
年末年始の12月29日（木）～
1月3日（火）までは全館休館だよ！
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◎土日祝（時給UP！）・平日夕方（14:00 ～ 18:00）働ける方急募！
◎飲食店勤務経験者、優遇。　◎学生（飲食店勤務未経験）OK！（制服貸与・育児補助あり）　Tel：0568-37-2933（平日 9:00～ 17:00）カフェスタッフ募集

グルッポ・クラシックコンサート
1月16日（月）　開場13:00　開演 13:30
<PROGRAM>
　J.S.バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 二短調BWV1043
　ショスタコーヴィチ:2つのヴァイオリンのための5つの小品ほか
ヴァイオリン： 尾髙詩音里　白鳥ユウ　ピアノ： 佐々木杏子　
<チケット>3,500円小学生以下2500円 ※満席の場合はご了承ください。
ご予約・お問い合わせは グルッポイベント事務局（社会福祉法人まちスウィング）まで
①Tel.:0568-37-2933 ②ホームページ「各種お申込み」から（コンサートのチラシも掲載） 尾髙詩音里 佐々木杏子 白鳥ユウ

　高蔵寺で気軽に音楽を楽しめるカフェ「g café Fujito」では、

定期的に「グルッポライブ」を開催しています。「どんなライブだろう?」そう思ったら、お気軽にカフェをのぞきにいらしてください。

もしカフェから生演奏が聴こえてきたら、ふらっと立ち寄ってみてください。音楽をもっと好きになったり、身近なものに感じられるきっかけに

なってもらえたらうれしいです。お茶を飲んだり、ご飯を食べたり、いつものカフェに、その時間は、ちょっと楽しみがプラス。

News

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
まちづくり（株）
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高森山の森づくりを楽しむ～フォレストサポート部～
　「楽しいからやる」をモットーに、高森山で活動するフォレス
トサポート部。
　フォレストサポーターの方々と11月～2月(1～2回/月)、楽
しみながら里山林の保全再生活動(除伐など)を行っています。
　参加者の方々からは、「身体が動かせていい運動になる」、「活
動前後で雰囲気が変わると達成感がある」といった感想をい
ただいています！
　あなたも参加してみませんか？昨年度の様子はQRからご覧ください！
＜問い合わせ先＞
メール：machi@koz-nt.com　担当：豊田

　「これまでに多くの方に支えていただき、そのご恩を
少しでも社会にお返しできれば」と語る望月鏡子さん。
グルッポふじとうのギャラリーで作品展を開催し、自
身の作品販売の収益金を全額、社会福祉法人まちス
ウィングに寄付しました。
　望月さんは2年ほど前に親族が暮らす春日井市へ住
まいを移し、それまでは静岡県でパッチワークキルト
作家として、「アトリエ夢遊（ゆう）」を主宰。教室生など
を指導する傍ら、高校などでも講師として活躍してい
ました。水墨画や陶芸など、多才な工芸作家との交流も
あり“モノづくり”に没頭。コラボ作品展なども企画し、
独創性のあるオリジナル作品を創作してきました。

～人との出会い、つながりを大切に～

　同市に転居後は、旅行などを楽し
み“ゆったりとした日々”を過ごし
つつ、日常でも「自分にできるちょっ
としたボランティア」として、側溝など
の清掃も行っているとか。「ご近所でお若い方との良
い出会いもあり、楽しんでいます」と声を弾ませます。
　次回の作品展は、12月6日から11日まで、グルッ
ポふじとうのギャラリーで。クリスマスや早春を感じ
させる作品の数々を展示します。望月さんは「作品を
見てくださる方に楽しんでいただけたらうれしいで
す」とほほ笑み、来場者との新たな出会いにも期待し
ています。

地域のひと
不二町　望月 鏡子さん不二町　望月 鏡子さん

まちのトピックス
地域包括
センター

1 F 藤山台・岩成台

　地元の人たちから“お天王さ
ま”と呼ばれ親しまれているお社
があります。都市緑化植物園方面
から細野町に入る道路沿いに。町
内の人が毎日、花を生け「除災招
福」などを願います。
　12月末日から1週間ほど、心身
を清め、新年を迎える「輪くぐり」
ができます。

「認知症家族介護者のための交流会」について

　今回は、グルッポふじとうで開催している「認知症家族介護者のための交流会」を紹介さ

せていただきます。

　「認知症家族介護者のための交流会」は、グルッポふじとうで奇数月の第1金曜日(会場の

都合で変動あり)に開催しています。認知症の家族を介護している方が集まり、日頃の介護

についての悩みや困難さを話し合っています。

　この会は、令和3年3月に始まり、現在は2カ月に1回のペースで10名程度、話しやすい

雰囲気の下で進められています。

　参加の方からは、「会に参加することで、自らの悩みや自分の思いを言える場として救わ

れる気持ちになる」という感想をいただいています。また、「貴重な情報を

得ることができる」という声も伺っています。

　春日井市地域包括支援センター藤山台・岩成台では、高齢者を介護す

るご家族の様々なご相談をお受けしています。介護について、一人で悩

まず、日頃の悩みや不安を相談してください。

T   e　 l：0568-92-7600
開館時間：9:00 ～ 17:45
定　　休：土日祝日

地域包括支援センター藤山台・岩成台

地元の人たちに愛される
細野町の神社編②
「お天王さま」

12月10日開催

聴く 演奏する 聴く

12月10日開催

演奏する

聴く

12月14日開催

<ジャズの演奏を聴こう>
毎月第2土曜日　①11:00～　②12:30～

予約不要　チャージ無料
カフェがジャジーな音色に包まれるひととき。
JAZZが好きな人、音楽が
好きな親子、この日を楽し
みにして来た人、聴こえて
きた音色に誘われ立ち
寄った人。生演奏とティー
タイムを楽しむ人たちで
にぎわいます。
奇数月はギタートリオ、偶数月
はピアノトリオの予定です。

<ピアノを演奏しよう!>
毎月第2水曜日 予約制15:00～
1人（1組）15分 演奏１人500円
初心者の方も参加しています! 
カフェでの演奏、意外とハマる
かも!?

<楽器を演奏しよう!>
毎月第2土曜日 18:30～　エントリー　700円

予約不要　チャージ無料
弾き語り・バンド演奏、どんな楽器の演奏も楽しい
ね。ジャンルは問
いません。少しは
演奏できるけど…
そう思ったあな
た、さあ!気軽に参
加してね！

g café Fujitoでは他にも「グルッポ
弾き語りだらりん(毎月第3土曜日
18：00～)」や「クラシックコンサー
ト(不定期)」などを開催しています。

ケニーバレッタギタートリオ　
G小林 亨　Bs内藤 岳　Ds長谷川 純雄　

12月は
ピアノトリオで
Xmasソングを

やります

奇数月の第1金曜日(変動があり)　13:30～14:30
グルッポふじとう小会議室　参加費　1回200円
参加希望、問い合わせは右記まで

カフェで
生演奏を
楽しもう!

ジャズライブ 飛び入りライブNight

ストリートピアノ Afternoon
おとなのコンサート
Wednesday

【ご予約・お問い合わせ先】
社会福祉法人まちスウィングの
ホームページから
Mail: info@machiswing.jp
Tel:0568-37-2933 
　　(平日9:00～17:00)

詳しくは

本誌P3を見てね。

楽しい発想はまちを変える
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グルッポ
ふじとう
公式Blog
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お問い合わせも
こちらから！



News

児童館
1F

コミュニティカフェ

なないろクレヨン隊
「羊毛フェルトでクリスマスのオブジェをつくろう」
日時：12月11日（日）13：30～
対象：3年～6年
　　  1，2年生は保護者同伴
申込：11月30日～10人

クリスマス会
日時：12月4日（日）
①人形劇団「とんとんとん」　10：30～11：15
　人形劇とお楽しみ（ハンドベル・体操）
　対象：乳幼児と保護者・小学生
②小学生クリスマス会　13：30～14：30
　イントロクイズ・ゲーム・ハンドベル
　対象：小学生

12月もイベント盛りだくさん！

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

【保育士・教員免許資格者・社会福祉士・作業療法士】
常勤（9:00～18:00）パート（14:00～18:00）
★グルッポ内にある児童発達支援・保育所等訪問支
援・相談支援などの事業所で働いてみませんか？あな
たの資格が活かせますよ。
※事業所見学できます。
　仕事内容や職場の雰囲気を
　体感できます。応募はその後でOK。
　詳細はお尋ねください。
（社会福祉法人まちスウィング
  電話0568-37-2933／
  平日9:00～17:00）
Twitterから事業所の
様子をご覧いただけます。→

3階こまちセンタースタッフ募集
児童館

3日(土)

4日(日)

7日(水)

8日・22日(木)

9日(金)

14日(水)

16日（金）

17日(土)

ボードゲームで遊ぼう会

クリスマス会

幼児の好き嫌い教室・グルッポＢＡＢＹ

キッズダンス（踊るの好きな子集まれ）

骨盤ベルト体操（予約制）

リトミック（参加費500円・予約制）

親子でヨガ

芝生で遊ぼう

3日(土)
9:00にグルッポふじとうに集合

グルッポライド
グルッポふじとうに集合して、（株）キナンレーシングチームと
一緒に自転車で走ろう!
雨天時等の開催の実施判断や日程変更などの詳細はこちらから▶

12月のEVENT NEWS12月のEVENT NEWS

Instagram Twitter

こどもとおとなの生涯学習

まちの保健室

グルッポライブ （g café Fujito）

年齢に合わせて指導する運動教室です。
他にダンススクール・キッズ運動教室・シニア健康クラブあり

Sスクール(シニア)/Jスクール(小学生) （毎週土曜日午前）

好きな本を見つけてね。読み終えた本を持って来て交換してね !
ブッククロッシング（常設）

1回 6名さま限定　
中部大学の学生がご質問に丁寧にお答えします !　
　前半 : プチ講座「スマホの使い方 基礎編」(30分 )　
　後半 : 質問タイム (個別対応 )

スマホ講座　12月 1・22日
木曜日10:00～11:30 参加料 1回 500円

「シャインカービングで交流しよう」
SONIC’S GALLERY　たまりばルーム 
　9日（金）・16日（金）  10:00～12:00
　材料費500円。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。
「日曜日マルシェ」　4日(日) 10:00～16:00
リボン雑貨作り /キャンドルリース作り /KIRIKO雑貨作り

グルッポジャズDAY ( 毎月第2土曜日 )
　10日 (土) ①11:00～　②12:30～　※チャージ無料
武元ピアノトリオ　Pf 武元 理恵子 Bs 内藤 岳 Ds 長谷川純雄

グルッポ飛び入りライブNight ( 毎月第2土曜日 )　
　10日 (土)18:30～
エントリー700円。初めてでもお気軽にご参加ください。
ドラムの設置はありません。誰でも参加できるオープンライブです。
※お気軽にお問合せ下さい。エントリーは事前受付可

ストリートピアノAfternoonおとなのコンサート
“Wednesday” ( 毎月第2水曜日 ) 15:00～16:00予約制

　14日 (水)コンサートピアノ（ヤマハ CFⅢ）で演奏しませんか。
　1人(1組 )15分程度 参加費 :500円/人

Let's 弾き語り「だらりん」 ( 毎月第3土曜日 )
　17日 ( 土 ) 18:30～　参加費500円
　だらりんお喋りしながら、ギターやピアノを弾き語り。

ご予約・お問い合わせはこちら▼
Tel : 0568-37-2933 （平日9：00～17：00）　Mail : info@machiswing.jp　　　ホームページよりお申込み▶

楽しいですよ～ !

好評につき
第二弾開催 !

高蔵寺DE
サイクリング！
初心者OK！

①サボテンは、合体できます。よわいサボテンとつよいサボテンをがったい
　してそだてることができます。
②はなが、さいたらみができて、たねができます。
　ひとつのみにたねは、400つぶできるよ。
③とげがあるのは、みずが、そとににげてしまわないようにだよ。
　とげが、あるとどうぶつにもたべられるしんぱいが、ないね。
※サボテンのひみつが「かすがいサボテンのおはなし」の絵本にいっぱい
　のっています。ぜひ、学校でサボテンの絵本を見つけてみてみてね。

サボテンのひみつ

☆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

コミュニティ
カフェ
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　長野県木曽地域の「森」の果たす役割について学びながら

木工体験をおこないます。体験内容とお時間を選んで事前に

ご予約ください。（体験料無料）（申込先は下記まで）

①12月3日（土）木曽ひのきのボンボンづくり

　木曽ひのきの“かんなくず”からクリスマス

オーナメントにぴったりのボンボンを作りま

しょう♪

②12月11日（日）木曽ひのきの箸づくり体験

　木曽ひのきの間伐材からかんなを使って箸

を作ります。新しい箸で新年を迎えませんか。
※②は小学3年生以上。3年生未満のお子様は保護者同伴で体験できます。

◎開催時間

【第1回】10:00～10:50

【第2回】11:00～11:50

【第3回】13:00～13:50

【第4回】14:00～14:50
＊各回定員8名。事前予約制。空き状況により当日受付もいたします。

木曽ひのきの木工体験、開催します！
～愛知用水の水源地、長野県木曽地域から～

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

こどもとまちのサポートセンター

図書館
1･2 F

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

◆12月14日（水）『しめ縄でお正月飾りを作ろう』
　開催時間：10：00～11：30
　会　　場：グルッポふじとう3階会議室
　募集人数：10名　（大人向け）
　参 加 費：1500円
　講　　師：ポムポン（白山町生花店）

◆1月15日（日）『和綴じ本を作ろう』
　開催時間：10：00～11：30
　会　　場：グルッポふじとう3階会議室
　募集人数：10名
　参加対象：針の使用ができる方
　　　　　 低年齢のお子様は保護者
　　　　　 付き添いの上参加ください
　参 加 費：500円
　講　　師：製本業者　タナカ

◆1月15日（日）『御朱印帳を作ろう』
　開催時間：13：00～15：00 
　会　　場：グルッポふじとう3階会議室
　募集人数：10名
　参加対象：大人（中学生から参加可）
　参 加 費：1000円
　講　　師：製本業者　タナカ
　※御朱印帳に使用する布は参加者様でご用意い
　　ただきます。

12月20日（火）13：30～
「グルッポふじとうがん哲学外来メディカルカフェ」

を設立します！
　第1回はがん哲学外来ってなに？というテーマで
発起人である金井 愛さんにお話をいただきます。
　詳細は館内ポスター
をご覧ください。
※がん哲学外来メ
ディカルカフェと
は、がんや病気の悩
みについて語り合う
場です。

　申込開始日時は、
館内掲示板や各カウンター掲示物でご確認くださ
い。
　また、申込は先着順となります。ご了承ください。
※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。
※イベント内容（参加費）が急遽変更になる場合が
　ございます。ご了承ください。

図書館イベントのお知らせ
主催：長野県木曽広域連合（長野県木曽郡木曽町日義）場所：たまりばルーム

※掲載の内容は
　11月1日（火）
　確定分です。

不登校分野の相談　15日 (木)10:00-12:00　無料　予約不要　えんがわルーム Tel.090-8136-8765 (NPO法人たんぽぽの風)
性教育分野の相談　21日 (水)10:00-12:00　無料　予約優先　えんがわルーム 「もえさんに聞いてみよう」
就労支援の相談　　随時　少しずつお仕事に慣れたい方など就労に関するご相談

Cha no Marche（たまりばルーム）

ビーズアクセサリー販売・ワークショップ［SONIC’S GALLERY］　2日(金)・17日(土)・20日(火)・28日(水)　

木曽ひのきのボンボンづくり　3日(土)　木曽ひのきの箸づくり体験　11日（日） [木曽広域連合]

消しゴムハンコを使ってオリジナルグッズ作り　[Hanko Holic]　10日（土）

手作り布製品の販売　[ふで子サロン]　18日(日)

出店募集中!

望月鏡子「アトリエ夢遊 キルトで綴るゆめいろ展」クリスマス・お正月　6日（火）～11日（日）

あなたの作品を魅せませんか?ギャラリー
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