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あま市市民活動センターでは、今年度から「まちづくりサロン」を開催します。楽しいまちづく

りのスタートとして、まちの人たちが出会い、つながり、あま市をもっと好きになるきっかけの

場づくりを目指しています。茶話会スタイルで、情報収集や意見交換を行いながら、ここでは参

加者みんなが「まちづくりサポーター」！あま市のまちの魅力を探りましょう。 

 

第 1 回まちづくりサロン 
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We love AMA  

ま が す き あ 
まちづくりサポーター 

次回は、8 月 7 日(水)午前１０時より市民活動センターにて開催。カテゴリー別に、より一層

魅力探しとなる愛デアづくりを進めていきます！ぜひご参加お待ちしています。当日の様子は、

センターの HP や FB にてお伝えしますのでお楽しみに！また、10月２６日(土)開催の「第３

回あまのわ」では、展示ブースにて「まちづくりサロン」情報を提供します。ご期待ください！ 

■① 愛デアの種さがし■ 
 

「あま市がもっとこうなったらいいなぁ」という「願

い」と「私ならあま市のためにこれができる」という

「ちから」があります。他の誰かの「願い」や「でき

る」とつながると何か新しい発見があります。    

そしてそこには 

         が生まれます。 があるはずです。まずはみんなで「種つくり」「種さ

がし」です。子ども・高齢者・ボランティア・障がい

者・子育て・交通・市政のほかに、チャレンジや人の

のつながり つながりなど、

たくさんのカテ

ゴリーに分けて

いくと、いろい

ろな種が見えて

きます。種探し

はあま市の魅力

探しなのです。 

 

愛デア(アイディア)の種 
 

カテゴリー分けの作業を終えると、参加者の皆さんそれぞれがまち

づくりの目線で、「願い」と「できる」をつなぎ合わせて、愛デア

を考えてみました。第 1 回まちづくりサロンは、次につながる手

ごたえ充分！まだまだ可能性は広がる気配です。 

■第２回まちづくりサロン■ 
 

■② 愛デアの種の芽ぶき■ 
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七宝焼アートヴィレッジにて第22回夢コンサートが行わ

れました。音楽を通して地域に和を広める活動をしている音

楽ネットこすもさん。こちらに単身赴任中に音楽仲間と出会

い、東京に戻ってからも出演するため 2 時間以上かけて通う

人がいるほど、すっかりおなじみとなっています。会場準備

や片付けは、ボランティアさんと出演者さんが一緒に汗を流

して行い、みんなで作り上げている印象でした。 

 

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。 

片付けの様子 

～皆で支える手づくりコンサート～ 

 

２０１９年６月～２０１９年７月 

 

センター長の横山亜矢子さん 

 

★次回のお知らせ★ 
開催日時：9 月 29 日（日）開場 12 時  開演 1２時 30 分 

会場：七宝焼アートヴィレッジ 入場無料 

※ボランティア募集については 4 面をご覧ください。 

 

 

■ 子育て支援ボランティア募集のお知らせ 

 

 

 

★お問合せ★ 
あま市・大治町広域 ファミリー・サポート・センター事務局 

あまっ子はるっ子 ふぁみさぽセンター 

あま市甚目寺二伴田 76 番地 あま市役所甚目寺庁舎 子育て支援課内 

Tel 052-462-0150 Fax 052-462-0160 メール ama-harufamisapo@clovernet.ne.jp 

 

音楽ネットこすも みんなで楽しく奏でるハーモニー 

 

メールアドレス 

あなたの空いている時間に、無理のない範囲でお手伝いいただ

ける「おたすけ会員(有償ボランティア)」さんを募集します。主

な活動の内容は、習い事や保育園・幼稚園への送迎、一時的な預

かりなど。11 月の養成講座を受講すると登録できます。詳しく

は、「あまっ子はるっ子 ふぁみさぽセンター」までお問合せく

ださい。センター長の横山さんが丁寧に相談に応じてくれます。 

 

 

 

 

 

HP 

■ ６／３０ 第２２回夢コンサート 

 

★次回のお知らせ★ 
８月の風土マルシェはキャンドルナイト！「風土 Moon マルシェ」と称して 4 日の夜に開 

催し、コンサートも行われます。キャンドルが灯る中、音楽を聴きながら夏の宵を過ごし 

てみませんか？開催日時：８月４日(日)17 時～20 時３０分(雨天時開催) 入場無料  

 

 

 

甚目寺観音を舞台にあま市を活性化させようと、毎月１日に

マルシェを開催している「風土マルシェ実行委員会」さん。出

店者さんは地元の方が中心。得意なことを活かせる活躍の場に

もなっています。手作りのアクセサリーや、有機野菜、パンや

スイーツと、逸品が勢ぞろいの風土マルシェに、まだ訪れたこ

とがない方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

■ ７／１ 今、注目の「風土マルシェ」開催！  

 

あまっ子はるっ子 ふぁみさぽセンターから 
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だい７かい 

 

 

 

教会内の明るく広いスペースで行われ、歌声喫茶や健康体操、クリスマ

スコンサートなど多彩なプログラムで楽しいひと時を過ごします。地域

の方に限らず、どなたも参加できるサロンです。 

○毎月第 3 火曜日 ○開催時間 13時 30 分～15時 
〇開催場所 名古屋西福音自由教会（七宝町沖之島間曽 64-1） 

 

 

■ 高齢者サロン    

シニアの方たちの居場所として、市内では多くの高齢者サロンが運営されています。今回は二つの

サロンをご紹介。ぜひ、仲間作りや健康増進などのために、お近くのサロンにお出かけください。

お問合せは、市民活動センター、または、あま市社会福祉協議会（電話 052-443-4291）まで。 

 

 

 

 

参加者さんは毎回５０人以上と大所帯！スペースを広く取れないので

体操は手を上げるくらい。その代わり大きな声で合唱します。歌詞を知

らなくても歌えるよう、模造紙に手書きした歌詞を掲示しています。 

○毎月第 1 火曜日 ○開催時間 10時～11 時 30 分  
〇開催場所 秋竹小学校、北館会議室 

 

【ジョイジョイサロン】  

9 月 21 日(土)14 時～16 時、七宝産業会館 2 階大会

議室において、市民活動センターの登録団体交流会を開

催します。行政・市民活動団体・市民ボランティア、そ

れぞれがつながり、得意分野を活かして協働することで、

新たな次の一歩を踏み出すことができます。 

今回は、各地のまちづくりや組織の活性化のファシリ

テーションを行っている(株)ソーシャル・アクティ代表 

林加代子氏をお迎えし、「協働で広がる可能性」をテー

マに、ワールドカフェスタイルでワークショップを行い

ます。他団体の多くのチカラとつながりながら、より活

動の充実を図りませんか？一般の方のご参加も受付けて

います。 お申込み・お問合せ：市民活動センター 

お申込みはセンターま

で。 

 

応募条件は、以下の説明会のいずれかに参加していただける方となります。 

【説明会日時】 ①8/24(土)七宝産業会館 ②8/26(月)甚目寺産業会館 14時～15時 

        ③8/28(水)美和情報ふれあいセンター 19時～20 時 

こちらのQRコードから申込書に必要事項を記入して8月15日(木)までにお申

込みください。中学生、高校生については、保護者の同意書が必要になります。

みなさんの積極的なご応募をお待ちしています！ 

 

 

 

秋竹地区・・・【いきいき秋竹サロン（つぶらボランティア）】 

準備や当日の運営をサポートしてくれる、市民ボランティア・学生ボランティア募集中！ 

 

 

■ 市民活動センター主催 団体交流会のお知らせ  
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●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！ 
 

市民活動センターでは、毎月 15 日と 30 日にメールマガジンを配信してい

ます。センターからの耳寄りなお知らせや、登録団体さんのイベント情報、助

成金など、最新の情報をお届けしています。ただ今、センターではメルマガ会

員募集中！関心のある方は是非ご登録ください。手続きはカンタン！下記のア

ドレスに、お名前とメルマガ希望と書いてメールしてください。 

               

 

                     

 
 

あまテラスからお知らせ 

 

あまテラスニュースレター“あまがすき”では、今後のイベント情報や活動日の情報、また

はメンバー募集、ボランティアさん募集など情報を発信しています。紙面に掲載してほしい

市民活動団体情報がありましたら、早めにご連絡ください。（発行準備及び配布期限がありま

すので、情報提供期日はセンターにご確認ください。）あまテラスフェイスブックでも随時情

報発信のお手伝いをしています。是非ご利用ください。 

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 

元気のでるあまの  壺！② 5 分の 4 の老人力？！じいさんの嘆き 
 メディアは、まもなく 5 人に 1 人が認知症のおそれがあるとあおりたてる。しかし 5 人に

4 人はまだまだ元気である事を忘れてはならない。 

A 地区の通学団に新 1 年生が３人加わり 13 人になった。久しぶりに活気ある通学風景。 

7 時半、さぁ見守りじいさん出発！ 

先頭の隊長は 6 年生男子。新 1 年生は小走りで距離をつめ、しばらくは一緒に歩くが距離

がひらくとまた小走りの繰り返し。そんな中、じいさんは「あっ、カルガモの親子が６羽もい

るぞ！」と声をかけ、指さす。が、反応無し…。「あっ、ツバメだ！ツバメは飛びながら餌を

ついばむんだよ！」また、無言。子どもの顔は、「うるさいじじぃだ…」。それでもじいさんは

懲りずに話題を探し、「○○さんのお爺さん、退院されて良かったね」。「…うん！」。やっと一

言返ってきた。が、まだまだ無言の通学風景は続く…。しかし、見守りじいさんは 

くじけない！かつての登下校は本物学習の宝庫だった。地域の 

子どもと高齢者が触れ合うせっかくのチャンスなのだから。 

見守りじいさんは 5 人に 4 人、まだまだたくさんいますよね！（木全克己） 

★木全先生が司会とおもしろ演芸タイムを担当する歌声サロンは 8/27(火)14 時～16 時開催です★ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動センターでは、特技を活かしたり、地域のために何かしたい等、市民ボランティア

さんの活躍を広げていくため、「市民ボランティア募集コーナー」を開設しています。地域

のボランティアをしてみたい人に向けて、地域の人たちにお手伝いしてほしいボランティア

依頼を紹介し、マッチングを行っています。興味のある方はぜひ一度見に来てくださいね。 

★ボランティア募集のおしらせ★ 

 

Mail： info@ama-shiminkatsudo.jp 

 

メルマガ会員募集のお知らせ 

こちらの QR コードからもメールしていただけます。 

 

① 夢コンサートの受付や舞台設営のお手伝い…9/29(日)11 時半～ 音楽ネットこすも 

② 児童館で子どもたちに手遊びのお手伝い…各会場随時 音楽ネットこすも 

③ 高齢者施設・病院等の音楽ボランティアのお手伝い…各会場随時 音楽ネットこすも 
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