
g café Fujito に炊き込み弁当が登場！

今までの丼弁当が、ご飯とおかずが別々
になったお弁当に生まれ変わりました 。
週替わりで、 鶏五目弁当の他 「十六穀
弁当」「赤飯弁当」 などをご用意して
います。どれも480円税込みです。

おかずがたくさん入ってていいね！

あけましておめでとうございます。
今年は、にぎわいができるだけ元に戻ることを願いつつ、

新しい生活様式の中でも楽しく交流できるコミュニティカフェにしていきたいと思います。

　コミュニティカフェは、こどもから大人まで誰もが集まれる場
所です。家族やお友達とくつろいだり、ひとりでCha no Marche
をのぞいてみたり、お茶をするなど、憩いの場でもあります。
　そんな地域の人との交流を図るため何をしようかなど、私たち
と一緒に考えてくれる人達がいます。それが「まちコンシェル
ジュ」です。
　森さんはギャラリー担当のまちコンシェルジュで、創立当初から
ギャラリーの運営に携わっています。g café Fujitoで写真の映像
を流してティータイムを楽しむ「デジタルギャラリーｇ」の提案を
快く引き受けてくれたのも森さんです。
　定期開催しているブッククロッシングの榊原さんも、まちコン
シェルジュの1人です。ブッククロッシングに留まらず、多彩な趣
味を活かし、皆さんに楽しんでいただける企画を考えています。
　今年は、より地域の人に関わってもらえるようなコミュニティカ
フェにしたいと思っています。　その第一弾として1月から、まちコン
シェルジュと企画した講座( たまりば倶楽部 )が始まります。
　またこれから新たに活動を展開したい人の後押しもします。こんな
ことをしてみたい、こんなことがあったらいいなということがあれ
ば、お気軽にお問い合わせください。

：0568-37-2933
：info@machiswing.jp
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【お問い合わせ】　グルッポイベント事務局

鶏五目弁当
480円 [税込み ] 

g café Fujitoは、飲食店で安
全・安心に過ごしていただける
「ニューあいちスタンダード」
三ツ星認証店です。

ギャラリー　森 健（たけし）さん

たまりばルーム　榊原 英美加さん

P3のEvent newsを見てね!

NEW

年始は
1月4日（火）から開館

たまりば倶楽部
●6日(木)・20日(木) 14:00～16:00
榊原英美加
「楽しくプログラミング」
 
●14日(金)・28日(金) 10:00～12:00
SONIC’S GALLERY
 「シャインカービングで交流しよう」

New

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。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　「グルッポふじとう」開所以来、皆様には変わらぬご愛顧を賜り、心より感謝申し上
げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設の利用制限や閉鎖などに
より、皆様には大変ご不便をおかけしました。
　そのような状況の中で、遊具広場や芝生広場などの屋外施設が完成し、現在では多
くの方に利用していただいております。
　本年も、感染症等への十分な対策を講じながら、皆様に安心して楽しんでいただけ
るよう社員一同、施設運営に努めてまいります。
　引き続き、ご愛顧のほど心からお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　高蔵寺まちづくり株式会社　代表取締役社長　加藤 達也

高蔵寺
まちづくり（株）
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　「ボランティアだという自覚はなかったのですが…」
と控えめに話す大槻恵美さん。以前に地元で開催さ
れていた音楽祭に奏者として出演する傍ら、事前準
備や会場整理などのボランティア要員として、イベ
ントのサポートにも携わっていました。ビジネスで
はなく趣味の仲間との活動は、気負うことなく自然
に始められ“ボランティア”といった認識はなく、
楽しく学ぶことも多かったと語ります。
　ボランティア活動では、「幅広い世代間での共同
作業で、コミュニケーション力が磨かれ交友関係も
広がりました」と語り、「良い刺激も受けました！」
とほほ笑みます。
　日頃は「ウクレレ講師」や、手先の器用さを生か

～何気ないボランティアが、
　　　　　　　　趣味の仲間とつながる～

して「ぬいぐるみクリエイター」
としても活躍する大槻さん。ウク
レレの受講生の中には、自身より
年齢が高い人もいますが、これま
でに培ったコミュニケーション力が発揮され、自
然体で接することができ、互いに信頼関係が築か
れ教室も長く続けられていると話します。受講生
のアドバイスで「ぬいぐるみクリエイター」とし
ての活動の幅も広がりました。
　最後に「グルッポふじとうは多くの人が集まり
素敵な場所ですね」と話し、「地元の人がもっと気
軽に楽器演奏できる場があると嬉しいです！」と
語ってくれました。

地域のひと
白山町　大槻恵美さん白山町　大槻恵美さん

めぐみめぐみ

まちのトピックス 地域包括支援センター

　わがまち高蔵寺から見上げた空。大空に
雄大に羽を広げ飛んでいる鳥のように見
えませんか？わが子が撮影し、一切加工は
していませんよ。子どものこういった発見
は面白い。大人になっても、たまには空を
のんびりと眺めてみたいです。（サ）

肺炎球菌感染症について
　昨年からの新型コロナウイルスの流行、冬になりインフルエンザの流行時期も
やってきます。2回目のコロナワクチン接種が終わり、インフルエンザの予防接種
が進んでいる状況かと思います。肺炎の原因として、肺炎球菌の割合が高く、①乳
幼児、②65歳以上の高齢者、③基礎疾患のある方が特にかかりやすくなります。
ワクチン接種により肺炎予防の効果が期待出来ます。
　肺炎は風邪をこじらせたものではなく、全く異なる病気です。症状として息切
れ、黄色から緑色の痰、38度以上の高熱症状が長く続いたら、肺炎球菌感染症の
可能性もあります。また、インフルエンザに感染して、免疫力が低下して起こる肺
炎の多くは肺炎球菌からなるものと言われています。
　肺炎予防のために、普段の生活からバランスの良い食事、適度な運動、手洗い・
うがい、マスクの着用などを心がけることが大切です。インフルエンザの予防接
種も大切な肺炎予防の１つとなります。
　春日井市内に住民票がある65歳以上の高齢者の方を対象に、65歳、70歳、75
歳と5年おきに肺炎球菌ワクチン接種の案内ハガキが自宅に送られ費用の一部補
助を受けることが出来ます。ワクチン接種費用の一部補助については、春日井市
役所のホームページに記載されています。
　接種希望のある方は、一度かかりつけの先生に相談されることをお勧めします。

高森台・石尾台

Tel：0568-88-5829
開館時間：9:00～ 17:30
定　  休： 土・日・祝 (土・日・祝の一部・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

楽しい発想はまちを変える
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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

（旧 NPO 法人まちのエキスパネット）

グルッポ
ふじとう
公式Blog
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[ 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

市民の手で盛り上げていこう !コミュニティカフェ

「まちコンシェルジュ」ってどんな人 ?

LINE
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☆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

※感染症対策として図書館が臨時休館となった場合は、延期とします。

　児童館では小学生のための楽しいイベントがたくさん
あります。

・けん玉教室
・体育館であそぼう会
・スノードーム作り
・なないろクレヨン隊
 （凧作り）

★体育館で遊べます。
　火曜日～金曜日
16:00～17:00まで
★土曜日の午後　遊びのひろば
　3階の広い部屋でカプラ・ボードゲーム・工作・けん玉・
　ぬりえ・シュシュなど、他にもいろいろあそべるよ！

※事前に予約が必要なイベントもあります。
　児童館に来て聞いてみてね。

　１階ギャラリーでは、絵画・写真・陶芸・書などのアー
ト作品の展示ができます。
　申込みにはCha no Marcheに出展登録が必要です。登
録・申込ともに3階こまちセンターまでお越しください。
　お友達とのグループでの展示や、教室の発表の場と
してもご利用いただけます。

＜ご利用方法＞
利用期間：火曜日～日曜日の１週間単位。（月曜日休館）
（火曜日が休館日の場合は水曜日～日曜日）
予約は随時、先着順で受け付けます。
壁面と棚の上での展示は、無料です。
（机の利用やワークショップは有料です。）

めでたい
“本のおみくじ大会”

ギャラリーで展示してみませんか？ 「デジタルギャラリーｇ」も開催しています！

小学生の皆さん
児童館であそぼうよ

Event newsEvent news
1 月のグルッポ

正月遊び（こま・羽子板・凧あげ）

体育館で遊ぼう会（小学生対象16：00～）

ボードゲームであそぼう会

骨盤ベルト体操

けん玉教室　（小学生対象　13：30～）

親子でヨガ

なないろクレヨン隊

バランスボール

ママと一緒にヨガ

1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

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

お問い合わせは3ページ右下のこまちセンター（社会福祉法人まちスウィング）まで

　＜業務内容＞
◎飲食店の営業管理、とりまわしなど（caféマネージャー）
◎菓子等商品の企画・試作（調理・菓子作りの腕を活かしたい方）
◎弁当・パンなどの製造を障がいのある方とともに行い、
　サポートする支援員
◎保育士・児童指導員（入社日応相談・4月～ＯＫです！）

福祉サービススタッフ募集中！
業務拡大につき

募集中

※11月30日
申し込み確定分

4日(火) ・18日(火)・23日(日)・25日(火)

6日（木）・20日 (木 )

15日（土）

19日（水）

20日（木）

6日 (木 )・20日 (木 )

14日 (金 )・28日 (金 )

4日（火）～10日（月）

12日（水）～16日（日）

18日（火）～23日（日）

25日（火）～30日（日）

13日（木）・14日（金）

ビーズアクセサリー販売・ワークショップ［SONIC’S GALLERY］

本の交換会　[ ブッククロッシング ]

カードゲームの販売・試遊［あんちっく］

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1枠30分

　「性教育は必要？/生理を子どもにどう伝える?」予約制 限定4組！

10:00-12:00　不登校分野の相談　[たんぽぽの風 ]　無料 予約不要

14:00-16:00　榊原英美加「楽しくプログラミング」　※未就学児～小学校3年生　

家にパソコンがなくても、プログラミング的な思考を育てる方法　 
 (未就学児は保護者同伴)

10:00-12:00　SONIC’S GALLERY 「シャインカービングで交流しよう」※材料費 500円

　シャインカービングとは、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アートです。

編物クラブ　て・あみゅーず「編物作品展示会」

伊藤護  北海道「秋、冬」

大村邦雄  いちょうの会　「 写遊会写真展 」

鈴木昭  カラーペンクラブ「色鉛筆画の作品展」

14:00～、15:00～　伊藤護  北海道「秋、冬」

ご予約・お問い合わせはこちら　0568-37-2933

Cha no Marche

まちの保健室

　　　　たまりば倶楽部

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

まちコンシェルジュと一緒にやってみよう !　予約制 各 5名　　  たまりばルーム

g café Fujito

コミュニティカフェ

NEW

7日

8日

14日

16日

21日

23日

26日

28日

金

火 木

土

金

日

金

日

水

金

参 加 対 象
開 催 日
開 催 時 間

開 催 場 所
注 意 事 項

図書館利用カードをお持ちの方 
1月8日(土)～1月10日（月・祝）
1部 10:00～11:00
2部 15:00～16:00
図書館2階ティーンズコーナー
上記開催時間内で参加者多数の場合は
“密を避けるため”時間制限をさせていた
だく場合があります。ご了承ください。

ストリートピアノ 予約制

Afternoonおとなのコンサート“Wednesday”
場　所：g café Fujito　　※演奏はピアノのみです。 
日　時：1月12日（水）（毎月第2水曜日）15:00～ 
1人15分程度　　　参加費：500円
ご予約　gruppo.event0610@gmail.com  
　　　　またはTel：0568-37-2933

Tel：0568-37-2933　 開館時間：9:00～18:00
定　休：日曜日・祝日

Facebook LINE

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 )　

最新情報を
チェックしてね！

Instagram

お魚をつりあげて“本のおみくじ”

をゲットしよう！新年の運試し！
お魚はスタッフの手作りです♪

たのしいイベント
もりだくさん !

うんだめ

　ｇ café Fujitoの白壁に大きな見応えのある写真映像
が、音楽と共に次々と映し出されます。
　コーヒーを飲みながら、美しい写真の世界を堪能して
みませんか？
　過去には、「月下美人」「アラスカのオーロラ」などの写
真を上映しました。
◆開催は、原則毎月第4火曜・木曜 14：00～と15：00～各15分ほど
（日程については、変更になる場合がありますのでお問合せ
ください。）

スノードーム▲

おみくじには「運」にちなんだ
本の紹介が書いてあるよ!

4日　 ～6日

　・資格をお持ちの方・経験者優遇します。
　  詳細については、一度下記までご連絡ください。
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