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６月 １日

第３号

みなさんこんにちは！東海市立市民活動センターを
改めてご紹介いたします。ここは市民活動やボランティア活動
をされている団体や個人の方々を応援する施設です。みなさんの交流、情
報の収集・交換、スキルアップなどの支援を主に行っています。会議や集まりに使用でき
る「談話・交流スペース」、会報や資料などを印刷、製本までできる「作業スペース」、情
報を得られる「情報スぺース」などがあります。登録団体さん同士の交流会や楽しく役に
立つスキルアップ講座なども随時開催しております。
市民活動をされている方、これからしようと思っている方、ぜひお越しくださいね！
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詳しくはホームページへ！
http://www.medias.ne.jp/~shiminhttp://www.medias.ne.jp/~shimin-c/
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第２回市民活動センター
回市民活動センター利用者
センター利用者のつどい
利用者のつどい開催
のつどい開催します
開催します
今回はお隣の大府市の市民活動センター長の大野裕史さんによる講演です。市民活動に関する楽しく、
参考になるお話が聞けますよ。
日 時

平成２２年６月２９日（火）１３：３０～１５：３０

場 所

東海市立市民活動センター

講 師

大野 裕史さん（大府市民活動センター長）

内 容

講演・テーマ
テーマ「
テーマ「協働ってなんだろう
協働ってなんだろう」
ってなんだろう」
～市民活動を
市民活動を活発にするには、
にするには、どうすればいいの？～
どうすればいいの？～

※大府市民活動センター（コラビア）開館から 1 年。この間に起こった様々な問題や取り組みなど
大野さんの視点からお話いただき、新市民活動センターの活用や団体間の関わりかたについて、みな
さんで共有したいと思います。

申込先

東海市立市民活動センター

定 員

３０名

締切日

平成 2２年 6 月２４日（木）

大府市民活動センター
、ワンデイシェフ
大府市民活動センター「コラビア」
コラビア」
、ワンデイシェフ「
ワンデイシェフ「こらび庵
こらび庵」訪問♪
訪問♪
平成２２年 5 月 12 日(水)、昨年９月から始まったランチスペース
を訪ね、昼食をいただきました。
メニュー

ナポリタンスパゲティ、ビックリオニオンスープ、キャロットサラダ
パン、デザートで 650 円、コーヒー150 円

＊担当シェフキャンデーズさん、名前の由来は？
飴を食べていて、女 3 人と、いえば…（年齢がばれるかな？）
＊ワンデイシェフをやってみようと思ったきっかけは？
友人に誘われて食べに行き、楽しそうに作っている姿を見て、私達
もやってみたくなり参加しました。
＊メニューや材料についてのこだわりなどはありますか？
私達はボリューム重視で必ず試食会をして出す様にしています。始めた時は丼ぶ
り物でいこうとしていたのですが、季節(旬)の食材を使った色々な料理を提供しようということになり、
今月はどうしても 3 人共イタリアンが食べたいと一致しました。
今日の食材は刈谷のたまねぎを使用、平成 22 年 1 月から、月 1 日、営業しています。
《今日の
今日の感想》
感想》ボリューム満点！キャロットサラダは人参の風味が活かされとても甘く、ビックリオ
ニオンスープは大きな玉ねぎ丸ごと一個が使われまさしくビックリ！ナポリタンは平うち麺が使われ
ケチャップの味がよくからまり、大変美味しくいただきました。ごちそうさま！

ざりがにクラブ
ざりがにクラブさんの
学童保育つくってあそぼ！」
クラブさんのギャラリー
さんのギャラリー展
ギャラリー展「学童保育つくってあそぼ
つくってあそぼ！」体験講座
！」体験講座♪
体験講座♪
平成 22 年 4 月 3 日(土)・4 日(日)に開催しました。
＊かざぐるま→色画用紙を二重にして作成。丈夫になりよく回ります。
＊アクロバット馬→色紙を折り、ハサミで一部を切って作成。指をひっかけて
回すと、馬が１回転してまた立ちます。
＊ビュンビュンごま→ベニヤ板を台紙に使い、その上に光る紙を貼って作成。
うなりをあげて回転します。(子ども達に
一番好評でした！)
☆子どもたちの声
どもたちの声
保育園児：色がきれいなかざぐるまだよ。すごく回るところがいいな。
一年生 ：友達とアクロバット馬を作って競争したよ。楽しかったよ。
三年生 ：ビュンビュンごま、最初はうまく出来なかったけど、すぐに回るようになっておもしろかっ
たよ。音が出て回るのがいい。
四年生 ：ビュンビュンごまはうなりをあげて回るところがいい。
六年生 ：ビュンビュンごまに貼り付けてある紙が綺麗で気に
入っています。家でも作ってみたいです。
☆保護者の
保護者の声
＊今でも時間があれば出してきて遊んでいます。
＊作ったものを友達にも体験させたくて学校に持って行こうと
していました。
また、大勢の子どもさんに参加して頂くように新企画を計画しています。その折にはぜひご参加ください！

登録団体紹介！

東海市のしあわせ村を拠点に活動を
続けられているボランティア団体

[活動内容]
パソコン初心者を対象に「パソコンお悩み相談」などの
イベントを開催

平成１７年に誕生 会員数は２８名

単なる「パソコン教室」ではなく、パソコンを通して地域

毎月第二土曜日 13：30～16：30

コミュニケーションの輪を広げていくことが目標

代表 （右端）竹内さん
副代表（中央）加藤さん
講師 （左端）藤田さん
パソコンお
パソコンお助けサークルを
サークルを続けていて楽
けていて楽しいと
感じられる事
じられる事は何ですか？
皆さんと交流が出来ること、また、教えることによって
「自分自身のスキルアップにもつながっています」といつ
も笑顔の竹内代表は語ってくださいました

このサークル
サークルに
って良
かったことは？
この
サークル
に入って
良かったことは
？
☆フリーマーケットのチラシを作ることが
できるようになりました
☆家計簿をパソコンでつけるようになりま
した
☆年賀状を作る夢が叶いました
☆わからない所もサークルがあるので心の
支えになっています
☆パソコンを日常生活で身近に使いこなし
たいとの思いから参加、分からないことも
ここで、即問題解決！
☆旅行に行く時は検索に多いに役立ててい
ます
☆説明書やパソコン教室では分からないこ
とが気軽に相談ができるところ

取材を
取材を終えて
サークルの皆さんが受身ではなく積極的にパソコン
を学びたいという姿がとても印象的でした。また、パ
ソコンを教え合うだけではなく、お花見やイチゴ狩り
などの会員交流の企画もあり、皆さんが楽しそうで活
き活きとされていました。

センター利用
センター利用の
利用のコツ
★☆★☆利用者さんの声から☆★☆★
A さん

作業室が混み合っていて、印刷がすぐできず待たされた
※予約を事前にされますと、スムーズに使用することができます。
大量に印刷等されるときは、是非予約してください。予約は電話でもできます。

B さん

紙折り機は、よく紙が詰まり、印刷した用紙がくちゃくちゃになり困ります
※紙折り機は、紙が湿っていますと詰まりやすいです。印刷したものをすぐに紙折り機にかけると、
インクが乾いていないために詰まったりします。また、紙面がインクで汚れたりもします。
インクの黒い部分（塗りつぶした部分）が多いものは、その部分を避けて機械に差し込むように
されるとよいです。

C さん

会議が長引き、おなかもすいたので昼食が食べられるといいね
※ 湯沸し室では、昼食を持参し食べながら話をすることができます。また、飲み物の自販機もあ
りますので、ちょっと一息休憩することもできます。飲み物程度なら交流コーナーでもどうぞ.。

D さん

パソコンの操作がわからず尋ねたら、教えてくださり助かりました
※パソコンの操作については、スタッフが勉強会等で研鑽を積んでいます。全てのご要望にそうこ
とはまだできませんが、今後もスキルアップに務めていきます。

やってみようと思ったら突進、完成したと
現在子育て中です。

きの感動が好き。

皆様とお話して、い

新たな分野に意欲を燃やしています。市民
活動を一緒に始めましょう。 《浅沼吉郎》

ろいろなことを学び
たいと思っていま
す。勉強不足な面も

市民活動センターには新しい出会いや発見

ありますが、宜しく

がいっぱいです。いつでもお声をかけてく

お願いいたします。

ださいね。皆さんの活力が元気の源です。

《森岡由美》

《山下明美》

編集後記

春春春春には小小小小さかった若葉がががが日増しに深深深深いいいい

緑色にににに変変変変わってきました。。。。一年でででで一番

陽気のよいこの時季はははは、、、、戸外ででででたくさ

んんんん過過過過ごしたいですね。。。。

センターだより第三号では、、、、取材活動

をををを行行行行いいいい市内外のののの紹介をしましたが、、、、いいいい

かがでしたか。。。。これからも楽楽楽楽しく読読読読みみみみ

やすい情報をををを発信していきます。。。。

センターだよりに関関関関してご意見・・・・ごごごご要要要要

望望望望がありましたらどしどしお寄寄寄寄せくだ

さい。。。。

■発行 東海市立市民活動センター
東海市立市民活動センター
■住所 〒４７７－
４７７－００３４
東海市養父町北反田４１
東海市養父町北反田４１番地
４１番地
（あいち知多農業協同組合横須賀支店
あいち知多農業協同組合横須賀支店３
知多農業協同組合横須賀支店３階）
■電話/FAX
電話/FAX ０５６２－
０５６２－３２－
３２－３４００
■開館時間 午前９
午前９時～午後９
午後９時
■休館日 12 月 29 日～翌年 1 月 3 日
■E-mail shiminshimin-c@ma.medias.ne.jp
■ホームページ
http://www.medias.ne.jp/~shiminhttp://www.medias.ne.jp/~shimin-c/

