
 

神社仏閣へ行こう！に所属する歴史ガイドは、美和

歴史民俗資料館の養成講座を受講することからスター

トします。その後一年にわたり資料館の主催事業に参

加し、歴史文化の知識を身に付けます。ガイドになる

ための試験はなく、自主性を尊重。二年目から意欲的

に歴史ガイドとして活動することもできます。 

一方、あま市観光協会は、市内外からガイドの依頼

があると神社仏閣へ行こう！に派遣を要請します。 

また、神社仏閣へ行こう！のメンバーは資料館の企

画するイベントに参加したり、自主事業で歴史文化を

学ぶとともに、その活動の様子をＳＮＳにて発信。も

ちろんイベントには気軽に楽しく参加するだけでもＯ

Ｋです！独自の視点で見た事、感じた事を話し合う楽

しみもあります。 

三者は、伝統文化の継承や観光資源の発掘など共通

の目的でそれぞれ役割分担しながら、あま市の歴史文

化振興につとめています。 

歴史や文化が好きというメンバーが楽しみながら活

動を続け、その先には、近隣の市町との広域的な観光

ルートの開発にも寄与することを目指しています。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

タイトル：明眼院とあま市の寺子屋について 

日時：2019 年 1 月 19 日(日)14 時～15 時 30 分 

会場：シルバーカレッジ教室（美和文化会館内） 

講師：浅井厚視氏(津島南小学校長) 

 

            

～お知らせ～ 

 

 

「あまの神社仏閣へ行こう！ 

 

 

 

特集 あまの協働 

 

 三位一体で広がる活動！ 
神社仏閣へ行こう！×美和歴史民俗資料館×あま市観光協会 

協働を実践している 

市民活動団体をご紹介！ 

プレゼン後は隣のカフェで 

 

←珈学(かがく)の様子 

      ↓ 

 

プロジェクト」は こんな団体 

 

 

 

あまの神社仏閣へ行こう！ 
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プロジェクト 

 

あま市市民活動センター あまテラス ニュースレター 

We love AMA  

ま が す き あ 

地域の神社仏閣は、地名の由来、伝統文化や

風習など地元の歴史と密接に関わっています。

そしてあま市には誇りに思える神社仏閣が数

多くあります。 

神社仏閣へ行こう！は、市内の神社仏閣の魅

力を市民に伝えることで地元への愛着を持っ

てほしい、そして広く外にも発信し観光にも役

立てたいと、2015 年 12 月に有志で立ち上げ

た市民活動団体です。今では、歴史ガイド（ボ

ランティアガイド）も会員登録し、活動の幅も

広がっています。 

 

↑蓮華寺でのガイドの様子 

市民活動センターで 

プレゼン大会 

発表者はドキドキ 

歴史談義に花を咲かせます 

春のジョグたび 10 キロ・ラン！ 

 

 

ジョギングしながらお寺を巡りませんか？ゴール

の蓮華寺ではとん汁が振る舞われます（予定）。 

日時：2019 年 3 月 16 日(日)募集は広報 2 月号で。 

コース：甚目寺観音～菊泉院～蓮華寺(約 10km) 

 〈お申込・お問合せ〉美和歴史民俗資料館 442-8522 

講演会 

 

 

(以下、神社仏閣へ行こう！と表記します) 



インプロゲームで和気あいあいと 

あまテラススタッフが 

各団体の活動の様子をレポート！ 

ホームページや SNS でも 

紹介しています。そっちも見てね 

家族で楽しんだ一日 

 
 

 
だい７かい 
 
 

 
 

 
 

10／28 自然派ママの会＠あま市 主催講演会 

 
10 月２8 日（日）、高濱先生の講演会が開催されまし

た。高濱先生は、「メシが食える大人に」「魅力的な人を

育てる」をテーマに講演をしています。会場の甚目寺公

民館には、大人約 130 名と子ども約 20 名が集まり大盛

況。「母親だからできること」というテーマで、子育てす

るうえで何を大切にするべきかを独特の語り口でジョー

クを交えながら熱弁し、会場は沢山の笑い声！最後には

多くの方が涙を拭う姿が見られました。頷きながらメモ

を取る参加者の様子に、代表の副島さんはじんわり温か

い気持ちで感謝の気持ちが溢れ、あま市で開催できた事

を嬉しく感じたそうです。 

 

２０１８年１０月～１１月 

 
10／20 市民活動センター主催講座 「コミュニケーション♡スキルアップ講座」 
 

市民活動レポート 
 

 

原絹代先生をお招きして、「人生を楽しみ、地域

で輝くために」をテーマにコミュニケーション・

スキルアップ講座を開催しました。 

前半は全員で輪になり、リズムしりとりやピク

チャーゲームなど楽しみながらも、直感力や表現

力を高めるインプロゲームを体験し、自己表現力

アップや信頼関係づくりなどを行いました。後半

は各団体の困り事、良い点、今後の課題などをワ

ークショップ形式で話し合うなど活発なコミュニ

ケーションが行われ、有意義な講座となりました。 

 

 

「花まる学習会 高濱正伸先生 ～母親だからできること～」 

10 月 27 日（日）、花長コミュニティ協議会主

催の「第 4 回花長公民館まつり」が開催されまし

た。さわやかな秋空のもと、地域の皆さんが大勢

集まり公民館は大賑わい！ 

お祭りも盆踊りも何もなかった花長地区に、「地

域の皆さんが楽しめるものを」との思いで開催す

るようになった公民館まつり。元気なママたちも

巻き込んで、子どもからお年寄りまで地域のつな

がりがまた一つ深まったようです。 

10／27 花長公民館まつり 



グーチョキパーの工作教室 

 

10 月 28 日（日）美和文化会館で「秋の図書館ま

つり」が開催されました。あまテラスの登録団体で

は、「美和おはなしグループ グーチョキパー」

「Piccolo」「あま市有機農業ネットワーク」「あま市

レクリエーション指導者クラブ」「あま市サクサク盛

り上げ隊」の皆さんが参加しました。子どもたちに

大人気のあまえん坊、アマゾネスも応援に駆けつけ、

おまつりを盛り上げていました。 

 

 
 

 
だい７かい 
 
 
 

「あまのわ 2018」に、ボランティアとして進んで参加してくれたあま市在住の高校生、安井

彩乃さん。24 時間テレビで募金やＴシャツ販売のボランティアをし、大変さよりもやりがいや

充実感を味わった経験があるそうです。 

今回あまのわに参加して、市民活動団体が多数ブース出展し、多くの市民が来場する様子に、

地域活動の素晴らしさを実感したとのこと。また、市長と中高生の 

討論会「あまの未来しゃべり場」では、地元の中高生があま市の 

ことを真剣に考えていることや、市長が真摯に回答する姿を見て、 

あま市はこれからもっと住み良いまちになると確信したそうです。 

あまのわでは、真面目に冷静に受付と赤い羽根共同募金の呼び 

かけをしてくれた安井さん。目標は、将来地域の役に立つ仕事をす 

ることだそうです。「そのために大学では社会学や地域の福祉につい 

て勉強したい」と頼もしく抱負を語ってくれました。 

 

☆ボランティアさーん☆ 

11／17 あまテラス×あま市レクリエーション指導者クラブ 

コラボ講座「ニチレクボール体験会」 

 

 

11 月 17 日（土）市民活動センターにおいて

「あま市レクレーション指導者クラブ」さんとの 

コラボ講座「ニチレクボール体験会」が開催されま

した。 

レクリエーション指導者クラブさんによるわかり

やすいルール説明の後、参加者は和気あいあいと 

ゲームを行いました。 

ニチレクボールは 2 チームに分かれ、黄色い標

的球にボールを投げあうことで点数を競うゲーム。

ルールは簡単で年代を問わず楽しめます。楽しみな

がら健康づくりにも役立てられるので、今後、子ど

も会や高齢者サロンなどでも活用していただけたら

と思います。 

 

 

住み良いまちになると確信！ 

 

室内でもこんな感じで楽しめます♪ 

10／28 秋の図書館まつり 

 



 

 

イベント、講座の最新情報はホームページで発信中！ 
 

URL http://www.ama-shiminkatsudo.jp/ 

「あま市みんなでまちづくり市民活動協働ガイ

ドブック」をご存知ですか？ 

初めての方が市民活動を理解しやすいように、

イラストやわかりやすい言葉で書かれた冊子で

す。市民活動の大切さを学んでいただくための道

しるべとして活用できます。あま市ＨＰからダウ

ンロード、またはあまテラスでも配布しています。 

 

                     

あまテラスに関するお問い合わせなど、お気軽にお寄

せください。ホームページでは、日々、あま市の市民活

動の最新情報をお届けしております。「あま市市民活

動センター」で検索してみてください！ 

 

 

登録団体さんの情報発信用に、１団体につき 1

冊、団体紹介ファイルを用意しフリースペースに

置いています。あまテラスに立ち寄る市民が自由

に見ることができるので、団体さんの活動の様子

を知ってもらうチャンス！ぜひ、イベントの告知

や活動報告など最新情報をお持ち下さいね。 

           

 

お役立ち 市民活動情報局 

急速に秋⇒冬へと移り変わり、今年もあとすこし。

早いものですね。この一年、私の環境も変わりす

ぎて、あの日に戻って言いたい！ことだらけで😢😢 

無理な話なのですが、とりあえず前に進むしかな

いと思っています。まずは受験生の娘へ、後悔し

ないように、学びの心は忘れずに。 by Ｚoe        

                

あまテラスタッフの 

つぶやき 

 
団体の目的やまちの課題解決に向けて、団体単独で事業を行おうとしていませんか？でも、人材

不足や資金不足、アイデアも浮かばないなど、抱える問題も多くやりたいことができないとあきら

めかけていませんか？そんな時、目標を同じくする他の団体と手を組むのも一つの方法。 

今回、１面で紹介したあまの神社仏閣へ行こう！プロジェクトは、美和歴史民俗資料館とあま市

観光協会との協働で事業を行っています。このように、それぞれの強みを活かし、立場をこえて連

携することが、まちを盛り上げることにつながるのです。 

 
 

発行：あま市市民活動センター あまテラス 

所在地：    

TEL： 052-445-1900 ： 052-445-2030   

Mail： info@ama-shiminkatsudo.jp 

開館時間： 9 時～17 時    

閉館日： 毎週月曜、祝日の翌日 年末年始 

あまテラス主催講座「いざというときの“冬の”救急法」のご案内 

●市民活動協働ガイドブック差し上げます！ 

第５回 大きなプロジェクトを協働で叶える！ 

 

 

日時 12 月 4 日（火） 

10：00～12：00 

会場 あま市市民活動センター 

講師 海部東部消防署職員 

定員 20 名（どなたでも参加できます）  

参加費 無料 

 

 

《 内 容 》 

冬場の健康管理どうしていますか？気温差

で起きる病や、お餅がのどに詰まったとき

の対処法など知っておくと安心！ＡＥＤの

扱い方や人工呼吸法も学べます。 

はじめまして！10 月よりこのあまテラスにて 

まちづくりのお手伝いをさせていただくことにな

りました。右も左もわからず、じたばたしてる毎日

です(-_-;)が、みなさま宜しくお願いします！！ 

桜の木も冬支度。葉を落として冬の寒さを過ごすこ

とで、春に花を咲かすスイッチが入ります。きれい

な桜もこの季節があってこそ。by konnkonn 

                                  

  

 

 

 

○あまテラスからのお知らせ○ 

 

●団体紹介ファイルの最新情報の提供を

お願いします。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1541559788/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MSU4QSVFMyU4MSVCMCVFMyU4MSU5NSVFMyU4MiU5MyUyMCVFNCVCOCVBRCVFNSVCOSVCNCVFNSVBNSVCMyVFNiU4MCVBNyUyMCVFNSVBNSVCMyVFNiU4MCVBNyUyMCVFMyU4MSU4QSVFMyU4MSVCMCVFMyU4MSVBMSVFMyU4MiU4MyVFMyU4MiU5Mz9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=%5EADBmqhfFNeT1Ul4mGT57aS7eV14PY4-;_ylt=A2RCKwlrBOFbSjIAVgCU3uV7


 
 

10 月 6 日(土)、甚目寺総合体育館において「あまのわ 2018」が開催されました。市民活動団体のブ

ースをはじめ、市内の企業、商工会、愛知県からはあいち技能五輪・アビリンピック推進協議会のＰＲ

ブースの出展もありました。そして、市内の中高生と市長が語り合う「あまの未来しゃべり場」、ステ

ージ発表も行われました。活気あふれた会場の様子をご紹介します。 

 

あま市市民活動祭×あま市社会福祉協議会ボランティアフェスティバル 

特別版「あまのわ 2018」ご報告 

 

あまの未来しゃべり場 

 

将来、あま市はどんなまちになっているか、
自分たちの住んでいるまちに関心を持つ 
きっかけになりました。子どもも大人も皆で
一緒に考え、よりよいまちにしたいですね。 

 

 

市長と中高生があま市の未来を語り合う、 
貴重な体験イベント。あなたはどんな未来を 

描いていますか？ 
 

あま市はどんなまちかなぁ… 

来場者数 約 1,000 人・参加ブース 49 団体・ステージ出演 12 組でした。たくさんのご来場ありがとうございました。 



 

ブース 
 

 

ステージ 

「あまのわ 2018」ではイベントを通じて世代間交流を育んでいます。 
市民活動に楽しく取り組んでいる様子が身近に感じられますね。 

赤ちゃんから高齢者まで一つの「わ」になった「あまのわ 2018」♥ 
あいにくの天候にも関わらず、多くの方々が参加してくださいました。 
心より感謝いたします。異なる世代の方との交流イベント。 
ここでしか味わえない体験です。 
 

みんなで仲良く歌ったり、踊ったり♪ 
会場がひとつになれる温かいステージ発表が目白押しでした。 

 

 

中学生ボランティアさん大活躍！ 

あまえん坊も一緒に 
みんなで元気に 

歌いました！ 
 


