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ボランティア＆しみんかつどうを、どんどん広めよう！
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さくらサク
★代表 関 由佳理（せき ゆかり）さん
母親の目線から「安心して生活できる地域」を目
指し活動しています。

楽しい食事や遊びを通じた
“つながり”づくり
る姿も。食事の準備では、子どもたちに調理を分担

★「さくらサク」とはどんな団体？
食事やレクリエーションを通して、多世代交流の

してもらうこともあります。一緒に食卓を囲むこと

場「ちいきの食卓」を開催しています。さくら小学

により、普段の生活では関わることのない多世代と

校区を中心として、地域の子ども、高齢の方や障が

の交流を図っています。

いのある方も、みんなで楽しめる居場所づくりをし

★やりがいを感じる時はどんな時ですか？

ています。“さくらサク”という団体名は、活動を

食事中に学校や家庭の

応援してくれる娘が考えてくれました。

ことを話してくれたり、
苦手なものでも食べてみ

★団体の設立経緯を教えてください。
自分の子育てのなかで、多世代交流や地域の方々

ようとしてくれることが

と関わる機会が少ないと感じたことがありました。

嬉しいです。協力して片

また、ひとりで食事をする子どもや高齢の方がいる

付けをしたり、食べ物を大切にする意識が生まれて

ことにも寂しさを感じ、食事や遊びを通じて地域の

いることも活動をして良かったと思います。みんな

方が気軽に交流できる場所が必要だと思いました。

で一緒に食事をすることが楽しいと気付いてもらえ
たら、やりがいを感じます。

市内でも子ども食堂があることを知り、自分たち

この活動に共感してくれる協力者や相談者の存在

も何かできるのではないかと思い、４月に団体を立

がありがたく、一人ではなく地域のなかで共に生き

ち上げました。

ていくことが大切なのだとあらためて思います。協

地域のみなさんと顔が見える環境をつくることで、
不登校対策や防犯、防災時の際に支え合える関係づ

力者のなかには食材を提供してくれたり、野菜の生

くりにもつながれば、安心して生活できる地域にな

産者を紹介してくれる方などもいます。

るのではないかと思っています。

★その他・PR したいことはありますか。
「ちいきの食卓」で食事を作ったり、子どもたち

★日頃の活動を教えてください。
月に１～２回、さくら小

と遊んでくれる仲間を募集しています。食材等の支

学校の調理室などで活動し、

援も大歓迎です。また、市内で子ども食堂などに取

子どもから 80 歳を超える

り組む団体の方や行政の方とも連携・協力をしなが

方まで一緒になって遊んだ

ら、この活動を継続していきたいと思います。

り、食事をします。高齢の

≪問合せ≫ さくらサク

方が子どもたちにお手玉な

電話 090-6084-2207（関）

どの昔ながらの遊びを教え
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始める！つながる！知る！伝える！

まちづくり協働フェスタ＆あいちさんフェスタ in 半田 開催
市内で活躍する市民活動・ボランティア、知多
管内の専門高校、自治区、行政などが集まり、ま
ちづくりのために取り組んでいる活動の事例発表
やそれぞれの活動を幅広く PR します。

◆輝きのステージ（屋内・屋外ステージ企画）
ピアノ・オカリナ・詩吟・ウクレレ演奏、朗読、
手話劇、アクションショー、吹奏楽など
◆くらしの安全・安心ゾーン（情報・体験）
防災、環境、地域福祉、地域支援に関わる団体が、
くらしに役立つ情報を提供。
はしご車乗車体験、ニュースポーツ体験もあります！

○日 時 10 月 27 日（土）10 時～15 時
◆事例発表会 10 時～11 時
テーマ「まちづくりのための協働の取り組み」
◆各ブース 11 時～15 時
○会 場 アイプラザ半田
○駐車場 市職員駐車場、市役所駐車場
○参加費 無料

◆輝く活動新発見ゾーン（体験・飲食・物販）
雑貨づくり、野菜・花木、焼き菓子、すいとん、
たこ焼き、手作り品・日用品バザー
◆お楽しみゾーン（かえっこバザール）
遊ばなくなったおもちゃ、本、絵本のとりかえっこ

◆見て ！聞いて！ 知って！私 たちの活動 ゾー ン
「まちづくりのための協働の取り組み」をテーマに
市内で活躍する市民活動団体、専門高校、自治区、
学校などによる事例発表会。
＜市民活動ＰＲ＞ワークショップ、パネル展示など
＜いろいろ相談コーナー＞職業・行政相談など

◆輝く高校生企画ゾーン（高校生ブース）
パソコン・スマホ教室、ドローン操作体験、
３D プリンター実演、健康トレーニングコーナーなど

半田市市民協働課（市民交流センター）

◆からだ生き生きゾーン
（各種健康チェックなど）
太極拳・マッサージ体験、筋肉量チェック、血糖測定など

TEL 0569-32-3430 FAX 0569-32-3447
E-mail: s-kyodo@city.handa.lg.jp

みんなの交流サロン 10 月

ちたしん地域振興支援制度

笑って健康！笑いヨガ体験会参加者募集

第 30 回「夢サポート」募集開始

笑いヨガとは、ユーモア、ジョーク、コメディ
を使わず、理由なく笑うエクササイズ（体操）と
ヨガの呼吸法を組み合わせたものです。
※はんだ健康マイレージポイントの対象です。

地域振興や地域活性化につながる事業（活動）
を助成金で応援します！
○募 集期 間 10 月１日（月）～11 月 30 日（金）
○対 象 ・原則として、知多半島内（5 市 5 町）
および当金庫の営業店所在市町に活動
拠点がある中小企業、個人事業者およ
び各種団体による活動
・起業、新規（新分野）の参入、企業連
携等による新たなプロジェクト等、地域
おこし、まちづくりに寄与する地域課
題解決策をともなう新たな事業（活動）
○助成額 最高 200 万円（活動資金の 1/2 以内）
○問合せ 知多信用金庫 地域支援部
※詳細は募集要項で確認、または窓口へ
問合せ、もしくは知多信用金庫のホー
ムページへアクセス
http://www.chitashin.co.jp/

○日
○場
○内

時 10 月 19 日（金）13 時 30 分～15 時
所 市民交流センター（クラシティ 3 階）
容 笑いヨガの歴史を学びながら、笑いの
体操をします。リラクゼーションの後
には交流タイムもあります。
○対 象 笑いやヨガに興味のある方
○定 員 60 名
○講 師 佐藤 真由美さん(笑いヨガティーチャー)
○参加費 無料
○持ち物 汗拭きタオル、飲み物
動きやすい服装でお越しください。
○主 催 笑いヨガクラブ・笑っ知多
○問合せ はんだまちづくりひろば

はんだまちづくりひろば

知多信用金庫

TEL0569-32-3440 FAX0569-32-3447
E-mail: machihiro@city.handa.lg.jp

地域支援部

TEL0569-26-1008
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半田市観光ガイド協会

ＮＰＯ法人子どもたちの生きる力をのばすネットワーク

ふるさと散歩（乙川編） 参加者募集

不登校で悩む親のためのお助け講座 参加者募集

今回は、江戸時代の頃から昭和 40 年代まで続
いていた「乙川十二社めぐり」のルーツをたどり
ます。

不登校で悩む関係者の方が疑問や不安を整理・
解決し、少しでも元気になる手助けをします。今
回は、「ゲーム障害」から見えてくる、不登校や
引きこもりの関係、スマートフォンと学力の関係、
身体への影響などについての講演会です。

○日 程 10 月 13 日(土)9 時～11 時（小雨決行）
○集 合 時 間 8 時 45 分
○集 合 場 所 乙川公民館
※第 2 駐車場をご利用ください
○定 員 40 名（先着順）
○参加費 100 円
○申込み 10 月 10 日（水）まで
○問合せ 半田市観光協会
（電話 32-3264）（FAX 22-4321）
（メール info@handa-kankou.com）

○日 時
○場 所
○定 員
○講 師
○参加費
○問合せ

10 月 14 日（日）14 時～1６時
アイプラザ半田 2 階小ホール
120 名（先着順）
今井 昌彦氏（浜松学院大学短期大学部教授）
無料
ＮＰＯ法人子どもたちの生きる力をのばすネットワーク 赤松
（電話 080-1622-5717 FAX 29-2617）
※この事業は、平成 30 年度半田市市民活動助成金事業です。
亀崎郷土文化協議会「海と蔵の会」

一般社団法人 ＤｏＣａｎふれあいねっと

セカンドライフの幸せな生き方講座 受講生募集

山車の町亀崎２０１８ 秋まつり 開催

幸せなセカンドライフを送る準備をしませんか。
○日 時 10 月 18 日、11 月 15 日、12 月 20 日、
平成 31 年 1 月 17 日、2 月 21 日、3 月
14 日（全 6 回、木曜日開催）10 時～12 時
○場 所 市民交流センター（クラシティ 3 階）
○内 容 ペン習字、松ぼっくりのツリー作り、
表情筋トレーニング、
日本画の絵手紙、
健康ヨガ、エンディング・ノート
○定 員 20 名（先着順）
○参加費 3,000 円（全回分）
○問合せ （一社）DoCan ふれあいネット 茅野
（電話 090-7867-0866）
（メール kayano@do-can.org）
※この事業は、平成 30 年度半田市市民活動助成金事業です。

名古屋城本丸御殿造営に
携わった職人を招いた特別
座談会や囲碁まつり、歴史
講座、スタンプラリー、老
舗料亭「望州楼」でのお座
敷遊びなども楽しめます。
詳細は、市内公共施設に
あるチラシをご覧ください。

ＮＰＯ法人日本心身機能活性療法指導士会 しんしん半田サロン

NPO 法人 Paka Paka

ゲーゴルゲーム体験・練習会 参加者募集

発達障がいへの発達支援を学ぶ講座 受講生募集

認知症、うつ病、生活習慣病の予防と改善に効
果のあるゲーゴルゲームの体験・練習会を行いま
す。11 月 24 日（土）のゲーゴルゲーム大会に
向け、体験してみませんか。

「発達障がいとは？」という基礎的なことから、
障がい特性やどのようにして支援すればいいかを
ABA（応用行動分析学）という手法を交えてお
伝えする講義とワークの講座です。

○日

○日

○日

10 月 19 日（金）～28 日（日）
10 時～17 時
○場 所 立川美術館、亀崎町内各所、旧家旧跡
○問合せ 立川美術館（電話 29-5897）
※この事業は、平成 30 年度半田市市民活動助成金事業です。

時

10 月 25 日（木）
13 時 30 分～15 時 30 分
○場 所 雁宿ホール２階 教養娯楽室
○定 員 20 名
○参加費 無料
○申込み ＮＰＯ法人日本心身機能活性療法指導士会
しんしん半田サロン 間瀬
（電話 080-8240-6910 ＦＡＸ 23-3221）
※この事業は、平成 30 年度半田市市民活動助成金事業です。

時

時

○場 所
○定 員
○参加費
○申込み
○問合せ
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10 月 30 日（火）
10 時～12 時
市民交流センター（クラシティ 3 階）
20 名
1,000 円
名前・連絡先をメールでお送りください。
NPO 法人 Paka Paka
（電話 77-0492）
（メール office@paka-paka.net）

雨天の中「しん池クリーン＆かいどり作戦」実行！
団体名：乙北ため池クリーンの会
9 月 1 日（土）に「しん池クリーン＆かいどり作
戦」を行いました。雨が降る中、地域の方々約 150
人が協力しながら清掃しました。
今回は、3 年前に初めて清掃した“しん池”で 2
回目の実施。前回より原付バイクやタイヤなどの大き
なゴミの回収が少なく、池がきれいに保たれているこ
とに成果を感じました。
今後もきれいな状態が保ち続けられるよう、環境美
化意識が広がっていくことを願っています。

子どもたちの夢やアイデアあふれる発明作品
団体名：半田市少年少女発明クラブ
９月８日（土）、ツカサ創生館で子どもたちの発明
作品の発表会を行い、普段の生活の中からヒントを
得てアイデアを形にした 48 作品が披露されました。
子どもたちの創造性にはいつも感心させられ、実
現に向け指導する大人は四苦八苦ですが、思い通り
の作品が完成した時は感激もひとしおです。
発表された作品の中から 5 作品が優秀作品に選ば
れ、11 月に開催される「あいち少年少女創意くふう
展 2018」
（トヨタ産業技術記念館）に出品されます。
。

お手玉あそび大会で多世代交流
団体名：はんだまちづくりひろば
9 月 17 日（月・祝）に市民交流センターで「お
手玉あそび大会」を開催しました。誰もが遊べる“お
手玉で地域のつながりを”と、市民活動団体の声か
ら始まり、今年で３回目を迎えました。
幼児からシニア世代まで 112 名の参加がありまし
た。団体戦の優勝は able ＢＢＣの A チーム。個人
戦も団体戦も、大勢の方の声援を受けながら熱戦が
繰り広げられました。今後も“お手玉”をキーワー
ドに地域のつながりづくりを図っていきたいです。
まちひろ Facebook でつながろう！

https://www.facebook.com/handa.machizukuri.hiroba/

まちひろフェイスブックでは、市内で活動するボランティア・市民活動・
地域貢献活動をはじめ、
講座やイベントの情報などを毎日投稿しています。
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まちひろ Facebook QR コード

