
■こどもとおとなの生涯学習 スポーツでGO !

Cha no Marche出店
楽しいお店が
　いっぱい!

■図書館
■地域包括支援センター

コオロギラーメン販売!

1 0 : 0 0～1 6 : 0 0　無料
いろいろなスポーツを体験しよう!

「5月5日4周年祭」の日はカフェもイベントをやるよ！
子どもライブcaféに変身！g café Fujito

身近な文房具を使って卓球ができるよ!
こんな文具あんな文具がラケットになる。
文具によってピンポン球のスピードや
回転が変わる?　ぜひともトライ! 

■児童館主催
11:00～
14:00～

⇒P.2を見てね。

「筋肉量測定会」機械を使って筋肉の量を測ります。(ギャラリーにて)

市民出店（手作り品販売やワークショップ）
知多牛ハンバーガー、ナン&カレー、
その他いろいろ美味しい
移動販売車が待っています!
スーパーボールすくいもあるよ!

10:00～12:00　無料
春日井シティバルキリーズの
女子ラグビー選手と
楽しくラグビー体験しよう。

11:30 ～　
18歳以下の子どもが主役! 
地域のみんなの子どもライブ開催! 
伴奏は大人もOK。

13:00～15:00　当日参加OK
高崎経済大学 
地域政策学部地域づくり学科 
教授 飯島明宏氏

①10:30～11:30　②13:30～14:30
「昆虫食の販売」「コオロギ珈琲]など試食あり　
参加者にはコオロギ缶バッジをプレゼント!

株式会社ファインシンター×
　　　　　社会福祉法人まちスウィング

◎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！
　（育児補助あり ・制服貸与 ）　（Tel：0568-37-2933　（平日 9：00～17：00））

[ 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

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。

お楽しみに!

おとなのためのSDGs勉強会

そのほかにも本格的なトランポリン、バランスボールを楽しもう!

：0568-37-2933　( 平日 9:00～ 17:00)
：info@machiswing.jp                                                      LINE▶

主催　高蔵寺まちづくり株式会社   お問い合わせ イベントの最新情報
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春日井ジェラート

春日井ジェラート食べたいね !
他にもテイクアウト満載 !

下敷きや定規が
ラケットになるよ！

グルッポ4周年祭

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。

高蔵寺ニュータウン内の生活利便機能強化事業

　3月からグルッポふじとう北部駐車場にキッチンカーが出店して
います！
　この取り組みは、高蔵寺ニュータウン内の生活利便機能の強化
を目的に、1～2台のキッチンカーが１週間に2、3日程度、出店し
ているものです。
　営業時間は11時～17時で、メニューはカレーやクロワッサン、
ハンバーガー等、その時々のお楽しみです！
　出店日時は、グルッポふじとう内掲示版や北部駐車場掲載のチラシ、
各キッチンカーのSNS等でご確認ください。
　お昼ご飯だけでなく、おやつや
晩ご飯にもいかがでしょうか？
　是非一度、ご賞味ください。
お問い合わせ：右記のQRコード
からInstagramを通じて、もし
くは、080-8977-7481(より
みちcafé 北川まで)

高蔵寺
まちづくり（株）

3 F

5月5日こどもの日は
こどももおとなも遊ぼう!学ぼう!

絵手紙訪問隊

まちのトピックス 地域包括支援センター

白山町の圓福寺の仁王門が昨年、新しく
なったのをご存じでしょうか？
　参拝する際に門をくぐるとヒノキの香り
が心地よく気持ちも引き締まります。仁王
像も迫力があり眼光の鋭さに〝ドキッ″と
させられますよ。

高森台・石尾台中学校区意見交換会を行いました
　3月15日に、春日井市東部市民センターにて、高森台・石尾台中学校区
の地域団体の皆さんにお集まりいただき、意見交換会を行いました。
　平成31年より毎年2回、意見交換の場を設けていましたが、この2年間
は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、対面で意見交換していた開催方
法を見直し、動画や書面にて情報共有を行っていました。
　当日は、高森台・石尾台中学校区の民生委員・地区社協・自治会・老人ク
ラブなど地域の代表の方々に出席いただき、久しぶりにお顔をあわせて
の会議を行うことが出来ました。まず春日井市内の取り組みについて報
告し、その後4グループに分かれて、各地域での活動状況についての情報
共有・意見交換を行いました。それぞれの地域特色のある活動内容を話す
中で、団体同士の情報共有も進み、団体、地域が抱える課題も明らかにな
りました。課題の解決に繋げていけるように、協力が出来たらと考えてお
ります。今後も高齢者の皆様が安心して暮らせる地域づくりを検討して
いきたいと思います。

高森台・石尾台

Tel：0568-88-5829　営業日時：月～金 午前9時00分～午後5時30分
　　　　　　　　　　　　　（土・日・祝の一部・12月29日～1月3日は休み）

所 在 地 ：春日井市廻間町703-1　特別養護老人ホーム春緑園内地域包括支援センター高森台・石尾台

　「実際に住んでみて改めて実感しました！」と、団地
の住み心地の良さを語る内藤太一さん。1級建築士のス
キルを活かし、自身で中央台の分譲団地を購入し室内
を〝自分仕様″にリノベーションしました。デザイン
性だけでなく機能的にカスタマイズされた部屋は、元
来団地の持つ日当たりの良さ、風が抜ける窓の配置、遮
音性などの建築構造の良さと相まって、より快適な
日々を送っていると語ります。
　この経験から世代を問わず多くの人たちに団地の素
晴らしさを再認識してもらいたいと、地元の建築家仲
間と「団地のつづき」と題したプロジェクトを始動しま
した。高齢化が進んでいると言われるニュータウンで
すが、「今ここにあるものの良さを引き出し、そこで暮
らす人の喜びや、地域の結びつきを未来に受け継いで

～団地住まいの快適さ、
　　　　　　　　楽しさを伝える～

いきたい！」と
熱い思いを披
歴し、個々人に
マッチした多
様性のある住
空間をデザインし提案したいと話します。
現在取り組んでいるのが、藤山台団地209号棟の眺
望の良い一室。立地や部屋の広さから、そこに住む人
を想定し設計士仲間とじっくりと内装を考えました。
5月にはオープンハウスを行い、リノベーションされ
た部屋を一般に公開します。

地域のひと
中央台　内藤太一さん中央台　内藤太一さん

内藤さん（左）と地元の建築家仲間

☆オープンハウス☆
場所：藤山台団地209号棟302号室　　日時：5月5日～7日

文房具卓球文房具卓球

ラグビーで楽しく!ラグビーで楽しく!

「食用昆虫×SDGs」未来食ってなあに!?「食用昆虫×SDGs」未来食ってなあに!?

昆チューバーかずきさんによる

      「昆虫のミニ講座」
昆チューバーかずきさんによる

      「昆虫のミニ講座」

体操・人形劇・バルーンアート体操・人形劇・バルーンアート
体操・人形劇・けん玉パフォーマンス体操・人形劇・けん玉パフォーマンス
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（幼児・小学生の部屋は遊びの部屋・中高生の部屋はボードゲームの部屋・
赤ちゃんの部屋は赤ちゃんの休憩所になっています）

楽しい発想はまちを変える
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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
　　（平日 9：00～17：00）
E-mail:info@machiswing.jp
　　　　（返信は平日となります）
https://www.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）

社会福祉法人
まちスウィング
公式WEBサイト

グルッポ
ふじとう
公式Blog

お問い合わせも
こちらから！



News

図書館
1･2 F

児童館
1 F

かすがいサボテンのおはなし
作　はるの　まい

ミニサボテン

期　間：5月5日（木・祝）10：00～ 16：00まで
対　象：上記日時、各カウンターで各種手続き（貸返・予約・
　　　　カード新規作成・利用更新手続き）をされた利用者　
　　　　先着300名に景品をプレゼント
場　所：図書館　各カウンター
　　　　※児童カウンター及び総合カウンターの混雑が予想　
　　　　　されます。
　　　　　密を避けるためにも、分散にご協力ください。
景　品：ミニサボテン（準備数230個）または、
　　　　絵本（準備数70冊）　いずれかをプレゼント

〇〇〇〇●〇〇〇〇◎
〇〇〇〇●〇〇〇〇◎

　組み立て式の本格的なエレクトーンを使って音に合わせて
遊びます。
　教室の後は、お楽しみのエレクトーンによる生演奏会
　小さい時から本物の音に触れて豊かな感性を磨きましょう
★5月25日（水）　　10：00～10：45
★対象　2・3歳児とその保護者
★申込　5月4日～児童館に直接または電話で　　　先着7組

リトミック教室

児童館講座紹介

　体育館で珍しい太鼓でリズム遊びをします。
　お父さんもお母さんも参加OK
★5月29日（日）　　13：30～14：30
★対象　小学生とその保護者
★申込　5月1日～　児童館に直接または電話で　先着10組

小学生のみなさん太鼓であそぼう

　わらべ歌にあわせてマッサージ。
　午後からゆっくり出掛けてきてください。
★5月18日（水）　13：15～14：00
★対象　2カ月から動きだす前のお子さんと
　　　　保護者（パパとママOK）
★申込　電話受付　朝9時から先着5組

わらべうたマッサージ

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

好評開催中

Event newsEvent news

5 月のグルッポ
ご予約・お問い合わせはこちら⬇

0568-37-2933（平日9：00～17：00）

★保育士・児童指導員（常勤・パート）★
＜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＞
（内容）発達に心配・不安のある子ども達（0歳～高校生）の支援。
（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。
★就労支援スタッフ（常勤）★
＜就労継続B型事業所でのお仕事＞
（内容）障がいのある方の仕事と余暇のサポート
（時間）8：45～17：45＊介護福祉士、障害福祉施設従事経験者など優遇
★カフェマネージャー（常勤）★
＜g café Fujitoでのお仕事＞
（内容）カフェの取り回しや運営管理。＊飲食店勤務経験者

詳細は 0568-37-2933 まで（平日 9：00～17：00）
まちスウィングのスタッフ募集！

こまち
センター
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たまりば倶楽部
WAKUWAKU

　今年1月から「たまりば俱楽部」で2つの講座が始ま
りました。
　そのうちの１つ、「シャインカービング」。これは、ビ
ニールシートを彫刻刀で彫ることで、ガラスのような
質感が生まれるアートです。以前から興味があった
人、もっと上手になりたくて参加した人など、ものづ
くりが好きな人同士の輪が広がっています。
　たまりば倶楽部は、「まちコンシェルジュ」が講座の
内容をコーディネートして開催します。地域のひとが
主導する講座なのです。講座の様子を見ながら、まち
コンシェルジュは参加人数や内容、所要時間など考
え、工夫しています。
　提供する人も参加する人も地域の人。日常の中で生
まれる小さな輪を大切にしていきたいですね。

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 (社会福祉法人まちスウィング )　

周年祭　図書館より感謝を込めて

※3月31日
申し込み確定分

ボードゲームで遊ぼう会（当日予約）
グルッポBaby（予約制の身長体重の計測）
わらべうたマッサージ　13：15～14：00
親子でヨガ①　10：00～10：45
登録会員制のギター教室　（中高生予約制）
リトミック教室　10：00～10：45
親子でヨガ②　13：15～14：00
たいこで遊ぼう　13：30～14：30
芝生で遊ぼう　10：00～12：00

児童館
7日 (土 )
11日 (水 )
18日 (水 )
20日 (金 )
21日 (土 )
25日 (水 )
27日 (金 )
29日 (日 )
29日 (日 )

18日（水）10:00-12:00 無料1枠30分
性教育分野の相談[もえさんに聞いてみよう!]　

※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。

19日（木）10:00-12:00 無料 予約不要
不登校分野の相談　[たんぽぽの風]

5日(木)・19日(木)　14:00-16:00　
榊原英美加「楽しくプログラミング」
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

13日(金)・27日(金)10:00-12:00
SONIC’S GALLERY
 「シャインカービングで交流しよう」
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　持ち物 あれば彫刻刀

26日 (木 )10:00-12:00
スマホ講座
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 !　
第１回　「使い方と設定」　
講座は全 3回。6月「アプリの使い方」、7月「応用」の予定。

募集中ストリートピアノ

予約制

NEW

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：5月11日（水）（毎月第2水曜日）15:00～
　　　 1人(1組)15分程度　参加費：500円/人
ご予約：gruppo.event0610@gmail.com
　　　   またはTel：0568-37-2933

どなたでも
お気軽に！

コミュニティカフェ

5日 (木・祝 )～

8日 (日 )・22日 (日 )
10日(火) ・17日(火)・24日(火)・29日(日)

12日 (木 )
14日 (土 )

10日 (火 )～15日 (日 )
17日 (火 )～22日 (日 )

Cha no Marche

ギャラリー

　春日井市が『サボテンの街』と呼ばれていることをご存じですか？
　栽培しやすく、平成 18 年までに実施された「農林水産省作物
統計調査」では、「サボテン及び多肉植物」の出荷量で全国 1
位となりました。
　サボテンは『石鹸』や『食用』など色々な活用ができ、また
話しかけることでよく育つともいわれています。
　ミニサボテンをお持ち帰りいただいて、毎日『おはよう』と
あいさつしたり本を朗読してあげてみてください。

※利用者カード 1 枚につき、1 個の景品交換となり 1 回限りと
　させていただきます。
※景品受け取りは、当日の上記時間枠内とさせていただきます。
※景品数に限りがございます。時間内でも無くなり次第終了と
　させていただきます。ご了承ください。

感染防止対策のため、周年祭が中止または期間中に臨時休館と
なった場合は、景品交換日を“延期または中止”とします。ご
了承ください。

スタッフと色々話してみよう。気軽に相談に来てね!

本の交換会［ブッククロッシング］常設スタート !　NEW
ご自分の読み終えたお薦めの本１冊と、ブッククロッシングの棚から見つけた読みた
い本1冊と交換してね!　
募集 常設ブッククロッシングに置く本を募集します。読み終えた本があればお持ちください。
　　  (おひとり5冊以内　5月末まで)
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］
スクラップブッキング体験  [ scrap★aÎ ]
手作りレディスバッグの販売 [ サロンド riki]

松本貴美子　「パソコン絵画」
小林昌史　「季のながれⅢ」

たまりばルーム

ギャラリー

32

えんがわルーム

たまりば倶楽部
たまりばルーム

まちの保健室

☆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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