危険がないように注意しながらや

っています。」 

「代表と副代表が知り合いになって子育ての話をしていたことがきっかけになります。豊明は子育ての場所が少ない、子育て中のマ

マたちが集まる場が欲しいと話していて、同時期に会場を無料で借りられる話もあり、2年前から活動を立ち上げました。」 

「外に遊びに行くと応援団でお会いしましたね、と声を掛けられて、話すきっかけに

なります。」 

「外に出る機会が多くなりました。外に出るようになって、顔見知りのお母さんが増

えましたね。友達が増えると子育てが楽しくなります！」 

「テーマが手形足形のときにたくさんの参加者が来られて意外でした。参加者がいつもの3倍は来てびっくりしましたね。」 

「幼稚園の話も多くてびっくり。現役ママたちの話を聞くようになってママたちのニーズがわかりやすくなりました。」 

「月 1回の活動から回数を増やして、「いつでも遊びに行けるところ」を目標にして 

います。現在、無料で使える場所で子どもが安全に活動でき、駐車場があるところ 

を探しています。」 

「子育て応援団には先輩ママたちがいるので、出産や子育てに関する細かいことを聞くことができます。 

他では聞きにくいことも、こじんまりとしているので話が聞きやすいです。子育て中のママ、妊婦さん、 

子育てがひと段落していてしゃべりたいママ、パパももちろん来て欲しい！」 

副代表の叶谷克枝（中）さんとスタッフのみなさん

☆お問い合わせ☆ 

副代表：叶谷 克枝 

TEL：090-5057-3250 

Mail：katue523hayato_25@yahoo.co.jp
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2 つ目の団体は、子どもたちを中心に水と緑、自然の大切さについて地域の人たちと一緒に体験を通して学び、伝えていく活動をしている豊明

エコキッズの代表の池野昭子さんと会員のみなさんにインタビューしてきました。 

子どもたちが伸び伸びと自然にふれ合う姿が印象的でした。環境保全について親子で一緒に 

学べることはとても良いと思いました。これからも多くの人に川や自然の大切さを伝えて欲し 

いと思います。（市民協働課 真野） 

「皆瀬川の水質パトロールが一番のメインです。あとは大狭間湿地の観察会、二

村山の観測会、エコクッキング、芋ほりなど。子どもたちがどうしたら自然を

大事に、どうしたら川がきれいになるかなという声かけから広がっています。」

「４月に決めた年間計画に沿って月に１、2 回活動しています。活動は主に土曜

日が多いですけど、日曜日もあります。」 

「例年行っていることに加えて、子どもたちの「こういう活動をしてみたらどうかな？」とい

う声を聴きながら、自分たちが取り組めそうな活動を次年度の計画に取り入れています。」 

「1、2年に1回、使い古したサラダ油や天ぷら油で廃油石鹸を作っていて、普段はエコクッ

キングでお皿を洗うときなどに使っています。そこで、子どもから「石鹸を配ったら周りの

人も環境を気にしてくれるかな？」という声があったので、今年度に初めて廃油石鹸を前後

駅前で配りました。子どもたちも緊張しながら、通りかかる人に渡していましたね。」 

「昨年度は最優秀賞、その前にも優秀賞を何回かいただいています。子どもたちが手作りでレ

ポートをまとめていて、そこが評価されていると思います。子どもたちも水質パトロールに

参加すると、「川を大切にしなくちゃ」、「今年は水が汚かったな」と気づきながら、レポー

トにまとめています。子どもたち自身で「どうしたら少しでも川がきれいになるか」、「どう

したら周りの人が環境に対して意識を持ってくれるか」を考えています。」 

「以前より洗剤の使い過ぎや水の出し過ぎに対して意識をするようになっています。子どもから親に注

意することもあります。親も注意されてドキッとするので、親子で学んでいることが多々あります。」

「クリーン活動です。ごみを見つけて拾うのが楽しい！」 

「エコクッキングです。畑で取れたサツマイモとかを調理して楽しいです！」 

「豊明エコキッズでは、いっしょに活動してくれる人を随時募集しています。身近な自然を体験したい方は、子どもから大人まで

どなたでも歓迎です。活動の見学、体験も随時行っているので、興味のある方はぜひ参加してみてください。」 

代表の池野昭子さん（中）と会員のみなさん

☆お問い合わせ☆ 

代表：池野 昭子 

TEL：090-3953-6854 

(日中はつながりにくい場合があります。) 
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3 つ目の団体は、囲碁の普及および発展に寄与・会員の親睦と棋力の向上を目的に活動している豊明囲碁クラブの会長の佐原好冶さんにインタ

ビューをしてきました。 

ボランティアをたくさん行われており、多くの人に囲碁を広めていこうとする活動でした。子どもに 

教える工夫も考えられており、プロから学べることも魅力的でした。子どもから大人まで多くの人に囲碁 

が広まって欲しいです。（市民協働課 真野） 

「毎月第2、4日曜日の午後に勤労会館で初心者と中級者に分けて1時間ほど講義をします。 

講義の後は自由対局をします。」 

「45人です。60歳以上の人が多いですね。」 

「中級者以上の人がボランティアでよく教えに行っています。まず、第1、3土曜日に勅使会館

で子ども囲碁教室を10年以上やっています。それから、中央小学校で月1回、囲碁クラブに

行っています。あと、デイサービスセンターからの依頼で月4回行きます。最近は月曜日に学

童保育にも行っていますね。」 

「10 月から 12 月までの 5日間、親子囲碁教室を開催しています。助成金につ

いては将棋の団体の人から教えてもらって、市役所で受付をしてもらいました。

今年で4年目になります。」 

「日曜日の午後 1 時から 5 時まで行います。プロの先生に 2 時間講義をしても

らい、それ以降は自由対局をします。初心者用の本を子どもに無料で配布して、

石取りゲームから始めます。5 日間の教室で囲碁を少しでも打てるようにする

こと、伝統文化を広めることが目的です。」 

「まずチラシを作って、各小学校の生徒に配布してもらいます。今年も全部で 

4000枚近く刷ったかな。毎年平均20名くらいの子どもが参加します。」 

「子どもがなるべく勝つようにしています。多少のアドバイスはしますけど、子ども

は勝つと喜びますね。あと、ボランティアのときにパソコンを使って問題を出して

いる人がいます。正解だとピンポン！不正解だとブー！となるのを喜んでやってい

ますね。子どもはそういうことが好きで一生懸命やるからいいと思います。」 

「小学校の先生にも囲碁を覚えてもらえるような活動をしたいです。先生が囲碁を知っていると、子どもにも囲碁が広まりやすい

です。目的は日本の伝統文化である囲碁の裾野を広げることです！」 

会長の佐原好治さん 

☆お問い合わせ☆ 

会長：佐原 好治 

TEL：0562-92-4838 
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最後の団体は、平成 29年 3 月に行われた20周年感謝の会で活動に一区切りをつけつつ、現在も活動が続いているささえあいの会「ふたむら」

の代表の磯井和子さんと会員のみなさんにインタビューをしてきました。 

現在、各地にある地域サロンのさきがけになる活動でした。お客さんへの心遣いがとても感じられて、会話と笑顔にあふれる場所でした。この

素敵な空間が長く続いて欲しいと思います。（市民協働課 真野） 

「毎週水曜日の10時から12時まで、豊明団地診療所の奥にある住居でおしゃべり

サロンを開いています。そこに来る地域の人たちのお話し相手をしています。」 

「豊明団地や診療所の近隣に住む方が多く来ています。その他にも、口コミで来る人

もいれば、診療所からの紹介でお話しに来る人もいます。お客さんは誰でも歓迎で

す！」 

「会員は 15、16 人です。活動のある日に 3 人が当番を担当します。当番は会員で作ったおそろいの刺しゅう入りエプロンを身

につけて活動し、お客さんの話し相手をしたり、会の準備や片づけをしたりします。」 

「できるだけ多くの人とお話するために、当番は席を固定しないでお客さんと話すようにしています。また、部屋では近くの人同

士で自由に会話をしているので、会話から孤立する人が出ないように気をつけています。初めてくる方には特に、マンツーマン

で話すことを意識しています。」 

「活動を始めた頃は2人1組で訪問活動をしていました。依頼

があれば豊明市内のどこにでも訪問して、高齢者の方のお話

し相手になったり、ご飯を作ったりしていました。身近なと

ころで地域の助け合いをして、少しでも地域を豊かな生活に

していきたい気持ちから始まった活動です。10年くらい前か

らは、会員の年齢も上がったこともあり、訪問するのではな

く、お客さんに来てもらう現在のおしゃべりサロンが始まり

ました。」 

「今年から毎月10日付近に、会員だけの集まりである10日会を開催しています。年に2回、研修と親睦を兼ねてバスツアーに

行ったり、その計画を立てたりと会員同士で楽しむ場になっています。」 

「しゃべることと笑うことが大事です。診療所の空間はおしゃべりと笑顔でいっぱいです！」 

「この活動を長く続けていきたいです。」 

代表の礒井和子さん（中）と当番の会員さん 
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平成３０年度の助成金募集はじまります！
「地域をより良いものにしていこう」という皆さんの活動を助成金により応援しています。 

採用された事業は、市が実施に必要な費用をお支払いします。ご応募をお待ちしています！   

区長連合会、地域のために活動中！ 

助成金名称 市民提案型まちづくり事業交付金（一般コース、ビギナーコース、ヤングコース） 

対象団体・限度額 ☆一般コース ・市内で活動する非営利で公益を目的とした市民活動団体などで 

5人以上の団体 

・15万円を限度に交付 

☆ビギナーコース ・市内で活動する非営利で公益を目的とした市民活動団体などで 

結成3年以内の5人以上の団体 

・5万円を限度に交付 

☆ヤングコース ・市内で活動する学生団体などで5人以上の団体 

・5万円を限度に交付 

対象期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日、期間内に事業完了すること。 

募集事業 自主的及び主体的に企画し、市民の福祉向上又は地域のまちづくりに貢献する事業など。 

申込書類配布場所 市民協働課窓口、又は、市ホームージで申込書を配布しています。 

スケジュール 応募受付：2月1日（木）～2月23日（金）17時15分必着    

審 査 会：3月17日（土） ●一般コース・・・公開プレゼンテーション審査 

●ビギナーコース、ヤングコース・・・書類審査 

☆個別相談を実施☆ 

提出書類や事業内容に関して個別相談を随時受け付けています。希望する方は、事前にお申し込みください。 

■ 期    間

■ 場 所 ・ 時 間

■申  込  方  法

2月23日（金）まで（8：30～17：15（土日祝日除く）） 

市民協働課窓口・1回1時間以内 

相談日の2日前までに、電話またはFAXで市民協働課までお申し込みください。 

平成29年度採択団体の

事業内容はP7へ!!

区長連合会は、今年発足７年目を迎え、隔月で役員会（研修）を開催し、地

域の課題解決に向けて話し合いを進めています。各地区会も頻繁に開催され、

横断的なつながりも強くなっています。 

 また、今年は９月に学習研修、１１月に視察研修を実施しました。学習研修

では、松本すみ子氏を講師に迎え、「楽しみながら地域に活かそう、私の力」を

テーマに、シニアの活躍や地域活動の問題点などを学びました。質疑応答も盛

んに行われ、地域活動について改めて考える機会となりました。視察研修では、

「名古屋市港防災センター」を訪問し、様々な体験や展示を通じ災害の実態を

知り、対処する方法を学びました。この研修で得たことが、今後の各区の自主

防災組織やボランティアの活動にも生かされるでしょう。 

 各区長はじめ区や町内会役員の皆様は、「地域のためには何をどうするべき

か」を常に考えて、よりよい地域にするために、日夜活動しています。 

9 月 学習研修 

11 月 視察研修（名古屋市港防災センター） 
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平成 2９年度市民提案型まちづくり事業 

◇一般コース

◇ビギナーコース（結成３年以内の団体を対象） 

◇ヤングコース（学生主体の団体を対象） 

平成２９年度コミュニティ提案型まちづくり事業 

この事業はエナジーＫ株式会社の「太陽光発電屋根貸し事業」の収益を財源としています。 

団体名 事業名 活動内容 

健康マージャン「集い」 健康マージャン「集い」 
閉じこもり予防や認知症予防を目的に、初心者も理解しやすい

独自の「健康マージャン」を開催。 

ＮＰＯ法人 夢ひろば みんなで遊びの輪を広げよう 

様々な年代や障がいを持った方、地域の方とコミュニケーショ

ンを取ることができるコマ・けん玉・卓球大会を開催。大会の

ための練習も実施。 

団体名 事業名 活動内容 

ムジカの会 懐かしい癒しの音楽 
市内の老人施設を訪問し、手足や楽器を使ったリズムゲームを

しながら、一緒に歌うことで交流を深めていく。 

子育て応援団 in Toyoake 親子の集いの場 

毎月異なるテーマを設定し、子育て中の親子が集える場をセッ

ティング。それぞれが抱える悩みを共有することにより、仲間

づくりを図っていく。 

パソコン筆記グループ 

「筆記∞（エイト）隊」 

パソコン筆記活動の為のパソコ

ン教室 

スクリーン上にパソコンで入力した文字を映し出すパソコン

筆記により、耳の不自由な人の支援活動を実施。一緒に活動を

してくれる人を掘り起こすための講座を開催。 

便利屋となりのおばさん家 有償ボランティア生活支援事業 
日常生活に支障をきたしている高齢者や障がい者の生活支援

を実施。より専門的な知識を得るための勉強会を開催。 

落合街づくり懇話会 
栄小学校、栄保育園 除草、樹木

整備活動 

小学校、保育園及びその周辺の環境整備（樹木剪定及び草刈り

等）を落合区と連携して実施。 

団体名 事業名 活動内容 

愛知県立豊明高等学校 

ボランティアチーム 

豊高ボランティアチームによる

社会福祉活動 

老人保健施設を訪問し、吹奏楽部による懐メロ等の演奏、イラ

ストレーション部によるメッセージカードのプレゼント等を

実施。 

ボランタリオ・フジタ 学生と市民の交流広場 
藤田保健衛生大学の学生と地域で合同炊き出し訓練等の交流

事業を実施。 

団体名 事業名 活動内容 

勅使台区 

地域交通改善実行委員会 
地域交通課題に対する改善活動 

地域が抱える公共交通に対する課題を地域が主体となって行

政、事務所と連携して改善実験を試みる。 
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市民活動団体向け講座 
本市では、区・町内会、各種ボランティア団体等を対象に地域社会活動をより円滑に行う支援をするため、年に数回、講座を開

きます。講座の内容はその時々の情勢に応じて企画しています。 

第 15回NPOフェスタ in 豊明 
■日 程  平成 30年2月18日（日）9:30～13:00 

■場 所  豊明市文化会館ギャラリー 

■内 容  手作りグルメ、体験コーナー、 

子どもの遊びコーナーなど 

■主 催  とよあけ市民活動ＮＰＯ連絡協議会 

■問合せ  ＮＰＯフェスタ実行委員会 事務局青山 

■ＦＡＸ  0562-93-5550 

平成２９年度開催の講座 

市民交流センター設立のための 

第 1回ワークショップ（平成30年 3月開催）

情報発信スキルアップ講座 

～ココロ惹かれる言葉の届け方～（平成30年2月開催）

パソコン活用講座（5.6 月開催） NPO現場見学バスツアー（11月開催）

あいL＠ndの方を講師に、Word 講座とExcel 講座を開催。 

オリジナルチラシや現金出納簿の作成などを行いました。 

地域で活躍する4つのNPO団体を巡るバスツアーを開催。 

団体の方から直接、活動のノウハウを聴くことができました。

第 1 回は「キャッチコピー

の作り方」、第2回は「チラ

シのデザイン・レイアウト」

の連続講座を開催。 

活動やイベント情報を、魅力

ある言葉やデザインで効果

的に伝える方法を学ぶこと

ができます。 

市民活動室にて、地域活動

の拠点となるような、市民

交流センターをオープンす

るためのワークショップを

開催。誰でも参加できて、

未来の交流拠点を考える楽

しいワークショップを企画

しています。 

開催予定日 

第 1回：3月10日（土）

第2回：5月12日（土）

第3回：7月  7日（土）

コピーライター

神谷共子先生

グラフィックデザイナー

大河内俊宏先生

講 師

第 1回 第 2回


