各交流館で活動されている方々にお話をうかがいました。

「広報とよた」
「交流館報」
「HP」などを見て、受けたい講座情報をチェック！
受付開始日に、交流館窓口または電話で申し込みます

笑顔の子育てを地域で応援

菊池知佳さん

『笑顔になる交流カフェ』～ボランティアに参加して～

藤岡中学校3年

森田梨恵子さん

講座初日、会場へ。受付で名簿をチェック、受講料など参加費を支払います

受講開始！
私は7年前、
長女が2歳、
次女
が2カ月の時に県外から引越し
て来ました。
右も左もわからない
土地で、
近所に親戚や知人もお
らず家に引きこもってばかりいま
した。
そんな中、
交流館で行われ
ていた子育て応援講座に参加し
てみました 。
そこでいろん
な遊びを教え
てくださる先
生と優しいボ
ランティアさ
ん、
そして同じ年頃の子を持つマ
マたちと知り合い、
それからは楽
しく過ごせるようになりました。

娘たちが幼稚
園に入園後はボ
ランティアとして
参 加し、私と同
じように育児に奮闘されている
ママたちが、
少しでも楽しい気持
ちになれるようにお手伝いをし
ています。
昨年は次女も小学生になり、
私の育児も一段落。
自分の時間
にも余裕ができ、幼稚園で知り 援講座のお手伝いをさせていた
合った方と歌のサークルを結成 だきたいと思います。
し、今年度は講師として子育て
応援講座に参加しています。
若園交流館
これからも、
ママたちが笑顔で
講座の受講を
子育てできるように、子育て応

私は、交流カフェボランティ
アに約2年間参加させていただ
きました。何か地域のためにで
きないかと思ったからです。
最初は、知らない人が多くて
とても緊張しました。
しかし、回
を重ねるうちに楽しく会話がで
きるようになり、地域の方々の
優しさを感じました。
交流カフェのいいところは、

きっかけに講師へ

老 若男女
問わず 楽
しめ るこ
と 、地 域
の 方 々の
交流が増
えて仲よ
くなれること、
そして何よりも笑 ことができ、
顔になれることです。
このように 嬉しく思いま
交流カフェは心温まる場所なの す。いい経験
で、
これからも多くの方々に来て をさせていた
いただき、笑顔になってほしい だきありがと
と思います。
うございました。
私はコーヒーを淹れるといっ
藤岡交流館
た小さなお手伝いしかしていま
せんが、地域の活動に貢献する
交流カフェ

地域で生かすデザイン力【益富交流館】

私は、大学でデザインを学び、卒業後グラフィックデザインの仕事をし
ています。自治区からの依頼でコミュニティ
会議のメンバーとなり、
「部会だより」や「成人
式のしおり」作りに長く携わりました。昨年か
らは年4回発行の自治区広報誌の編集を頼
まれ、
やりがいを感じながら取り組んでいます。
このような活動を通じて、自分の仕事が地
域の人たちとのふれあいやコミュニケーショ
ンづくりに、
少しでも役立てば幸いです。
これからも、新しい発想や発見を常にデザ
インに生かし、地域の一員として活動してい
きたいと考えています。

【開催日】

子育て応援講座
ほっぴーサロン

毎月第3土曜日
10時～12時

の

みなさん

『百聞は一見にしかず』 貴重な体験でした
私は、大学の社会教育課題
研究の一環として、
ゼミの仲間9
名と交流館との共催で地域の
子どもを対象とした講座を開講
しました。
初めてのことで不安でしたが、
7月から週1回のペースで仲間
と協力して準備を進めました。
子どもたちが
家でも簡 単に作
れ るようカップ
ケーキを作ること
にしました。試作では失敗を重
ね苦労しましたが、交流館の職
員の方の助言を得ながら何とか
当日を迎えることができました。

この日は勤労感謝の日でも
あったので、
「お世話になってい
る人に感謝を伝えよう」
との気
持ちでカード作りも取り入れま
した。子どもたちは発想が豊か
で想像以上のものを作ってくれ
ました。
講座は完璧に成功というわけ
ではありませんでしたが、
子ども
たちの
「楽しかった」
という声を
たくさん聞くことができ、
良かっ

中京大学3年

大石真桜さん

たと思いました。講
座を開くのにこれ
ほどの準備期間
が 必 要 だとは
思ってもいま
せんでした。社
会教育実践の
良い 経 験とな
りました。皆 様
のご 協 力 に 感
謝しています。

保見交流館
交流館と地域の
学校との共催事業

「デコレーション
カップケーキを作ろう！」
【開催日】
11月23日
（土）

大見町在住
小川 隆さん

特技を活かして地域貢献！
私たち
「豊南ものづくり工房」
は、木工・竹細工が得意なシニ
ア男性のグループです。交流館
で毎月第4土曜日に
「親子で楽
しむ工作教室」
を開いています。
午前と午後に開くこの講座は、
受け付けが始まるとすぐに定員
になってしまうほど大人気です。
子どもたちが大人になった時、
ここで木工作品を作った経験が
何かの役に立てばいいなと思い

ながら、工具で怪我をさ
せないように気を配っ
て指導しています。2時
間半で1作品を完成さ
せるため、作 品 選びや
下準備が大変だったり、昨今の
材料費の値上がりで予算内で
の材料の調達に苦労もしていま
す。
それでも、作品を完成させて
帰る時の子どもたちの笑顔が何
より嬉しく、
やりがいを感じます。
寸法を出す時も、
算数のクイズのよ
うに 問 い か け自
分 で 考 えさせる
など、孫とするよ

豊南ものづくり工房

竹内保夫さん

うな会話のやりとりを楽しんで
います。
私たちの目下の悩みは、ス
タッフ・後継者不足。木工好き
の皆さん！ 私たちと一緒に楽
しく
「ものづくり」
しませんか。

豊南交流館
「豊南ものづくり工房」
（講座 親子で楽しむ工作教室）

【活動日】
毎月第4土曜日
9時30分～12時
13時30分～16時

M i M iより情 報
やりたい気持ち を

交流館が応援します！！

春は入学、卒業、就職、退
職など生活環境が大きく変わ
る季節ですね。
新たな出会いや新しい趣味
などを始めるといった方も多
いのではないでしょうか？
交流館の企画した講座に参
加することもそのひとつです
が、自らが主体（企画者・講
師）となり、持っている知
識・技術を皆に知ってもらい
たい！ 地域に貢献したい！ 趣味のグループを作りたい！
そんな “やりたい気持ち” を一緒になって考え、実現できるプ
ロジェクトがあります。
このプロジェクトは、平成25年4月からスタートしており、現在
までに交流館全体で70を超える講座が開催され、趣味のグループを
作ったりするなど交流館で活躍されています。
交流館にはみなさんひとり一人が活躍する場所が必ずあります。
誰でも自らはじめの一歩を踏み出すのには、勇気がいりますが、
気軽にお近くの交流館へ出かけ、職員にご相談ください。
みなさんの“やる気”をお待ちしています。
お問い
合わせ

裏面のお近くの交流館または
公益財団法人豊田市文化振興財団
TEL 0565-33-7461

交流館課

