
延期になっていた

イベントタイムスケジュール

ワークショップなどの市民出店、屋台、
移動販売車のフードコートあり！

芝生広場や大屋根広場のほか、館内でも楽しいイベント盛りだくさん

：0568-37-2933
：gruppo.event0610@gmail.com

g café Fujito のジェラート第 2 弾 !
芝生広場や遊具広場で運動したあとは
　　　　　　　冷たいデザートがおいしいね !

栗の甘露煮の粒が入って食感
も楽しめる、優しい甘さの栗
ミルクアイス。
アレルゲン : 乳

冬もジェラートやってるよ！

当日の他のイベントや開催有無等の
詳細はQRコードから。
または館内チラシでご確認ください。

・手指消毒のゲートを設置いたします。　　・緊急事態宣言が発令されましたらイベントを中止いたします。
・イベントの最新情報は下記グルッポイベント事務局のLINEのほか、高蔵寺まちづくり会社のホームページでお知らせします。

T e l
Ma i l

【予約・お問い合わせ】　グルッポイベント事務局

11月27日（土） 10：00～16:30 雨天決行

芝生広場

正面広場

第２回

甘露煮入り栗ミルク
380円 [税込み ] 

その他、牛乳・卵を使わない
100%植物性の「豆乳きなこ」
などもあります。

各 380円 [税込み ] 

　「とにかくサッカーが大好きです！」と満面の笑みで応える
松井イライジャさんと、森夲勢那さん。地元の強豪サッカーク
ラブチーム「FC・フェルボール愛知」に所属し、松井さんは
キャプテンで、ポジションはセンターバック。森夲さんは副
キャプテンを務め、ミッドフィルダーとしてチームを支えて
います。
　今夏、北海道で開催された全国大会「第36回日本クラブ
ユースサッカー選手権（U－15）大会」では所属する同チーム
がベスト8に輝きました。
　「ほぼ毎日サッカーです」と話す2人。森夲さんは「練習はき
ついこともありますが、監督が自分たちのために色々と考え
てくれたメニュー。頑張れます！」と信頼を寄せる指導者に感
謝の気持ちを表わし、実直に取り組みます。松井さんは「中学
1年生の後半まではレギュラーではなかった」と話しますが、

～グローバルに活躍する
　　　　　　サッカー選手を目指して！～

大好きなサッカーの練
習をひたむきに続け、
現在に至ります。
　目下の目標は冬季の
全国大会「高円宮杯で
ベスト4」。将来の夢を
松井さんは「ヨーロッパで活躍する選手になりたいです！」
と語り、森夲さんは「ワールドカップやオリンピックに出場
し、子どもたちに夢や希望を与えられる選手になりたいで
す！」と目を輝かせます。
　これからの2人の活躍にも期待したいです。

News

地域のひと
　　　高森台中学校３年

松井イライジャさん　森夲 勢那さん
　　　高森台中学校３年

松井イライジャさん　森夲 勢那さん

まちのトピックス 地域包括支援センター

ニュータウン古本まつり

赤い羽根共同募金運動の一環として開
催し、売上金は共同募金へ寄付します。

※当事業は、緊急事態宣言等の発令により中止する場
　合があります。中止する場合は、春日井市社会福祉協
　議会のホームページでお知らせします。

●詳しくはパンフレット及び市webページ「自転車用ヘルメット購入費補助事業」を確認して下さい。

自転車用ヘルメット購入費補助事業

　春日井市地域包括支援センター高森台・石尾台です。この度、グルッポふじとうニュース
に、隔月でコラムを掲載していくことになりましたので、よろしくお願いいたします。
　当センターですが、高森台・石尾台中学校区に住民票のある65歳以上の高齢者の総合相
談窓口になります。お気軽にお電話ください。
　愛知県条例・市の条例では10月1日から自転車に乗る時はヘルメットの着用が努力義務
化されました。万が一の事故に備えて、頭部を保護するためにヘルメットを着用しましょう。
　ところで、知っていましたか?春日井市では、ヘルメットの購入に要する費用の一部を補
助してもらえます!

7歳以上18歳以下の児童生徒等と65歳以上の高齢者の方

主な安全基準を満たした新品で春日井市内の販売店で購入したもの

令和3年4月1日（木）から令和4年2月28日（月）までに
購入したもの（申請期限は令和4年2月28日（月）まで）
ヘルメット購入費用の2分の1の額で上限2000円
（10円未満の端数切捨て）(申請は1人1回まで )

グルッポふじとうニュースの配布には、各地域の中日新聞専売店(石尾台専売店　とみた新聞店・中央台専売店　田村新聞店・藤山台専売店　西澤新聞店・岩成台専売店　加藤新聞店)の各所にご協力いただいています。

高蔵寺駅前、はじまってます！

今年の6月にスタートした駅前イベント「KOZOJI PLAT」

の第3弾。ワークショップや移動販売車など、こだわりの詰

まった魅力的な空間へ、一度遊びに来てみませんか？

日程：12月4日(土)10:00～15:00（予定）

場所：高蔵寺駅北口ふれあい公園（入場無料、荒天中止）
【詳細】高蔵寺ニュータウン公式サイト、Instagram「チームやんぐる」

開催日時
対象者

規　格

対象期間

補助金額
会　　場

内　　容

令和3年11月11日（木）～14日（日）
10：00～15：00　
※最終日は14：00まで

春日井市保健センター1F
（春日井市中央台1丁目1-7）

古本・福祉施設の自主製品
焼き芋の販売

【お問い合わせ】春日井市総務部市民安全課交通安全担当　　Tel：0568-85-6053

高森台・石尾台

もりもと せな

○「地域のひと」コーナーでは、小・中学生や高校生などもご紹介
していきます。身近にスポーツなどの特技を生かして頑張って
いる人、地域でボランティア活動している人など、自薦、他薦を
問わず情報を募っています！　E-mail：info@machiswing.jp

買いに来てね

Tel：0568-88-5829
開館時間：9：00～ 17：30
定　  休： 土・日・祝　（12/29～ 1/3は休み）

所 在 地 ：春日井市廻間町703-1
　　　　   特別養護老人ホーム春緑苑内

地域包括支援センター高森台・石尾台

高蔵寺
まちづくり（株）

3 F

食べて　観て
参加して

一日グルッポで
楽しもう!

D-high Dance Studio　よさこいチーム
ルーク　バルーンパフォーマー哲
まちのミュージシャン7組
など見所満載!

よさこいチームバルーンパフォーマー哲ルーク

10:00～12:00

10:00～12:00

12:00～16:30

14：30～16：00

ストリートピアノ

ぐるりんピック

音楽・ダンス・大道芸

ラグビー教室

g café
芝生広場

大屋根

芝生広場

ぐるりんピック を楽しもう！

グルッポパークフェスタ

参加者募集中
親
子
で
も

  

参
加
し
て
ね
!

種目紹介

長いしっぽ取りサイコロリレー

ぐるリンピック勝者には賞品がもらえるよ ! 負けても参加賞があるよ。

・事前予約優先　電話予約
・当日枠もあります。

ぐるりんピックは
　　　事前予約できます。

10:15～ 10:55～ 11:25～

(雨天時:ぐるりんピックは体育館で開催)

を開催します!

お待たせしました!

グランパスくんカーが来るよ！

楽しい発想はまちを変える
News

2021
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発行部数 21,000部
無料配布児童館 図書館 地域包括コミュニティカフェ こまちセンター
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◎土日祝働ける方優遇（時給UP!）◎14時～ 18時に働ける方 （・育児補助あり ・制服貸与 ）　
まずはお電話を！（Tel：0568-37-2933）

高蔵寺まちづくり株式会社
発行元

Tel:0568-37-4921
http://www.koz-nt.com/

社会福祉法人まちスウィング

編　集

住　所

Tel:0568-37-2933
E-mail:info@machiswing.jp

〒487-0035　愛知県春日井市藤山台 1-1 高蔵寺まなびと交流センター 3F

グルッポ
ふじとう
公式Blog

4

11月より、まちのエキスパネットは「社会福祉法人 

まちスウィング」に業務をすべて移行しました。

[ 営業時間 ] 9:00～18:00
[モーニング] 9:00～11:00

月曜日定休日
月曜日が休日の場合は、
その直後の休日でない日
が休館日となります

g

カフェスタッフ募集



News

児童館

こまち
センター図書館

1･2 F

1 F

3 F

◆クイズのこたえがわかったら、□の中に

　書いて、このグルッポふじとうニュースを、

　図書館2階総合カウンターまでもってきてね！

◆記念品交換期間11月2日（火）～11月30日（火）

※月曜日はお休みだよ★

　ママが疲れてしまったり煮詰まってしまったりしたそんな
時にグルッポでやったヨガの呼吸をしてみよう！とふと思い
出して気持ちを切り替えて頂けたら嬉しいなと思います。
　実際、難しいテクニックは必要なく、一度目を閉じ意識の
スイッチを外側向けオフ、自分向けだけをオンにしてゆっく
り呼吸をしてみるだけで頭の中、心の中が少し鎮まるのを感
じられるのではないかと思います。講座では、まず緊張をほ
ぐし、自分の疲れに気付いて手放すためにマッサージから始
めています。頭のてっぺんから、足先まで一通り自分の手入
れをすることでポカポカしてきて自然
に集中力が高まってきます。ママの気
持ちが良いと赤ちゃんもリラックスで
きます。赤ちゃんの笑顔で、講座がと
てもおだやかな時間となり、終了後は
私も幸せな気分を頂いています。

　NPO法人まちのエキスパネットは7
月に新しく社会福祉法人を立ち上げま
した。それに伴い、令和3年11月１日か
ら「こどもとまちのサポートセンター」の
運営は社会福祉法人まちスウィングが
引き継ぐことになりました。
　これまでの活動内容は変わりなく受け継ぎ、さらに事業内
容と組織を充実させて、「こども」と「まち」へのサポートの質
を高めていきます。ご期待ください。

参加対象：小学6年生までのみんな

～ママのためのリフレッシュ講座～

講師の先生から　井神 七子氏　No.2

図書館クイズに
　　　　挑戦しよう！

としょかん

さんかたいしょうさんかほうほう
しょうがく ねんせい

ちょうせん

NPO 法人

社会福祉法人
「まちのエキスパネット」から

　　　　　　　　「まちスウィング」へ

親子でヨガ

Event newsEvent news
11 月のグルッポ

本の交換会［ブッククロッシング］

手づくりバッグ［キルセント］

10:00～12:00　性教育分野の相談［もえさんに聞いてみよう！］無料

　「自分の子どもはまだ幼いと思っている中高生の保護者さんへ」

　限定4組　予約受付中 ! 電話 :0568-37-2933

10:00～12:00不登校分野の相談　[たんぽぽの風 ]　無料

　ご予約不要。お気軽にご相談ください。

大村邦雄　野鳥・蝶などを展示「勝手な気まま写真展」

渡辺園江「己書」　※無料体験あり（11日（木）～14日（日））

「第73回道風展文科大臣・県知事賞作品巡回展示」

14:00～ /15:00～　森健「錦秋有情」

Cha no Marche

まちの保健室

ギャラリー

デジタルギャラリーG

たまりばルーム　　　　　　　　　　　

えんがわルーム

ギャラリー

g café Fujito

コミュニティカフェ

☆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

やむなく予定が変更になることがあります。

詳細は各施設までお問合せください。
最新情報は LINE でご確認ください。
グルッポイベント事務局

6日

13日

20日

21日

28日

ボードゲームであそぼう会

児童館まつり

ギター教室

初めてのEnglish

クリスマスリース作り

日

日

土

土

土

11月の児童館イベント

Tel：0568-37-4926
開館時間：9:00 ～ 11:40/13:00 ～ 18:00　
(乳幼児15:00まで　小学生17:00まで　中学生18:00まで )
定　　休：月曜日
(月曜日が休日の場合は、その直後の休日でない日が休館日となります)

児童館

なか

としょかん

　　　　  図書館の人が、答えてくれる“しつもん”はなあに？

①しゅくだいの“こたえ”を、ずばりおしえてくれる

②来年の中日ドラゴンズは“優勝”する？

③星についてしらべるには、どの本をみればいい？

としょかん こたひと

らいねん

ほし ほん

ちゅうにち ゆうしょう

きねん

そうごう

げつようび やす

■こたえの四角の中に正解と思う番号を記入しよう！

　　　　図書館の本をやぶいちゃった。さて、どうする？

①セロハンテープでくっつける

②しらんかおをしてかえす

③そのままにして、図書館の人に
　「やぶいちゃった」という

としょかん

としょかん

ほん

しかく なか

ひと

せいかい おも ばんごう きにゅう

かい

か

ひん きかんこうかん

なまえ

感染防止対策のため、期間中に臨時休館となった場合は景品交換期間を“延期”とします。
再開日程等は図書館内掲示板でお知らせいたします。ご了承ください。

利用者番号

参加方法

次回実施日

Tel：0568-37-4924
開館時間：9:00 ～ 18:00 ( 学習室 ～ 20:00)
定　　休：月曜日　(月曜日が休日の場合は、その直後の休日でない日が休館日となります)

図書館

全問正解の子に、図書館スタッフ

手作りの記念品を、先着100名

様にプレゼント！(お1人様1回限り）

ぜんもんせいかい としょかん

てづく

こ

さま ひとりさま かいかぎ

めいきねんひん せんちゃく

Tel：0568-37-2933　　開館時間：9:00～ 18:00
こどもとまちのサポートセンター (社会福祉法人まちスウィング )　

こたえ

こたえ

12 月 5 日（日）10:00～12:00
　　　13:00～15:00グルッポふじとう体育館

クリスマスイベントのお知らせ

予 約 制
予約方法
受付開始

ブースは5つ！
①小学生向けクリスマス工作
　・クリスマスリース・ミニツリー
②木曽ひのきの箸づくり
　・クリスマスバージョンの箸袋も作ります
③見てみよう！「プログラミングってなあに？」
　・作ってみよう！「カプラで作品コンテスト」
④スマホの正しい使い方を紙芝居で知ろう　
　・ボードゲームで遊ぼう会を同時開催
⑤ハンドベル演奏・ピアノでイントロクイズ等

第

11問

第

22問

4日（木）・18日（木）

6日（土）

17日（水）

18日（木）

2日（火）～7日（日）

9日（火）～14日（日）

23日（火）～28日（日）

16日(火)・18日（木）

：午前60人・午後60人
：直接児童館受付、電話
：11月5日（金）～　先着順12月17日（金）親子でヨガ

【保育士・児童指導員・就労支援スタッフ】（常勤・パート同時募集）

●こんな人材を募集しています！一緒に働きませんか？●
◎資格を活かしたい！・・・保育士、作業療法士、言語聴覚士、社
　会福祉士、ヘルパーなどなど有資格者が多数活躍しています！
◎育児や介護があるけど働きたい！・・・時間単位で有給が取
　得できます！スタッフはみな家庭との両立をしながら働いて
　　います。
◎福利厚生が充実しているといいな・・・独自の福利厚生制度
　があります。（育児補助、資格取得補助など）
◎福祉に興味がある・・・経験がなくても研修制度があるので
　スキルアップできます！
※まずは下記までお尋ねください。

業務拡大につき福祉サービススタッフ募集！

ストリートピアノ 募集中
11月からスタート !

予約制

どなたでも
お気軽に！

Afternoonおとなのコンサート“Wednesday”
場　所：g café Fujito 
第 2水曜日 15:00～ 1人 15分程度　　　  　 
参加費：500円
ご予約は
gruppo.event0610@gmail.com  
または Tel：0568-37-2933
※演奏はピアノのみです 。

※9月30日申し込み確定分

（詳細はP1）27日（土）

カプラ

リース

Cha no Marche
ワークショップ再開！

ちゃのマルシェ

NEW 

第２回 グルッポパークフェスタ


	R3.11月グルッポふじとうニュース_中面.pdf
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