News

地域のひと
あたらし ふう か

高森台中 学校 3 年 新 風香さん

〜書くことが楽しい！〜

作文が得意な風香さんは、
昨年の夏休みに
「全国中学生
人権作文コンテスト愛知大会」
に応募し、
みごと優秀賞を
受賞しました。
作文の内容は、
双子みたいに仲良しで障が
いがある一つ上のお姉ちゃんのこと。
「お姉ちゃんのこと
は私が守る」
と決めたのに勇気を出せなくて守れず悔し
かったことや、
「障がい者に対して特別な扱いをせず皆と
同じように普通に接してほしい」
と気づいたことなど、
自
分の思いを作文にできたと言います。
「空想するのが好きです」という風香さんは物語を書
くことも好きです。小学4年生の時から仲良しのお友達
グループと紙芝居を作っています。風香さんが物語を
つくり、お友達が絵を描いていきます。今でも連載中だ
というその物語は「カエルが主人公のミステリー！」。
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まちのトピックス

地域包括
センター

News

風香さんには大学院生のお兄さんが
いて、毎年、留学生を家にホームステイ
として連れてきます。
「色々な国の人と話
しをしたりご飯を食べたりするのは楽しいで
す。将来は言語を使う仕事に就きたいので、中国語や
韓国語を勉強したいです。外国の人にインタビューし
て記事を書くのも楽しそう！」と風香さん。でもご飯
の食べ方など文化の違いには驚くこともあるようで
す。どんな文化の違いも差別せず受け入れられるお兄
ちゃんは風香さんのあこがれだとか。
「お兄ちゃんの
ように外国の人と自然に接せられるようになりた
い」。今年の夏はそんなことを作文にしてみたいと言
う風香さんです。

藤山台・岩成台

地内の各所に鮮やかに咲く季
節の花々。地域の人たちの憩いの
場「石尾台4丁目の緑地」。大きな
通りから少し奥まった少々分か
りづらい場所ですが、散歩がてら
に 立 ち 寄 り 花 を 愛 で 、リ フ レ ッ
シュしている人も多いのではな
いでしょうか。地元の人たちが大
切に守り、管理している〝癒やし
スポット″です。

【地域で活動されている方のご紹介 パートⅣ】

大藏さんは、
会員数100名を超える老人会、
岩成台西華の樹会の
会長を83歳になられた現在も務められ今年で11年目となります。
活動は例会やイベントの他にクラブ活動も盛んで麻雀・囲碁・トラ
ンプ(ブラッコ)・卓球・体操・楽器演奏・カラオケ・ゴルフの8つのクラブ
に平均10〜20名が参加され各々活動をされているとのことです。
また、
大藏さ
んは子ども応援団
「地域のおじさん・おばさん」
として67歳から16年もの間、
子
どもたちが毎日、
安心・安全に登下校ができるように見守り活動を続けています。
老人会の会長や地域の見守り活動を現在も継続できている秘訣について大藏さ
んは
「私は常に毎日が幸せと感じながら活動をしています。
幸せと感じ健康に活
動を続けられているのは、
周りの人々に恵まれ助けられているから」
と言われて
いたことがとても印象的でした。
これからも元気で活躍をされる大藏さんを包括も応援していきたいと思います。
【フードパントリー開催のお知らせ】
日時：令和 4 年 7 月 21 日（木）10：30 〜
会場：グルッポふじとう 3F 大会議室

※当日はコロナの状況により中止となる場合があります。

高蔵寺まちづくり 株式会社
Tel:0568-37-4921
http://www.koz-nt.com/

編

集

グルッポ
ふじとう
公式 Blog

お問い合わせも
こちらから！

（旧 NPO 法人まちのエキスパネット）

Tel:0 5 6 8 -3 7 - 2933
E-mail:info@machiswing.jp
https://www.machiswing.jp/

住
〒487-0035
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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

児童館

こまちセンター

図書館

地域包括

無料配布

「みんなでつくり みんなで育てる みんなの学校」
が合言葉！

藤山台中学校区学校地域連携協議会
「藤山台中学校区学校地域連携協議会」は「子どもは地域の宝」をスローガンに、文部
科学省が取り組む事業の一環として6年前に発足されました。活動拠点は藤山台小学
校内にある「学校地域連携室」。
「なかよし教室」とパーテーションで区切られた開放感
のある空間です。
地域の小・中学校を支援する役割を担い、活動内容は多岐にわたります。同会の地域
コーディネーターの人たちが学校、家庭、地元の人たちをつなげ地域社会全体で子ど
もたちをサポートする体制を整えています。
子どもたちの育ちや学び に何ができ
るのか考え活動しています。
「地域には多才な人材が豊富、どんどん発掘してきたいです！」と
地元の人たちとの交流をうれしそうに語ります。

地域包括支援センター藤山台・岩成台
電
話：0568-92-7600
開館時間：9:00 〜 17:45
定
休：土日祝日

校内消毒、
図書整理、
読み聞かせ、
花壇整備、
除草作業、
あいさつ運動、
土曜チャレンジ・アップ教室、地域の行
催事への協力などなど。
≪川田和美さん、大矢玲子さん、阿部國枝さん≫
☆活動の中では多世代のつながりもできています。
活動の内容

【学習支援】
小学生を対象に夏季長期休暇を利用し、近隣にある高蔵寺高校の生徒や地元在住の元教員などが講師となり、2日
間の学習支援を行っています。今後は中学生にも学習支援活動を広げる予定です。
【「藤っ子応援団」登下校の児童見守り】
「藤っ子応援団」のシニアたちが毎日登下校中の児童を交差点などで見守ります。メンバーは「子どもたちから元
気をたくさんもらっています。一日の活力になる！」とパワフルに語り、児童たちも見守りの人たちとの日々の何気
ない会話で気持ちが和むとか。
卒業時に児童が、
同応援団の自宅に感謝の気持ちを込め挨拶に訪れたという、
ほほ笑ましいエピソードもあります。
今後の活動

同地区で活動する小・中学生の子を持つ若い世代の保護者グループ「おやじの会」ともSNSを使っ
た情報発信などで協働していきます。

g café Fujito のゼリー

3F

発行元

コミュニティカフェ

No.51

発行部数 21,000 部

地域コーディネーター

岩成台西華の樹会 会長 大藏晨一さん

花がいっぱいのまち

楽しい発想はまちを変える

2022

蒸し暑い季節は、ひんやりゼリーでリフレッシュ!
今日の気分はフルーツ? それともコーヒー?
段重ねになっているプリンとゼリーが美味！ぜひご賞味ください。

高蔵寺
まちづくり
（株） 高蔵寺駅のデジタルサイネージで

Instagram投稿写真を掲載しました！

高蔵寺こそだて部
（高蔵寺ニュータウン公式 Instagram）
で
は、
第1回ハッシュタグキャンペーンを行いました！
4/21〜5/5まで応募していただいた写真が高蔵寺駅のデ
ジタルサイネージに掲載されました。
テーマは
『春・こそだて2022』
。
春らしく暖かな気持ちにな
る写真ばかりでした！
次回は、
『夏・こそだて2022』
をテーマに募集予定です。
詳細は、
Instagram 高蔵寺こそだて部でお知らせしますの
でお楽しみに！

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。

果肉入りマスカットゼリー

マスカットゼリー・ミルクプリン・果肉

g
[ 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

ぷるるんコーヒーゼリー

豆乳プリン・カフェオレ・コーヒー３つの味が楽しめます !
左から「マスカット」
「コーヒー」
「ぶどう」

カフェスタッフ募集

果肉入りぶどうゼリー

ぶどうゼリー・ミルクプリン・果肉

各１８０円 ( 税込み )

◎大学生歓迎・土日祝働ける方優遇（時給 UP!）
◎14 時〜 18 時に働ける方、まずはお電話を！
◎カフェマネージャー（常勤）
：
（内容）カフェの取り回しや運営管理。
＊飲食店勤務経験者
（育児補助あり ・制服貸与 ）（Tel：0568-37-2933 （平日 9：00〜17：00）
）
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コミュニティ 常設！
カフェ 「ブッククロッシング」
今 ま で 、月 に 2 回 開 催 さ れ て い た
「ブッククロッシング」。5月からは、た
まりばルームに「常設棚」が設置されて
います。
「ブッククロッシング」とは、世界中
の本を愛する人たちによる「世界中の
街中を図書館に」
「 本に世界を旅させよ
う」という、アメリカに本部がある非営利活動です。
自分が読み終えたおススメの本を1冊、常設棚に
置き、替わりに自分の読みたい本を1冊選びます。自
分の手を離れた本は、次に読みたい人の手に渡りま
す。そうやって人の手から手へと渡っていきます。
グルッポのブッククロッシングでは、月ごとにテー
マを決めています。6月のテーマは「通常本
（児童書も
一般書もごちゃ混ぜ）
」
です。
また、
2か月前からテーマ本
を募集します。
6月の募集は、
7．
8月の
「夏の本
（海や涼し
くなる本）
と児童向けの本」
です。
テーマ本は3階まちス
ウィング事務所へお持ちください。
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図書館

まなびの読書感想文
書き方講座

開 催 日：7月24日（日）
場
所：グルッポふじとう内
3階大会議室
参 加 費：無料
対
象：春日井市図書館利用証（ピンク色カード）を
お持ちの小学生1年生〜6年生まで
時
間：①10：00〜11：30 対象：小学生：1・2・3年生
②13：00〜14：30 対象：小学生：4・5・6年生
講義内容：現役の先生による『読書感想文の書き方指導』
Step1、本を選ぶ Step2、本を読む
Step3、
キーワードを見つける Step4、
構成と書き方
※上記講義内容は、
急遽変更になる場合があります。
ご了承ください。
【募集詳細】
募集期間：7月1日（金）〜7月10日（日）
募集人数：①② 各30名
募集方法：下記URL、QRコード または、
申込用紙（総合カウンター設置）
※応募多数の場合は、抽選となります。
抽 選 日 ：7月12日
（火）
当選発表は当選者のみへのメール送信
で7月13日(水)・7月14日(木)となります。
ご了承ください。
https://tayori.com/form/8813b25bdb
43b0652ac88041942fedce296a0a99
感染症対策として、図書館が臨時休館となった
場合は、延期または中止とします。
図書館
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 )
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Event news
たまりば倶楽部
「スマホ講座」参加者募集！

6 月のグルッポ

コミュニティカフェ

スマホ初心者のシニアの方を対象に、中部大生が
講師となって「スマホ講座」を開催しています。学生
との交流タイムもありますよ。
時 間：10:00〜11:30
場 所：えんがわルーム
参加費：1回500円
定 員：6名（予約制：下記電話番号まで）
持ち物：スマホ
第１回 使い方と設定（文字の大きさ、通知設定など）
6月9日
（木）
第2回 アプリの使い方（地図、電車乗換など）
6月23日（木）
・6月30日（木）
第3回 応用（健康管理、写真編集など）
7月14日（木）
・7月28日（木）

Tel：0568-37-2933（平日9：00〜17：00）
開館時間：9:00〜18:00
定 休：日曜日・祝日

児童館

①親子で学ぶ自転車乗り方教室 6月12日
（日）
13：30〜15：30
持ち物 自分の自転車＆ヘルメット（レンタル自転車あります 要相談）
6月25日
（土）
14：00〜16：00

七夕会 運動あそび
（日）
10:00〜12:00
③なないろクレヨン隊
「藍染」
体験 6月26日
年中〜6年生
（未就学児保護者同伴）材料費：ハンカチ代150円

★はじめてのEnglish
6月23日
（木）
10：00〜10：45
児童館で楽しんでいるふれあい遊び
を英語で楽しみます。
「バスにのって」
「コウモリトンネル」

ギャラリー

g café Fujito
（14:00〜と15:00〜 各日2回上映）
近藤正 「シルクロードのオアシス・ウズベキスタン紀行」
g café Fujito
11:00〜、12：30〜 ピアノトリオ P 武元理恵子 B 内藤 岳 D 長谷川純雄
たまりばルーム

たまりば倶楽部

まちの保健室

不登校分野の相談 [たんぽぽの風]
16日（木）10:00-12:00 無料 予約不要
スタッフと色々話してみよう。
気軽に相談に来てね!
どなたでも
お気軽に！

ストリートピアノ

予約制

Afternoonおとなのコンサート Wednesday
所：g café Fujito ※演奏はピアノのみです。
時：第2水曜日15:00〜
6月8日/7月13日
1人(1組)15分程度 参加費：500円/人
ご予約：gruppo.event0610@gmail.com

場
日

またはTel：0568-37-2933

6月22日
（水）
10：00〜バランスボール 参加費500円
6月24日
（金）
13：15〜親子でヨガ

★春日井市の講座
6月8日
（水）
歯科衛生士さんに聞く
「歯のお話」
6月28日
（火）
栄養士さんに聞く
「なるほど離乳食」

その１

サボテンとたにくしょくぶつのみわけかた
サボテンは、とげのつけねにふわふわとしたわたげ
のようなきかんがあります。アレオーレ（トゲざ）と
いいます。とげのつけねにちゅうもくしてください。

榊原英美加「楽しくプログラミング」
2 日 ( 木 )・16 日 ( 木 ) 14:00-16:00
参加費 無料 所要時間 15 〜 30 分
※未就学児（保護者同伴）〜小学校 3 年生
パソコンを使わずに、プログラミング的な思考を育てる方法

SONIC S GALLERY
「シャインカービングで交流しよう」
10 日 ( 金 )・24 日 ( 金 )10:00-12:00

ビニールシートを彫って作るガラスの様な質感が生まれる全
く新しいアートです。※材料費 500 円

スマホ講座
9日(木)・23日(木)・30日(木)10:00-11:30
シニア向けスマホ講座がスタート !
中部大生と楽しくスマホの使い方を知ろう ! 参加費 1 回 500 円
←詳しくは P2 を見てね！

6月1日〜募集開始

参加者
募集中!

「グルッポ夏フェス」

7月18日
（月・祝）

16:00〜20:00 (館内 10:00〜18:00) 予定

音楽バンド・ダンス・カラオケ、
各10組

ストリートパフォーマー
（弾き語りなど）
/・ストリートピアノ

子ども向け夜店出店

(輪投げなど子どもの遊びや光るおもちゃなどの販売)
詳細はHPにて→

まちスウィングのスタッフ募集！

児童館

6月10日
（金）
13：15〜骨盤ベルト体操

※4月30日
申し込み確定分

長尾妙子「うつわと写真展」
近藤正 「シルクロードのオアシス・ウズべキスタン紀行」

えんがわルーム

☆お母さんのための講座

しょうがくせいのためのサボテンまめちしき

たまりばルーム
鉛筆・ペン字・筆ペン字レッスン［書工房ことぶき］
手作り布製品の販売 [ふで子サロン]
ビーズアクセサリー販売・ワークショップ［SONIC S GALLERY］

※子どもへの性教育の伝え方、
自分の体の守り方
などなど、
何でもどうぞ！予約優先ですが、
空いていれば当日相談可。

6 月の児童館は
イベント盛り沢山！

②芝生で遊ぼう

Cha no Marche
4日(土)
12 日 ( 日 )・26 日 ( 日 )
7日(火)・14日(火)・19日(日)・28日(火)
ギャラリー
14 日（火）
〜19 日（日）
28 日（火）〜 7 月 3 日（日）
Digital Gallery g
28 日（火）
・30 日（木）
グルッポジャズの日
11 日（土）

性教育分野の相談[もえさんに聞いてみよう!]
15日（水）10:00-12:00 無料1枠30分

こどもとまちのサポートセンター

1F

ご予約・お問い合わせはこちら⬇
0568-37-2933（平日9：00〜17：00）

詳細は 0568-37-2933 まで（平日 9：00〜17：00）

1日(水)

グルッポ Baby（予約制の身長体重の計測）

★保育士・児童指導員（常勤・パート）★

4日(土)

ボードゲームで遊ぼう会（当日予約）

児童発達支援センター・放課後等デイサービスでのお仕事

5日(日)

親子であそぼう（予約制）

（内容）
発達に心配・不安のある子ども達（0歳〜高校生）の支援。

● 8日(水)

2.3 歳親子対象の歯の話（予約制）

●10日(金)

骨盤ベルト体操（予約制）

●12日(日)

親子で学ぶ自転車乗り方教室（予約制）

15日(水)

わらべうたマッサージ（当日予約）

18日(土)

登録会員制のギター教室
（参加費500円予約制）

児童館

●22日(水)

バランスボール（参加費 500 円予約制）

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 )

●23日(木)

はじめての English（予約制）

●24日(金)

親子でヨガ 2 （予約制）

●25日(土)

芝生で遊ぼう

●P2を見てね

（時間）
9：00〜18：00
（常勤8時間 週5日、
パート4時間以上 週3日
以上シフト制）
（資格）
保育士、
教員免許
（小学校または中学校）
、
児童福祉施設または障害福祉施設従事経験者など。

☆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
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