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          ☆★尾張津島お月見灯路のお知らせ★☆  

灯りのある風景で心願成就を祈って夜の霊場めぐりを楽しみませんか？  

史上初 !!津島神社楼門を使った清林館高校手作りプロジェクトマッピングも開催！  

市民活動センターも昨年度行われた提案事業の紙灯籠を津島神社境内で展示します。 

この機会にぜひお越しください！  

日時：１０月１９日（金）から２１日（日）時間：１７時から２１時  

問合：尾張津島お月見灯路実行委員会及び津島霊場会  

★☆つしま歴史・文化のまちづくり提案事業のお知らせ☆★ 

氷室作太夫家住居を再発見するプロジェクトⅡ 津島の宝物ひろめ隊 

市の指定文化財「氷室作太夫家住居」の効果的な利活用案について、検討・研究会を開催します。 

今年の活動は、市民版の氷室作太夫家住居保存活用計画を目指します。氷室作太夫家のこれからに  

ついて、夢を語りませんか。第 2 回は 10 月 13 日（土）１３時３０分から  参加費：500 円  

津島の宝物ひろめ隊についての詳しい情報は、こちらの QR コードから 

 

 

★☆★市民活動人材育成講座開催のお知らせ★☆★ 

 第１回 

 第４回  第３回 

 第２回 
創造的会議のつくり方 
～弾むアイディア、まあるい共感～ 

 11月10日 

土曜 

14：00～ 

16：30 

2 月 23 日 

14：00～ 

16：00 

1 月 19 日 

14：00～ 

16：00 

1２月 1 日 

14：00～ 

16：30 

土曜 土曜 

土曜 

ファンドレイジング 

地域の活性化のために 伝わるチラシのつくり方 

資金調達講座 

広報力向上講座 ～市民イベントの実施をとおして～ 

 

▼講師 名畑 恵 氏 

 

 

▼講師 星野 博 氏 

 

 

▼講師 西村 健 氏 

 

 

▼講師 織田 元樹 氏 

 

 

NPO 法人まちの縁側育くみ隊 代表理事 

 

 

日本ファンドレイジング協会 

 
認定ファンドレイザー 

 

NPO 法人ボラみみより情報局 代表理事 

 

 

NPO 法人志民連いちのみや 理事長 

 

 

企画会議や打ち合わせなど、より良い会

議を創るために、共感をよぶ合意形成のプ

ロセスが大切です！ 

団体や活動の活性化のために、合意形成

のセンスやスキルを身につけましょう！ 

団体運営や事業実施する上で欠かせない

活動資金の獲得や、自団体に合った資金調

達の手法などをわかりやすく解説！ 

活動をカタチに！ 

一歩前に踏み出しましょう! 

広報効果アップ！集客や PR につなげ

るチラシ作成のコツを学びます！ 

思わず手に取るチラシを作り、活動を

効果的に広め、参加者や協力者を集めよ

う！ 

地域活性化に向け他の地域で活動する実

践者から生の声、その体験等を聞こう！ 

活動するうえで起こりうる課題や問題解

決への気づきがきっとあります♪ 

団体活動、個人のパワーアップ！ 

津島市で公益的な活動をする市民活動団体等や個人のパワーアップを目的とした講座を、下記のとおり開催予定で

す！楽しく学んで、語ってスキルアップをしてみませんか。皆様のご参加をお待ちしています♪ 

参加申し込みや、詳しいお問い合わせは、津島市市民活動センター（つしま夢まちづくりセンター）まで♪  

場所：津島市生涯学習センター 各講座定員：20 名程度  参加費：無料 

参加申込みや、詳しいお問い合わせは、つしま夢まちづくりセンターまで♪ 

 

 

 



♦正しい姿勢で健康体操♦ 

正しい姿勢でないとなぜ困るかを解説しながら、自分でもで

きる骨盤矯正体操を行います。 

日時：10 月 24 日（水）10 時から正午  

会場：生涯学習センター第１日本間 

参加費：500 円（要予約）  

問合：姫 Lab 藤井（090-9506-3658） 

 

♦世界のことばで遊ぼう♦ 

0 歳から小学生の親子が対象ですがどなたでも参加可能です。 

日時：11 月 1 日（木）・23 日（金・祝） 

10 時～11 時 30 分 

12 月 8 日（土）14 時から 15 時 30 分 

場所：生涯学習センター第 1 日本間 

参加費：無料 

問合：ヒッポファミリークラブつしま 

谷川原（090-7046-6216） 

                   今月のちょこらぼ講座 

♦ハーバリウム体験♦  

今の季節にピッタリのハロウィンにちなんだハーバリウムを

作ります。 

日時：10 月８日（月・祝）10 時から 11 時  

場所：生涯学習センター第 4 会議室  

参加費：500 円から 1,000 円（要予約） 

使用する材料に応じて参加費は  

変わります。  

問合：姫 Lab 堀田（090-7680-5753）  

 

♦パステルアート教室♦  

日時：10 月 10 日（水）11 月 14 日（水） 

9 時３０分から 11 時３０分  

場所：生涯学習センター第 3 会議室 

参加費：500 円（要予約） 

問合：光 平野（090-8673-8404） 

★第 8 回  華墨会  津島教室  水墨画・日本画展覧会★  

 華墨会津島教室は、日本画・水墨画の教室で、年１回の成果発表となります。 

ぜひご覧になってください。また入会者も募集しています。初心者大歓迎です！ 

日時：10 月 19 日（金）から 21 日（日）9 時から 17 時（但し最終日は 16 時まで）   

場所：津島市児童科学館  入場無料 詳しくは華墨会津島教室（0567-25-1761）  

 

★津島女声合唱団 体験入団募集のお知らせ★  

コーラスは美容と健康にとても効果的です。一緒に行いませんか！初めての方も 

以前コーラスをしていて、もう一度と考えているあなたをお待ちしています。 

日時：毎月４回水曜日 午前１０時から正午 場所：神守小学校区コミュニティセンター  

参加費：1 回 1,000 円  詳しくは津島女声合唱団（090-7436-6235） 

 

☆登録団体イベント・募集情報☆ 
 

 

★「音の玉手箱」★  

ストリングス・アルテ・ムジカの仲間たちによる西日本豪雨災害（平成 30 年 7 月豪雨）  

 復興支援チャリティコンサートを開催いたします。どんな音楽が飛び出すかお楽しみに！  

日時：10 月８日（月・祝）開場 13 時３０分  開演 14 時～16 時  

場所：津島市生涯学習センター  小ホール  要入場整理券：義援金として 1,000 円ご協力ください。 

詳しくは男声合唱団フロイデ  （090-6468-0049）  

 

 

 

 

 

★第７回南コミュニティ推進協議会主催 クイズウォーク＆フェスタ★  

 今年でフェスタも 7 回目となり、ゲーム大会、野菜の即売など行います。多くの方のご来場をお待ちしております！ 

日時：11 月 4 日（日） 受付 8 時 30 分 午前 9 時から 

場所：南小学校 体育館＆グランド 参加費：大人（中学生以上）200 円・子ども 100 円  

参加申し込み締め切り日：10 月 19 日（金） 詳しくは南コミュニティセンター（0567-58-1687） 

 

 

 

 

 


