
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つしま夢まちづくり提案事業」は、津島市のために皆さんが考えたまちづくりの活動を応援する制度

です。応募された皆さんの提案を選考し、補助団体と補助金額を決定します。 

つしまを元気にしたい！市と住民の役に立ちたい！など、まちづくりへの激アツの思いが込められたイベン

トの開催情報などをご紹介します。 

ルミエールセンター 

トンネル部分ギャラリー化 
つしまいろ IRO部 

11 月 21 日（土曜）、津島市宝町にあるルミエー

ルセンターの入口部であるトンネルを DIY し、ギ

ャラリーとして活

用することを目的

としたイベントが

開催されました！

今回は塗装前の養

生作業を行い、今後

は塗装、装飾などの

工程があり、参加者

を募り開催する予定です。完成が楽しみです！ 

癒しと絆で幸せ人生計画 
毎月第 4土曜日に開催！ 

縁側茶会 

11 月 28 日（土曜）、津島市本町にある本町ラクザ

にて「癒しと絆で幸せ人生計画」と題した多世代交

流ワークショップが開

催されました。癒しを

テーマとしたワークシ

ョップが行われ、参加

者の皆さんは心も体も

リラックスできたので

はないでしょうか♪こ

のイベントは、令和 3 年 2 月までの第 4 土曜日に開

催する予定です！

 

みつけよう！新たな写真。新たな自分。 

PHOTO BASE PROJECT＠TENNOGAWA 
EASTERS（愛知県立津島東高等学校写真部 OBOG会） 

11 月 3 日（火曜）、29日（日曜）、天王川公園

内芝生スペースに拠点を置き、写真撮影会を行

うイベントを開催。

まちの魅力の発信

や再訪のきっかけ

づくりを目的に、

令和 3 年 3月まで

隔週の日曜午後に

開催する予定です。拠点では、写真集の展示も

行っています。ぜひお立ち寄りください。

ビンテージバイク・ラン in TSUSHIMA 

津島と二輪文化の記憶と記録 
わっかプロジェクト。 

11 月 29 日（日曜）天王川公園にて、かつて行わ

れていた天王川公園オートバイレースの記録と記

憶を保存・継承するこ

とを目的とし企画し

たイベントが開催さ

れました。イベントで

は、当時のバイクレー

ス写真や資料を展示

するとともに、大正か

ら令和までのバイクと記念撮影が行われました。当

日は天王川公園 100 周年記念事業も行われ、会場は

大いに盛り上がりました。

今回のイベントの様子や今後開催されるイベント等については、市公式 HPや市民協働課フェイスブック「つ

し丸カフェ」にて公開します。楽しみにお待ちください！ 

つしま夢まちづくり提案事業って、どんな事業？ 

・・・・・・知る知るつながるつしまる情報 
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津島ファーマーズマーケット 
門前朝市開催！ 

 
月０の付く日は津島神社 南側駐車

場へ！地元で採れた新鮮野菜や直送

のお魚が販売されるほか、開催毎に替わる

出店もあります。 

また、門前朝市新規出店者も募集していま

す。お気軽にお問い合わせください。 
 

日時：毎月０の付く日 9:00～お昼ごろ 

   土日祝は 14:00 まで開催 

場所：津島神社 南側駐車場 

その他：雨天中止 

問合せ：あきまる 090-2138-5717  

 

2020 年度 
NPO マネジメントスクール 

 
体の運営に必要な実務知識を学び

ませんか？NPO マネジメントスク

ールは、会計や労務などの幅広い知識を専

門家から学べます。 
 

日時：12 月 10 日(木) ほか 

10:00～13:00 ほか 

場所：あいち NPO 交流プラザ 

   とよた市民活動センター 

費用：無料 

その他：定員 20 名程度（先着順） 

問合せ：あいち NPO 交流プラザ 

   052-961-8100 

NPO と行政のテーマ別意見交換会 
「犯罪被害者支援の拡充」を考える 

 
りよい協働促進と地域課題の解決

に向けて、「犯罪被害者支援」をテ

ーマに NPO と行政、双方の実務者が意見

交換を通じて課題意識の共有を図り、その

解決のための役割分担や協働の在り方を

探ります。 
 

日時：12 月 24 日(木) 13:30～15:30 

場所：あいち NPO 交流プラザ 

費用：無料 

その他：定員 10 名程度（先着順） 

問合せ：あいち NPO 交流プラザ 

   052-961-8100 

「つしま家事サポーター」 
にあなたもなりませんか 

 
常生活で困っている方が、住み慣れ

た地域で安心して暮らしていくため

に、生活の困りごと（掃除・調理・買い物

代行・ゴミ出しなど）に対するサポートの

担い手を養成する「つしま家事サポーター

養成講座」が開催されます。 
 

日時：１月６日(水)10:00～正午 ほか 

場所：児童科学館 

費用：受講料無料 

問合せ：津島市社会福祉協議会 

0567-23-5295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コロナ禍」の今、 
防災を考えよう！ 

 
災啓発に関する事業・イベントを企

画し、市民防災意識の向上と、地域

の防災力の向上に取り組み、まち・ひと・

モノの安心安全の増進を目的に活動する

「NPO 法人防災津島の会」。 

今年は、防災啓発誌として、地震や水害に

見舞われた時のためのガイドを発行して

います。 

市民活動情報コーナーにも通信は掲載中。

ぜひご覧ください！ 

問合せ：NPO 法人 防災津島の会

津島市シルバー人材センター 
会員募集中！ 

 
ルバー人材センターは、高齢者に働

く機会を提供し、生きがいの充実や

地域社会の発展、現役世代の下支えなどを

推進することを目指しています！まだま

だ現役！時間も体力もある！そんなあな

たをお待ちしています。 

対象：津島市内在住の 60 歳以上の方 

※入会を希望されている方へ月に一度、入

会説明会を開催しています。 

問合せ：津島市シルバー人材センター0567-26-8448 

しょっかいさん 
～簡単レシピ集の紹介～ 

 
ょっかいさんが愛称の「津島市健康

づくり食生活改善推進協議会」さん。 

日々の食事を美味しく、楽しく、バランス

よくできるような活動をされています。 

今年は「食生活改善推進員通信」を

発行し、美味しくバランスのとれた簡単レ

シピ集を紹介しています。 

 

市民活動情報コーナーにも通信は掲載中。

ぜひご覧ください！ 

エフエムななみを活用した 
市民活動団体情報発信！ 

 
フエムラジオを活用し、皆さんの活

動を PR してみませんか？海部エ

リア約 33 万人だけでなく、インターネッ

ト放送などにより広範囲に発信できま

す！ 
 

概要：事前収録による毎日放送する番組へ

のコーナー出演（1～3 分程度） 

※営利目的の内容は放送できません 

問合せ：西尾張シーエーティヴィ㈱ 神田 

    0567-25-8561

 今年も残すところあと僅か。やり残したことを一気に

片付けたいと思っていますがたぶん繰り越します！ 

 押忍！横ちゃんです！ 

 びっくりしました。もう 12 月です。プロ野球日本シ

リーズが例年よりひと月遅れて開催されたため、年末モ

ード突入に気づくのが遅くなりました。 

 振り返ってみると、今年はなんだかもやもやする、全

力を出し切れていないような一年でした。 

 そんな雰囲気の中、今年横ちゃんが全力で取り組み達

成したものをいくつか紹介したいと思います。 

①鬼滅の〇アニメ制覇 

全話観ました。19 話は 9 回くらい観ました。コミックス

も全巻読みました。映画は観ていませんので一気に片付 

 

けたい！ですが、たぶん繰り越し案件です。 

②インスタグラムに 100 ポスト 

旅行記、ラーメンパトロールなどを主として活動していま

す。毎年 100 ポスト以上をマストと心掛けています。色々

外出できなかったりしたので例年を下回りましたが何とか。

麺活は 50 弱に留まりましたが来年も頑張ります。 

③飲み会などの色々な我慢 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、皆さんも

様々なことを我慢されたと思います。私も全力で我慢しま

した。まだまだ我慢も続きそうです。 

 さて、今月も市民活動団体さんからのイベント情報や講

座情報など多数掲載しています。2020 年、やり残し、学

び残しがある方はぜひ！参考にしてみてはいかがでしょう

か？2021 年も元気にお会いしましょう！よいお年を！ 

毎 団 よ 

日 防 

シ し エ 


