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仲間が集う～交流の場〝市民活動相談から素敵な出会い″
日時：平成２５年２月２１日（木）１３：３０～１５：３０
場所：東海市立市民活動センター
市民活動センターの登録団体の交流会を開催いたします。
現在、登録団体数は１５７団体まで増えていますが、お互いなかなか顔
を合わす機会がないため、どんな団体さんがいるのか、ご存じない方が
多いと思います。せっかく素晴らしい活動をされている団体さんがたく
さんみえるのですから、自分の団体の活動内容をアピールして情報・意
見交換をしたり、また他団体とつながることによって今後さらに飛躍す
るような素敵な出会いとなるきっかけになれば幸いです。
多数のご参加をお待ちしています。
交流会において、３組６団体のコラボ（協働）による取組み事例を
発表します。今回はその中から４団体の紹介です。
この他に ＮＰＯ法人学童保育ざりがにクラブ と 星城大学シ

グマソサエティ のコラボ事例発表会もあります。
団体と団体がコラボ（協働）することによって、どのような事業が
誕生したのかは…当日のお楽しみです！
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“まちづくり”の一役を担ってまいります。
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しています。

す。平成２２年度より、東海市文化協会に
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も仲間入りさせていただきました。今後も
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平成２４年１０月３０日（火）１３：００～
講師に『パソコンお助けサークル』の竹内慎治先生をお迎えし、一
人一台のパソコンを前に講習が始まりました。受付時に撮った顔写
真をパソコンに取り込んで、先生の説明の通りにクリックしていく
と・・・。なんということでしょう！！市販の名刺にも決して劣ら
ない私だけの名刺が出来上がりました。顔写真には多少の修正を加
えましたが（これは詐欺にあたるのでしょうか？）まずまずの出来
栄えに自己満足。業者に依頼しなくても、このように簡単に作れる
のなら、少しでも相手の印象に残るような名刺を作ってみるのも楽
しいかと思います。これからも実践的な企画を考えてまいりますの
で、是非、皆さまの参加をお待ちしております。
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平成２４年１２月１３日（木）１０：００～
講師に『きらゆめ

パーソナルコーチ』の戸田愛先生をお迎えし、

楽しく楽に心の通い合いをつくるコツを学ぶ、体験型接遇マナー講
座を開催いたしました。
「また会いたいなぁ」
「次につながるといい
なぁ」と思ってもらえるには、まず自分が「あっ！これいいな♪」
と思うこと。そうすれば自ずと見えてきます。また、それを実際に
体で感じて覚えられるようにワークショップをしながら楽しく学
びました。普段何気なく交わすあいさつも、
「あ」相手の目を見て、
「い」イキイキと、「さ」先に、「つ」続けて、を心がけると、言う
側も言われる側も気分のいい気持ちのいいあいさつになります。
早速実践して、「また会いたい人☆」になれるといいですね。

今年もやります！

市民交流プラザまつり

平成２５年 3 月 23 日（土）
『市民交流プラザまつり』を開催し
ます。１１月に、登録団体の皆様に協力していただき、世話人

旧センターまつりです！

会を発足しました。
講演会、舞台発表、展示、体験コーナーなど行う予定です。市

子育て総合支 援セン

民の方々に活動を知っていただく機会となり、活動紹介を通じ

ターでもイベ ントが

て他団体・市民との交流の場となるよう準備を進めています。

予定されています

皆さん、楽しみにしていてくださいね。
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武下久美子

たくさんの美しい冬の花が咲いていますよ
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『新年を彩る干支色紙絵展』

～子どもカメラマンの作品展～』

小学生のパンチアート絵展示会』

ＮＰＯ法人学童保育ざりがにクラブ

切手アート東海

東海押絵羽子板会
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『紙が奏でる立体の世界
シャドーボックス展』
ＭＡＤＥ

ＩＮ

わたし

１１月２0 日（火）

シャドーボックスは、同じ絵を複数枚重ねる
ことで立体的に表現するクラフトアートです。

細かい作業で思った
より難しいですが、
楽しいですよ。

ギャラリー展示と合わせて体験教室を開催しました！
！

去る平成２４年１２月１９日、小牧市市民活動セン
ターへ視察に行ってきました♪
東海市と同じく、市民と行政が「協働」で事業を展
開し、
“まち”をどんどん良くしていこうと、がんば
っていました。その特徴として、市民活動団体・行
政からだけではなく、広く一般の市民の方からも、
“どのような協働事業をしたら小牧市の抱える問題
を解決できるか”の提案を受け付けていました！

▲小牧市市民活動センターのある小牧

そうなると、市民の方々も「協働」の考え方をしっ

市市民会館・公民館

かりと理解する必要があります。またこれからの日
本や地域の現状を踏まえると、
「協働」せざるを得ま
せん。

そこで、センターの業務を受託しているＮ
ＰＯ法人こまき市民活動ネットワークと行
政が協力して『おしえて！協働マン』とい
うとても分かりやすい紙芝居を作成し、各
地域で広報活動されていました。
また、これにとどまらず、ＮＰＯのネット
ワークを活かして、地域企業の協力・協賛
を幅広く受けていたことも、これからの東
海市にとって大いに参考になるのではない

『おしえて！協働マン』の紙芝居

か、と感じました。

おしらせ

市民交流プラザまつり 3 月 23 日（土）

編集後記

当日は１７時まで印刷室は使用できませ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ん。１７時以降は通常開館となります。

センター周辺は、どんどん整備され、新

２２日（金）は準備のため、印刷室の利

しい知多半島の玄関口として賑やかにな

用時にはご不便をおかけします。

ってきました。駅前イベント広場は「ど
んでん広場」となり、今後いろいろなお

■発行

東海市立市民活動センター

祭りやイベントなどで盛り上がります。

■住所

〒４７７－００３１

また今年もまだまだ整備は進み、駅西側

東海市大田町後田２０番地の１

も変わっていきますよ。

（ソラト太田川 3F

全てが完成するのはまだまだ先ですが街
が少しずつ変わっていく様子を見るのは
面白いです。どんどん変わる太田川駅前
を是非ご自分の目で見て楽しんでくださ
い。そして、その際には、お気軽に活動

東海市民交流プラザ内）

■電話

０５６２－３２－３４００

■ＦＡＸ

０５６２－３２－８１８０

■開館時間

午前９時～午後９時

■休館日

毎月第４月曜日
12 月 29 日～翌年 1 月 3 日

センターにお立ち寄りくださいね。
スタッフ一同お待ちしております。

■E-mail

shimin-c@fuga.ocn.ne.jp

本年もどうぞよろしくお願い致します。

■ホームページ

http://www5.ocn.ne.jp/~s-catudo/

