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〒504-8555 各務原市那加桜町 1-69 TEL：058-383-1997 
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まちづくり担い手マッチング交流会 

参加者リスト 
 



 

まちづくり担い手マッチング交流会とは 
 

様々なテーマで活動している「まちづくり活動団体」同士が結び付くきっかけを作り、団体の得意なこと・できる

ことが提供できる場を拡げる（マッチングする）ことで、「地域の困りごと」を「地域で解決」していく「市民によるまち

づくり」の促進を図ることを目的としています。（総合計画：基本目標① 思いやりとふれあいのある協働のまち） 

 

まちづくり担い手マッチングは、 

市民の皆さんとの、こんな何気ない会話から生まれました。 

 

言われないと、わからないよね 

「できること」「助けてほしいこと」「やりたいと思っていること」。 

誰か気付いてくれないかな・・・と思っても、言わないと伝わりません。 

でも、なかなか話す機会がありませんでした。 

知り合う機会って、限られているよね 

各務原市の人口、およそ 14 万７千人。それぞれが様々なコミュニティに属し、素敵な活動をしてい

るのに、地域や世代、活動分野を超えて知り合う機会は限られています。 

お互いの活動を知り合うことで、活動の幅が広がるんじゃない？ 

どこかの団体が保有している情報や備品は、どこかの団体が欲しがるものかもしれないし、 

自分たちの団体のやりたいことは、どこかの団体のやりたいことでもあるかもしれない。 

お互いに団体の力を持ち寄って、足りない部分を補い合えれば、ひとつの団体ではできなかったこと

ができるようになるかもしれません。 

 

 

参加者リスト掲載団体に、ラブレターを送ってみませんか？ 

 

一度お話してみたいと思う団体が見つかったら、「ラブレター」を 

書いてアプローチしていただくことができます。 

（ラブレターは、あくまで市内の団体同志がつながるきっかけと 

していただくもので、お返事や協働をお約束するものではありません。） 

ラブレターや掲載団体について、 

詳しくはまちづくり推進課までお問合せ下さい。  

まちづくり担い手マッチング交流会の実施報告（令和 2年 12月 19日実施）は、 

各務原市役所のホームページでご覧いただけます。 

 

http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life 

/shiminsanka/37407/038112.html 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト （50音順） 

NO. 団体名  NO. 団体名  NO. 団体名 

1 安藤風季音楽事務所 23 岐阜県中日会 45 デジカメ・サークル 

2 （個人）安藤雅佳子 24 岐阜友の会 46 
手をつなぐ  

障がい啓発キャラバン隊 

3 
一眼デジカメサークル

（光彩） 
25 清住町ふるさと創生会 47 

中山道鵜沼宿 

ボランティアガイドの会 

4 いちご座 26 倶楽部 参直 48 仲よし会 

5 
紙芝居 

ミッチャンみちみち 
27 グリーンベンチ男組 49 PC サークル 

6 
WB・T 

（ウッドバーニング） 
28 グローカルファミリー 50 フェニックス・グループ 

7 えのぐばこ 29 
珈琲と紅茶と〇〇のお店 

コこ弧 
51 ぷめぷめ村 

8 （個人）小澤佐知子 30 コスモスキルト 52 ほ・ほ・え・み会 

9 
カー＆タイヤ  

グリーンベース 
31 

こどもプログラミング教室

こトリ 
53 

ボランタリーハウスおざき

「コスモスの里」 

10 
一般社団法人 

かかみがはら暮らし委員会 
32 

社会福祉法人小松河福祉会 

シニアフィットネスこもれび 
54 

ボランタリーハウス 

お茶の間Ⅱ 

11 
NPO 法人 

各務原子ども劇場 
33 抒情歌 55 松が丘ゆったりクラブ 

12 各務原市観光協会 34 
シングルマザーとその子ど

もたちの会～freely~ 
56 

Man to Man Passo 株式会社 
就労移行支援事業所 
パッソ各務原校 

13 各務原市生活学校 35 （個人）杉山正幸 57 みっぱらキッズ 

14 
各務原市全国まちおこし

映画祭実行委員会 
36 

性教育団体「いのちの授業」

ここいく 
58 みんなのいえつなぐ 

15 各務原市ラジオ体操連盟 37 ＺＥＲＯ 59 民舞踊黒川会 

16 かかみがはら陶芸倶楽部 38 
創作オペラ「貞奴」 

プロジェクト 
60 山崎区屋形保存会 

17 
耀く大野町 

まちづくり委員会 
39 NPO 法人だいじょうぶ 61 優美会 

18 カフェ りーべるて 40 中央写楽会 62 
ＮＰＯ法人良縁を結ぶ会

／孔禪易占学園 

19 上中屋お茶会 41 
中央町ボランタリーハウス

ひまわりの会 
63 緑苑地区社会福祉協議会 

20 上中屋健康クラブ 42 つくろ！の会 64 
リョクエンナーレ 

実行委員会 

21 
かわしま 

川祭り運営委員会 
43 つつじが丘自主防災会 65 ロス・アミーゴス 

22 岐阜各務原児童合唱団 44 
貞照寺ボランタリーハウス

「ラインふれあいクラブ」 
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【参加者 NO.1】安藤風季音楽事務所 

 

団
体
情
報 

団体名 安藤風季音楽事務所 

団体所在地 各務原市三井町 2-95 

団体ホームページ sop-fuki.com 

代表者名  安藤風季 

設立年月 平成 28 年 10 月 

活動目的 

子どもからご年配の方まで、どんな方にも音楽が楽しいという

ことを感じて欲しい。音楽を通して自己表現豊かな子どもを増

やしたい。 

活動実績 

カフェ・レストランなど、人々の身近な所でコンサートを 

企画。放課後デイサービスなどでリトミックを指導。 

YouTube チャンネルを開設し、ネット上でもオペラの魅力を 

伝えている。 

主な活動場所 岐阜・愛知 

団体連絡先 
TEL：090-1235-7827   
メール：info@sop-fuki.com 窓口担当者：安藤 

 

できること 

ソプラノ歌手です！音楽の素晴らしさを広めたいと思っています。 
イベント等で演奏し、盛り上げることができます！ぜひお声を掛けて下さい 
【条件】交通費・費用 応相談 

リトミック指導資格を持っています！イベントやワークショップなど 
子ども達と楽しく遊びながらリズム感を養います！ 
【条件】交通費・費用応相談 

2020 年度ミス各務原のひとり、「ミスさくら」として各務原の魅力発信をしています 

 

【交流会参加者】安藤風季 
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【参加者 NO.2】（個人）安藤雅佳子 

 

団
体
情
報 

団体名 （個人）安藤雅佳子 

団体所在地 各務原市那加 

団体ホームページ （インスタグラム）fosfofilita.34 

役職・代表者名  安藤雅佳子 

設立年月 平成 29 年 1 月 

活動目的 南アメリカの音楽（フォルクローレ）を演奏します。 

活動実績 

桜まつりや児童館、シニアクラブなどで演奏しています。 

演奏をするときは３～８人のメンバーで演奏活動をします。 

また、ケーナという縦笛の教室もします。 

主な活動場所 各務原市・犬山市 

団体連絡先 メール：fosfofilita.34@gmail.com 窓口担当者：安藤雅佳子 

 

できること 

南アメリカの曲（コンドルは飛んでいくなど）や童謡・歌謡曲などを演奏します。 

 

【交流会参加者】安藤雅佳子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.3】一眼デジカメサークル（光彩） 

 

団
体
情
報 

団体名 一眼デジカメサークル（光彩） 

会員数 8 人 

活動目的 
写真が好きな者同士が集まって活動している市認定クラブ・ 

サークル 

活動実績 

原則、毎月撮影会１回、研修会１回実施。 

また、毎年春に中央図書館３階ギャラリーで写真展を開催。 

毎年 10 月に、中央ライフデザインセンターのクラブ・サークル

写真展に出展。 

令和２年、地域活動写真展（いきいき楽習課主催）に参加。 

主な活動場所 中央ライフデザインセンター 

団体連絡先 TEL：090-8954-7921   窓口担当者：真弓健一 

 

できること 

日程等があえば、行事などの撮影に伺えます。 
 
【条件】日程等、要相談 

会費の負担は少ないので、もし写真好きの方がいれば、仲間に加わりませんか。 

 ★他のクラブ・サークルの活動との協働事例として会場内で「地域活動写真展」の写真を
掲示しています。ぜひご覧ください。 

 

【交流会参加者】真弓健一 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.4】いちご座 

 

団
体
情
報 

団体名 いちご座 

団体所在地 岐阜県各務原市三井東町 1-176-2 

団体ホームページ https://www.facebook.com/いちご座-1637023899885156/ 

代表者名 大塚道 

設立年月 平成 21 年 5 月 

会員数 6 人 

活動目的 人形劇を幼児に届けています。 

活動実績 月に１,2 回の公演 

主な活動場所 県内の幼保ならびに、児童館 

団体連絡先 
TEL：090-7690-7439 FAX：0583-71-2061  
メール：michi.no.yo.mi@docomo.ne.jp 窓口担当者：大塚道 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

地域やサークルなどへ公演へ出向きます。 
 
【条件】公演料は要相談 

私達と一緒に人形劇をやってくださる 
方を募集！ 
 
【条件】人形劇が好きな方 

人形劇の小道具や大道具、人形を一緒 
に作ってくださる方を募集 
 
【条件】お裁縫が好きな方 

 

【交流会参加者】大塚道・尾関美智代 

 

  



 まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.5】紙芝居ミッチャンみちみち 

 

団
体
情
報 

団体名 紙芝居ミッチャンみちみち 

団体所在地 各務原市那加前洞新町２－１１５ 

代表者名  岩井道治 

設立年月 平成 1 年 4 月 

会員数 1 人 

活動目的 紙芝居で３歳から１００歳まで楽しい時間を提供したい。 

活動実績 毎週土日をメインに、学びの森・市民公園で公演しています。 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 
TEL：090-4080-1025   
メール：michi.i.1069@gmail.com 窓口担当者：岩井道治 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

イベントの傍らで、紙芝居を公演すること
ができます。お父さん・お母さんが楽しん
でいる間、子どもが退屈しないように・・・
と利用していただくこともできます。 
 
【条件】交通費や絵具代などを 

助けてください。 

普段は一人で活動していますが、紙芝居
に合わせて音楽を演奏していただいた
り、大道芸と一緒に紙芝居を提供したり
といったコラボレーションも楽しそうだ
と思っています。 

 

【交流会参加者】岩井道治 
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【参加者 NO.6】WB・T（ウッドバーニング） 

 

団
体
情
報 

団体名 WB・T（ウッドバーニング） 

団体所在地 各務原市前渡西町 458 番地 

代表者名  松波利恵 

設立年月 2007 月 

活動目的 
ワークショップを通じて、世代をこえてどなたにも手軽に体験

していただくことで、繋がりを作っていきたい。 

活動実績 
市民講師、出前講座講師登録、子ども会などの団体、学校開放

デーなどのふれあい講座でワークショップを行っています。 

主な活動場所 公民館、学校など 

団体連絡先 
TEL：058-386-9266 FAX：058-386-9266  
メール：toshi-ka.ni7@docomo.ne.jp 窓口担当者：松波利恵 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

木・皮などの身近な素材に電熱ペンを 
使って文字や絵を描くワークショップ 
ができます。 
ウェルカムボード、絵馬、おしゃれな 
イニシャルレザー等の体験講座・オリジ 
ナルの作品作りができますよ！ 
 
【条件】材料費は実費が必要 

レザーや木材、竹の材料で 
不要なものがあれば、 
ご提供いただけると助かります。 

 

【交流会参加者】松波利恵 
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【参加者 NO.7】えのぐばこ 

 

団
体
情
報 

団体名 えのぐばこ 

代表者名  渡辺幾夫 

活動目的 平和アピールの為（二科会デザイン部会員） 

活動実績 

1984 年より、平和と環境保護をテーマにしたポスターを制作。 

市民会館ロビーでの平和展開催経験有り。 

被爆した旧日本銀行広島支店の建物で平和展開催経験有り。 

鵜沼中学校美術部において、夏休みに絵画指導の経験有り。 

団体連絡先 
TEL：058-370-5842 FAX：058-370-5842   
窓口担当者：渡辺幾夫 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

100 点余り（B1 基本）の作品をお貸し 
できます。学校での平和教育やポスター 
制作に役立ててください。 
 
【条件】搬出入は全てそちらで（返却まで） 
お願いします。 

来年、８月に平和展を行いたいので、 
手伝っていただけませんか。 
（2020 年 8 月 2 日～10 日まで、図書館
ギャラリーで予定していましたが、中止
となりました。） 
 
【条件】ボランティアで搬出入・展示を 
していただける方 
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【参加者 NO.8】 （個人）小澤佐知子 

団
体
情
報 

団体名 （個人）小澤佐知子 

団体所在地 那加新那加町２７－７－５０３ 

代表者名  小澤佐知子 

会員数 1 人 

活動目的 
人の役に立つことをモットーとしています。自分にできること

を無理なく続けること。 

活動実績 
市内５カ所にある子ども館周辺マップを製作（イラスト入り）。

団体からの依頼のあったイラスト描き。 

主な活動場所 自宅 

団体連絡先 
TEL：090-6460-1503   
メール：ysk112012080330@docomo.ne.jp 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

イラストを描くことができます。 
 
【条件】動きのあるイラストは 
少し苦手です 

役に立てそうな場があれば 
知りたいです。 

 

【交流会参加者】小澤佐知子 
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【参加者 NO.9】カー＆タイヤ グリーンベース 

 

団
体
情
報 

団体名 カー＆タイヤ グリーンベース 

団体所在地 各務原市三井町 2-65 

団体ホームページ https://greenbase.ne.jp/ 

代表者名  大西可人 

設立年月 平成 24 年 2 月 

会員数 8 人 

活動目的 

【事業】自動車/タイヤの販売・買取、車検・修理  

【社会貢献】他人の喜びで自分も喜べるような活動をしている

人への支援 

活動実績 
こども宅食・ひとり親家庭支援団体へのサポート、 

精神疾患者就労訓練受入など 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 
TEL：058-322-3983  メール：info@tireshopgreen.com  
窓口担当者：大西可人 

 

できること 

福祉的な活動に対し大判印刷の制作提供 
 

【条件】共感できる活動に対し支援 

物資運搬用の車両（古い１BOX カー）の無料提供 
 

【条件】共感できる活動に対し支援 

 

【交流会参加者】大西可人 
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【参加者 NO.10】一般社団法人かかみがはら暮らし委員会 

  

団
体
情
報 

団体名 一般社団法人かかみがはら暮らし委員会 

団体所在地 各務原市那加雲雀町１０－４ 

団体ホームページ kakamigaharakurashi.com 

代表者名  （代表理事）長縄尚史 （委員長）尾関加奈子 

設立年月 平成 28 年 8 月 

会員数 59 人 

活動目的 まちを楽しむ人をふやしていく 

活動実績 
マーケット日和企画・運営、カカミガハラスタンド企画・運営、

寄り合いの開催、○○マルシェ、各部活動 

主な活動場所 カカミガハラスタンド 

団体連絡先 
メール：info@kakamigaharakurashi.com  
窓口担当者：長縄尚史 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

いろんな特技、才能があるメンバーを紹介
できます 各務原にどんな方がみえるのか知りたい 

 

【交流会参加者】長縄尚史 
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【参加者 NO.11】NPO 法人各務原子ども劇場 

 

団
体
情
報 

団体名 NPO 法人各務原子ども劇場 

団体所在地 各務原市鵜沼各務原 5-278-3 

団体ホームページ http://www12.plala.or.jp/npokkg/ 

代表者名  田中奈美絵 

設立年月 平成 14 年 8 月 

会員数 210 人 

活動目的 

舞台劇・人形劇・音楽・芸能などの生の舞台との出会いや、地

域での異年齢集団体験活動やプレイパークなどを通じて、子ど

もも大人もいきいきと、育てあい育ちあうことを目指します。 

活動実績 舞台鑑賞年 6 回、プレイパーク月１回、季節ごとの体験活動等 

主な活動場所 市内福祉センター、体育館、文化ホール 

団体連絡先 
TEL：058-370-5893 FAX：058-370-5893  
メール：npokkg@agate.plala.or.jp 窓口担当者：山下慶子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

プロの劇団、人形劇団、芸能団体の紹介 
や公演のお手伝いができます。 人が集まりやすい場所を探しています。

（広さ、自由さ、駐車場） 

手作りのおもちゃや備品などを 
貸し出すことが可能です。 
【条件】要相談 

たき火やボール遊びなど、子どもが 
伸び伸び遊べる場所を探しています。 サイズアウトした子ども服各サイズを 

提供できます。 

 

【交流会参加者】山下慶子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

1 

 

【参加者 NO.12】各務原市観光協会 

団
体
情
報 

団体名 各務原市観光協会 

団体所在地 岐阜県各務原市那加桜町 1-69（市役所観光交流課内） 

団体ホームページ https://kakamigahara-kankou.jp/ 

代表者名  堀田みさ子 

設立年月 昭和 40 年 8 月 

会員数 143 人 

活動目的 
各務原市の観光事業の振興を図り、観光客の誘致を推進するとともに地域

産業の発展、向上に資し、あわせて国際親善に寄与すること 

活動実績 

観光事業の振興を図るため、県や市及び県内外の都市などの関係機関との

連絡を密にし、相互協力のもと、各種イベントや物産展への参加により、市

内の観光施設や観光振興行事、市推奨特産品の宣伝・PR をし、各務原市へ

の観光客の誘致に努めている 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 
TEL：058-383-9925 FAX：058-389-0765  
メール：kkm-kankou@city.kakamigahara.gifu.jp 窓口担当者：奥村 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

 
各務原市内の魅力の発信をしています。 
各務原市の魅力を、ぜひ団体活動でも 
ご活用ください。 

各務原市の魅力を発信できる仲間が欲しい！
各務原市の魅力を知っていただける機会をつく
りたい！と思っています。Facebook アカウント
「各務原市観光協会」が発信する情報を、貴団体
の SNS でもご紹介いただけませんか？ 
【条件】＃各務原市観光協会応援団 をつけて、
リポスト・シェア・投稿などをお願いします。 

 
各務原市内の魅力ある場所をたくさん 
知っています。地域振興の活動などで 
モデルコースを作る際、周辺の魅力情報 
を提供することができます。 

 

各務原市内の魅力（観光資源）を発掘したいの
で、美味しいもの、楽しい場所、楽しいこと、各
務原らしいお土産など、これぞというものがあれ
ば、教えて頂きたいです。 
【条件】皆さんの SNS での発信に、＃各務原観光 
を加えて投稿してください！ 

宿泊施設や飲食店などの新たな活用の仕方や
アイディアがあれば、交流時、参加会員にお聞か
せ下さい。 
【条件】実現に至るとは限りませんが、協会会員
の参考にさせていただきます。 

 

【交流会参加者】堀田みさ子、片岡稔、棚橋寛二 
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【参加者 NO.13】各務原市生活学校 

団
体
情
報 

団体名 各務原市生活学校 

代表者名  田中露美 

設立年月 昭和 45 年 5 月 

会員数 42 人 

活動目的 

生活者としての視点から「美しく暮らしやすい都市（まち） 

づくり」をテーマに、身近な環境や社会問題、食、健康など生

活に関わる問題について活動を推進し安全で安心に暮らせる地

域づくり絆づくりに繋げる 

活動実績 
マーケット日和での販売、啓発活動。産業農業祭での啓発。

国・県の河川水質調査に２回/年携わっている。 

団体連絡先 

TEL・FAX：0586-89-3152 
メール：tanak-ta@ccn3.aitai.ne.jp 
窓口担当者：田中露美 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

 
洗剤いらずのアクリルタワシがつくれま
す。ワークショップができます。 

 
【条件】材料費は実費が必要 

 
廃油石鹸小物などを作りながら、 
身近な環境の話をします。 
出向きますのでお声掛けください。  
仲間も募っています。 

 
廃油を使って作る廃油石鹸が作れます。 
ワークショップができます。 

 
【条件】材料費は実費が必要・水道が 
ある場所だと有難いです 

 
ペットボトル、牛乳パックを利用した可愛
いリサイクル小物が作れます。ワークショ
ップができます。 

 
【条件】材料費は実費が必要 

 

【交流会参加者】2 名 
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【参加者 NO.14】各務原市全国まちおこし映画祭実行委員会 

 

団
体
情
報 

団体名 各務原市全国まちおこし映画祭実行委員会 

団体所在地 各務原市前渡東町 5-65 カフェカーロ内 

団体ホームページ http:// machi-filmfes.is-webs.com/ 

代表者名  大野達也 

設立年月 平成 27 年 3 月 

会員数 8 人 

活動目的 

地域活性化の一環として、「まちおこし映画」の制作・上映活動

を実施し、映像文化によるプロモーション活動と地域の魅力の

再発見を行うとともに、世代間を超えた交流の機会を提供す

る。 

活動実績 
まちおこし映画制作ワークショップ、作品の無料上映会、 

国内映画祭への出品。制作作品数 6 作品。 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 TEL：058-386-9614   窓口担当者：大野達也 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

映画、映像制作のお手伝いができます。 
 
【条件】費用等 応相談 

映画制作ワークショップや映画祭を 
一緒に開催する仲間を募集中。 
想いのある方、大歓迎です。 

私たちの活動に魅力を感じて資金援助 
等をしてくださるスポンサーも募集中 
です。 
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【参加者 NO.15】各務原市ラジオ体操連盟 

団
体
情
報 

団体名 各務原市ラジオ体操連盟 

団体所在地 各務原市那加門前町 3-32 

団体ホームページ （facebook ページ）各務原市ラジオ体操連盟 

代表者名  末松誠榮 

設立年月 平成 29 年 4 月 

会員数 16 人 

活動目的 

正しいラジオ体操の普及指導を目的にしています。一人ひとり

が軽やかに安心して日々を過ごせる体を保てる健康維持増進活

動。 

ラジオ体操を通してお子様から高齢者までも“明るく・仲良く・

元気よく”を心がけて、あらゆる場所で、ラジオ体操第 1・第

2・みんなの体操の普及活動を推進しています。 

活動実績 

各務原市各保育所にて年長組の園児にラジオ体操を指導。 

市内高齢者を中心とした団体に対し、ラジオ体操・みんなの体操を指導。 

各務原市スポーツ課主催のげんき祭りの講座で市民公園会場にて指導。 

各務原市体育大会にて 3 人一団体以上でラジオ体操競技の大会実施。 

各務原市社会福祉協議会主催の団体活動でラジオ体操を指導 他 

主な活動場所 市内（希望があればどこでも） 

団体連絡先 
TEL：058-384-8429 FAX：058-384-8429 メール：

hamachan@me.ccnw.ne.jp 窓口担当者：浜田悦男 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

ラジオ体操の指導 
【条件】無料 

 
ともに活動できる団体・ともに指導を考え
ている方を求めています。 

ラジオ体操を主に、ご希望に応じて 
脳トレーニングも実施できます 
【条件】無料 

ラジオ体操指導の団体内にレクリエーシ
ョンを指導できるメンバーもおります。 
【条件】無料 

 

【交流会参加者】浜田悦男・奥村政次・真野敏  
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【参加者 NO.16】 かかみがはら陶芸倶楽部 

団
体
情
報 

団体名 かかみがはら陶芸倶楽部 

団体所在地 川島ライフデザインセンター 

代表者名  宮崎碩夫 

設立年月 平成 23 年４月 

会員数 18 人 

活動目的 陶芸を通じて仲間作りの活性化 

活動実績 設立以降毎週金曜日活動 

主な活動場所 川島会館 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

陶芸作成指導ができます。 
【条件】材料費 

窯焼きの手伝いをしてくださる方 
を募集しています。 

 

【交流会参加者】 宮崎碩夫 
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【参加者 NO.17】 耀く大野町まちづくり委員会 

団
体
情
報 

団体名 耀く大野町まちづくり委員会 

団体所在地 各務原市大野町３丁目２７４ 

団体ホームページ https://sites.google.com/view/oonocho 

代表者名  岩田隆統 

設立年月 令和 2 年 10 月 

会員数 30 人 

活動目的 大野町のまちづくりに関する課題の解決 

活動実績 2020 年 10 月よりホームページ立ち上げ 

主な活動場所 各務原市大野町 

団体連絡先 

TEL：058-389-4213 
メール：zzz8man@gmail.com  
窓口担当者：鈴木智晴 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

 
認可地縁団体の手続きを進めています。 

 
地域活動・まちづくり活動の情報共有 
ができればと思います。 

 

【交流会参加者】 鈴木智晴 
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【参加者 NO.18】カフェ りーべるて 

 

団
体
情
報 

団体名 カフェ りーべるて 

団体所在地 各務原市松本町 2-10 エール 21 1Ｆ 

団体ホームページ Instagram アカウント @_cafe_liberte_ 

代表者名  和田清美 

設立年月 平成 30 年 10 月 

活動目的 飲食の提供・地域貢献 

活動実績 様々なワークショップを定期開催していただいています。 

主な活動場所 カフェ りーべるて 

団体連絡先 
TEL：058-381-9019 FAX：058-381-9019   
窓口担当者：和田清美 

 

できること 

 
ワークショップを開催したい団体さんへ、開催時の場所を提供できます。 

 
【条件】ワンオーダーご協力をお願いします。 

 

【交流会参加者】和田清美 
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【参加者 NO.19】上中屋お茶会 

  

団
体
情
報 

団体名 上中屋お茶会 

団体所在地 各務原市上中屋町 

代表者名  河田壽夫 

設立年月 平成 27 年 6 月 

会員数 20 人 

活動目的 町内の親睦 

活動実績 毎月第１月曜日、10 時より開催 

主な活動場所 上中屋町公民館 

 

できること 

上中屋町の方、ぜひ来てください。 

 

【交流会参加者】河田壽夫 
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【参加者 NO.20】上中屋健康クラブ 

 

団
体
情
報 

団体名 上中屋健康クラブ 

団体所在地 各務原市上中屋町１丁目 206 番地 

代表者名  丹羽昭一 

設立年月 昭和 51 年 4 月 

会員数 10 人 

活動目的 健康づくり 

活動実績 

発足して 40 年以上になりますが、多いときは 40 名前後で現在

では多種多様のスポーツも行っています。会員数は 10 名で、準

備運動、ラジオ体操等も行っています。 

主な活動場所 天神神社境内広場 

団体連絡先 TEL：058-382-2882   窓口担当者：丹羽昭一 

 

できること 

ペタンク、ボールゲーム、クロリティ他 
教えることができます。 

 

【交流会参加者】丹羽昭一 
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【参加者 NO.21】かわしま川祭り運営委員会 

 

団
体
情
報 

団体名 かわしま川祭り運営委員会 

団体所在地 各務原市川島渡町 

代表者名  櫻井幸二 

会員数 40 人 

活動目的 
「かわしま川まつり」の開催 

祭りのお囃子の継承・練習 

活動実績 
毎年 7 月最終日曜日に祭りを開催している。 

一年を通じて、祭りのお囃子の練習を行っている。 

主な活動場所 河川環境楽園（祭りの開催場所） 

団体連絡先 窓口担当者：稲川和宏 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

川島地区の歴史とそれにまつわる川と 
の闘いの歴史、川まつりのこれまでの 
経緯などについて映像などを使って 
話をすることができる。 
（川島小４年生を対象に毎年実施） 

祭り参加者が年々減少し、祭りの存続 
が危ぶまれている。お囃子や船頭役だ 
けでなく、裏方として協力してもらえ 
る人が欲しい。 

祭りのお囃子を、イベントなどで披露 
することができる。（実績あり） 

 

【交流会参加者】稲川和宏 
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【参加者 NO.22】岐阜各務原児童合唱団 

 

  

団
体
情
報 

団体名 岐阜各務原児童合唱団 

団体所在地 各務原市尾崎北町２丁目 13 番地 

団体ホームページ https://gkg.jimdofree.com/ 

代表者名  長尾正 

設立年月 昭和 45 年 4 月 

会員数 80 人 

活動目的 

合唱を通して、仲間作り、まちづくりに努めます。幼稚園児から大学

生が所属し、日々の練習を通して人間関係の在り方や音楽を通じての

人と人との交流を大切にしながら活動しています。 

活動実績 

全国の児童合唱団との交流、国民文化祭、全国各地 （神奈川県、徳島

県、鳥取県、群馬県、福井県など）での 演奏や、海外での演奏オース

トラリア（シドニー）中国（北京市）、海外合唱団・韓国（韓国少年少

女合唱団・春川児童合唱団）との交流を行っています。 

主な活動場所 全国、練習は那加福祉センター 

団体連絡先 
TEL：058-383-1075 メール：debuneko@mtg.biglobe.ne.jp 
窓口担当者：長尾正・青木園子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

合唱を通して、美しい歌声を届けることが
できます。 
【条件】ご相談を頂いて、条件や日時の合
う範囲でとなります。 

 一緒に歌いたい幼稚園から大学生の方は
ぜひお越しください。 

ミュージカルや歌を通して地域おこしが
できます。実績として、新加納「日吉のか
える」物語、「おがせ池」など、地域の方と
協力して作り上げました。 
音楽に合わせて地域の伝承を伝えること
ができます。 

演奏活動への応援・協力・参加、 
合唱団の活動への支援・助成をして下さ
る方を募集しています。 
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【参加者 NO.23】岐阜県中日会 

 

団
体
情
報 

団体名 岐阜県中日会 

団体所在地 各務原市那加前野町 4 丁目 140 番地 

団体ホームページ https://gifoo.co.jp/ 

代表者名  川﨑慎二 

会員数 60 人 

活動目的 

新聞販売を通じて、地域の見守りや皆様のお役に立てることを

目指し岐阜・羽島・各務原地区で 60 店、各務原市内では 12 店

舗が活動しています。 

活動実績 

◆かかみがはら桜まつり後援・協賛  

◆各種地域事業・スポーツ大会の協賛  

◆小中学校、各種団体へ伺い新聞を使った出前授業の開催 

（参加無料） 

◆折込チラシ作成セミナーの開催（参加無料/商工会議所と共催） 

◆地域見守り活動 など 

主な活動場所 各務原市内全域 

団体連絡先 
TEL：058-384-6497 FAX：058-370-5036  
メール：stud-3104.com@i.softbank.jp 窓口担当者：岩田賢 

 

できること 

団体所有の HP（Chunichi Gifoo!）と団体発行の紙媒体を使用し、お店の紹介や地域団体 
の活動の紹介、また PR 活動や広報活動のお手伝いを「無料」でさせて頂きます。 
（12 万部発行） 
【条件】無料で掲載可能です。（掲載情報を営業に使わせていただくことはありません。 

別途、広告掲載などは有料となる場合があります。） 

広告の記載内容やレイアウト等について、プロ目線でのアドバイスができます。 
【条件】相談無料です！（デザイン、印刷等は有料となります。） 

新聞を使った「出前授業」の開催。小中学校、その他団体へお伺いし開催の実績があり 
ます。新聞についての講義や、新聞を使ったエコバッグづくり体験 等 
【条件】無料でお伺いします。 

 

【交流会参加者】岡部高嗣・福地克明・岩田賢 
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【参加者 NO.24】岐阜友の会 

団
体
情
報 

団体名 岐阜友の会 

団体所在地 関市山田９１３－１ 

団体ホームページ http://gifutomo.iinaa.net/ 

代表者名  山本智子 

設立年月 昭和 6 年 3 月 

会員数 111 人 

活動目的 

雑誌「婦人之友」「かぞくのじかん」の愛読者の集まりです。

衣・食・住・家計・子育てについて、様々な年代の仲間と学び

合い、社会に貢献したいと願っています。 

活動実績 

家事と家計の講習会、離乳食やおやつの講習、料理講習、生活

講習、乳幼児と母の集まり、小学生の集まり、高年の集まり、

手作り品セール、福祉施設への支援、災害支援 

主な活動場所 各務原市およびその近郊（関市、岐阜市、可児市、犬山市など） 

団体連絡先 
TEL：090-4866-0853 FAX：058-384-8374  
メール：stnri.tnk0316@yahoo.ne.jp 窓口担当者：田中典子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

 
家事力 UP（衣・食・住・家計管理）のヒン
トをお伝えします。料理講習・家計簿の付
け方講習・生活講習など。 

 
【条件】材料費は実費が必要 

 
子育て家族や、家事を学びたい方との 
出会い、コラボ 

 
子育て家族応援、子どもの自ら生きる力を
引き出そう。離乳食やおやつの講習、親子
クッキング、子どもの料理教室、乳幼児と
母の集まり、おこづかい帳のつけ方 

 
【条件】参加費、材料費が必要 

 
鍋帽子®を使ってエコクッキング。 
鍋帽子作り・鍋帽子料理講習など 

 
【条件】材料費は実費が必要 

 

【交流会参加者】山本智子・松本真美・田中典子  

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.25】清住町ふるさと創生会 

 

団
体
情
報 

団体名 清住町ふるさと創生会 

団体所在地 各務原市蘇原清住町 2 丁目７４－１ 

代表者名 江頭宏巳 

設立年月 平成 28 年 2 月 

会員数 8 人 

活動目的 
清住町及び近隣地域の不安全箇所の整備を図り、安全で安心な

生活環境を創り出すことを目的としたボランテイア団体です。 

活動実績 

①通学路及び生活幹線道路に接した山林の樹木の伐採、下刈、大
雨や大雪による倒木等の除去及び雑草の草刈り作業 

②通学路及び通学路に沿った車道の凍結防止剤の散布 
③歩道脇の雑草の草刈り 
④空き家、1 人暮らし又は寝たきり高齢者宅の庭木の伐採及・剪
定及び草刈り 

⑤防犯パトロール活動 
⑥通学路脇の山の法面での花壇造り 

主な活動場所  蘇原清住町及び近隣地域 

団体連絡先 
TEL：058-389-3590/090-6574-2686 
メール：hiromi220219@yahoo.co.jp 窓口担当者：江頭宏巳 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

花壇造りや山林の樹木の伐採、下刈など、
私たちの活動で行っている範囲で教える
ことができます。 

今年、高齢化等で会員が少なくなり 
手伝って貰えたら嬉しいです。 
会員に加入してもらえれば、なお、 
うれしいです。 
 
【条件】できれば器材持参 

花壇づくりに女性の目線・センスで 
アドバイスがいただけたら嬉しいです。 

 

【交流会参加者】江頭宏巳 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.26】倶楽部 参直 

 

団
体
情
報 

団体名 倶楽部 参直 

代表者名  永井秀雄 

設立年月 平成 21 年 4 月 

会員数 24 人 

活動目的 蕎麦打ち 研鑽 

活動実績 西ライフデザインセンター 長期講座 講師 

主な活動場所 西ライフデザインセンター 料理室 

団体連絡先 窓口担当者：永井秀雄 

 

できること 

初心者向けの蕎麦打ち 
 

【条件】材料は実費必要 

 

【交流会参加者】永井秀雄 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

 

【参加者 NO.27】 グリーンベンチ男組 

団
体
情
報 

団体名 グリーンベンチ男組 

団体所在地 各務原市鵜沼各務原町４丁目２４１－２ 

代表者名  山地隆文 

設立年月 平成 30 年 3 月 

会員数 44 人 

活動目的 

地域の高齢男性の通いの場をつくり、生活不活発による心身と

脳の機能低下を遅らせ、健康寿命を延ばすことに資することを

目的とする。 

活動実績 

生涯現役、フレイル予防、自立・自律を理念に、産・官・学・

民の支えにより、今日まで 60 回開催。柔軟な体づくりを通じ

て、助け合う仲間作りが出来ている。 

主な活動場所 陵南福祉センター 

団体連絡先 
 TEL：058-384-7724 FAX：058-384-7724  
 窓口担当者：山地隆文 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

草取りのような軽作業のボランティア 
ができます。 

 
【条件】費用は要相談 

高齢男性の低栄養生活を避けるため、 
料理学習や実習の勉強がしたい。 

高齢者向け健康体操の指導者を 
求めています。 
 
【条件】費用は要相談 

ボランティア指導者も探して 
います。 

高齢男性の通いの場としての提供ができ
るので、気兼ねなくご参加いただけます。 

 
【条件】参加費１回１００円 

体験希望の方は参加費不要です。 
 

 

【交流会参加者】原啓・小鳥幸夫・水野滿夫 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.28】グローカルファミリー 

 

団
体
情
報 

団体名 グローカルファミリー 

団体所在地 各務原市尾崎南町１丁目１３２番地 

代表者名  板津重信 

設立年月 令和 1 年 10 月 

会員数 5 人 

活動目的 

外国人との交流を図り、共生の必要性と喜びを分かち合うこと

により、互いの存在に関心を持ち、自治会活動を始めとする

様々な地域活動を円滑に進めることができる。相互の理解を深

めることは、互いの利益を導くとともに、地域の安全や安心を

もたらすことになる。 

活動実績 「日本語教室」を月２回開催 

主な活動場所 尾崎ふれあい会館 

団体連絡先 
TEL：090-1276-8748 FAX：058-382-3240  
メール：unclesolo@ezweb.ne.jp 窓口担当者：板津重信 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

中国語の対応ができる人がいます。 参加者募集が上手にできません。 
何か良い方法があれば教えて下さい。 

 

【交流会参加者】板津重信 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.29】珈琲と紅茶と〇〇のお店 コこ弧 

 

団
体
情
報 

団体名 珈琲と紅茶と〇〇のお店 コこ弧 

団体所在地 各務原市蘇原旭町 1-45 

代表者名  河津由美 

活動目的 自宅・学校/職場以外のサードプレイスの提供 

活動実績 

・縁結びマルシェ・育フェス・雄飛ケ丘公民館でのマルシェ 

などでの珈琲や紅茶の提供 

・松が丘ゆったりクラブでの珈琲の淹れ方講座講師 

主な活動場所 手力雄神社境内 

団体連絡先 TEL：090-2939-5385 窓口担当者：河津由美 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

珈琲や紅茶をツールに、会話や交流を 
提供できます。 

マルシェやイベントなど、珈琲・紅茶の 
提供を通して役に立てる場があれば 
お声がけください。 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.30】コスモスキルト 

 

団
体
情
報 

団体名 コスモスキルト 

代表者名  村瀬香代子 

設立年月 平成 20 年 6 月 

会員数 15 人 

活動目的 手芸・パッチワーク 

活動実績 毎週土曜日 13：00～15：00 

主な活動場所 中央ライフデザインセンター２階第２会議室 

団体連絡先 
TEL：058-389-4061 FAX：058-389-4061   
窓口担当者：村瀬香代子 

 

できること 

 
子ども、大人に手芸を教えることができます。 

 
【条件】材料費は実費が必要 

 

【交流会参加者】村瀬香代子・成瀬光子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

 

【参加者 NO.31】こどもプログラミング教室こトリ 

 

団
体
情
報 

団体名 こどもプログラミング教室こトリ 

団体所在地 各務原市蘇原緑町４-25-94 

団体ホームページ https://k-c-factory.com 

代表者名  海老原 しのぶ 

設立年月 令和 1 年 7 月 

会員数 1 人 

活動目的 
子ども向けプログラミング、シニアのパソコン、 

タブレット学習支援 ・広告制作 

活動実績 

蟹江カルチャー教室、ロボット教室ビッツ講師、笑顔いち 

ばんタブレット講師、 犬山市民講座講師、各務原市学習支 

援員、会社パンフレット・ チラシ制作 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 
 メール：abfield5050@gmail.com  
窓口担当者：海老原 しのぶ 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

 
子ども向けプログラミング、パソコン・ 
タブレット教えます 

 
【条件】PC・タブレットの準備・人数は 
応相談 

 
場所の提供 

 
【条件】週１～２回程度伺えます 

 

 
SNS 等で発信のお手伝い 
チラシ・パンフレット等の製作 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.32】社会福祉法人小松河福祉会シニアフィットネスこもれび 

 

団
体
情
報 

団体名 社会福祉法人小松河福祉会 シニアフィットネスこもれび 

団体所在地 各務原市川島松倉町 2370-32 

団体ホームページ http://sfk.wpblog.jp/ 

代表者名 川島忠生 

設立年月 昭和 59 年 10 月 

活動目的 

こもれびでは、「健康寿命」を伸ばすために、筋力アップ、脳の
活性化、手作り昼食の三本柱で、皆様の健康をサポートしてい
ます。 
法人の理念の一つである、「川島地区への地域貢献」の事業とし
て、子ども食堂を行っており、子どもたちの孤食を防ぐこと、
地域の高齢者と子ども達の交流の場を作ることを目的としてい
ます。 

活動実績 
年間 10 回程度、川島小学校区の児童を対象に子ども食堂を開

催。地域の高齢者と子どもたちの交流の場を提供。 

主な活動場所 シニアフィットネスこもれび 施設内 

団体連絡先 
TEL：0586-89-6418 FAX：0586-89-6419 
メール：sfk@chocoji.com 窓口担当者：林 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

川島小学校区の児童を対象に子ども食堂
を開催しています。 
（※現在コロナの影響により、大人の方の
参加をご遠慮いただいております。） 

 
【条件】要申込 

（児童：無料、大人：300 円） 

ワークショップが得意な地域の高齢者の
方、参加児童に教えていただくことがで
きます。 
（※コロナの影響により、現在は中止し
ています。）  

 

【交流会参加者】林真樹子（ウェブ参加） 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.33】抒情歌 

 

団
体
情
報 

団体名 抒情歌 

団体所在地 各務原市各務おがせ町３－２２４ 

代表者名  芝山道男 

設立年月 平成 12 年 7 月 

会員数 21 人 

活動目的 コーラスの技術向上と会員相互の親睦と地域社会に貢献。 

活動実績 

１．月２回（第２・第４水曜日）中央ライフデザインセンター

で２時間の練習 

２．クラブ・サークル発表会参加  

３．介護施設へのボランティア活動 

（カーサレスペート、ジョイフル） 

主な活動場所 中央ライフデザインセンター 

団体連絡先 
TEL：058-384-1975（090-4268-2812）    
窓口担当者：芝山道男 

 

できること 

 
介護施設へのコーラスボランティア活動 

 
介護施設へのカラオケボランティア活動 

 
団体内に、手話・語り（子供等）ができる人がいます。 

 

【交流会参加者】２名 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.34】シングルマザーとその子どもたちの会～freely～ 

 

団
体
情
報 

団体名 シングルマザーとその子どもたちの会 ～ freely ～ 

団体所在地 各務原市尾崎西町 2 丁目 1 番地 

団体ホームページ http: //singlemams-freely.com/ 

代表者名  山下栄子 

設立年月 平成 27 年 11 月 

会員数 96 人 

活動目的 

シングルマザーとその子どもたちの行き詰まり感・生き辛さの

解消、参加者相互の親睦を深め、必要な時に共に助け合える仲

間作り、自分らしい人生を生きるための勉強会などの活動を行

うことを目的とする。 

活動実績 

毎月第 2 日曜日「シングルマザーのお茶会」を開催。毎年、講

演会や映画上映会の開催を実施しひとり親家庭・支援を必要と

する家庭に関する啓蒙活動に努めている。2020 年より、支援を

必要とする子育て世帯へこども宅食事業「ほっぺ便」を開始。 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 
TEL：080-4215-6382  メール：freelyfreely66@gmail.com  
窓口担当者：山下栄子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

シングルだからこそ感じる気持ちの分 
かち合い(ピアカウンセリング)、ひとり 
親世帯で育つ子どもたちへの様々な対応、 
離婚に悩む女性が安心して心の内を話せ
る場所づくり、子育て・生き方・心のこと
など学びの場の提供。 
 
【条件】毎月第２日曜日 

日時場所は要問合せ。 

こども宅食「ほっぺ便」で支援する食材 
や購入資金を提供して下さる事業者様・
飲食店様・農家様を募集しています。 

こども宅食に一緒に取り組んでくださる
仲間を募集しています。 

支援を必要とする子育て世帯へ、   
こども宅食事業の実施 
(ひとり親世帯に限りません) 
 
【条件】「ほっぺ便」で検索して下さい。 

シングルママさん、離婚を考えておられ
る方、生活に困り感を持っている方がい
らっしゃいましたら、freely をご紹介くだ
さい。 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.35】 （個人）杉山正幸 

団
体
情
報 

団体名 （個人）杉山正幸 

団体所在地 各務原市那加日吉町１－１６ 

代表者名  杉山正幸 

会員数 1 人 

活動目的 
ドローンの説明・空撮 及び 動画撮影・編集を、 

公共部門を中心に展開する。 

活動実績 

各務原市文化財空撮、日吉神社鳥害対策、 

各務原市公共部門ドローン説明・空撮及び動画撮影・編集、 

各務原市生涯学習ドローン講師 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 

TEL：090-2138-6677   
メール：sugim@beige.plala.or.jp  
窓口担当者：杉山正幸 

 

できること 

 

 

ドローンの説明、空撮ができます。 
 
【条件】特になし 

 

動画の撮影・編集ができます 
 
【条件】特になし 

  

 

【交流会参加者】杉山正幸 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.36】性教育団体「いのちの授業」ここいく 

 

団
体
情
報 

団体名 性教育団体「いのちの授業」ここいく 

団体所在地 各務原市蘇原東島町 4 丁目 27 番地（あいのね） 

代表者名  中村暁子 

設立年月 平成 28 年 4 月 

会員数 13 人 

活動目的 
全ての人に対して、いのちの授業や体験活動を行い自尊感情・自己肯定感

を育むことで、生きる力を湧き出させることに寄与することを目的とする。 

活動実績 

＊2010 年 NPO 法人各務原子ども劇場で「いのちの授業」を立ち上げ、幼稚園・ 

保育園、小中学校でのいのちの授業を始め、昨年度は年間約 40 回の授業を実施。  

＊PTA 連合会や、母親大会などでの講演実施。  

＊2019 年 人間と性教育協議会の全国セミナー分科会発表  

＊2018 年からは、未来の大人を地域で育てるコミュニティあいのねを開設し、 

まちの保健室や子ども食堂などの活動を始める。 

主な活動場所 未来の大人を地域で育てるコミュニティあいのね 

団体連絡先 
TEL：090-3446-8061  メール：kokoiku2016@gmail.com  
窓口担当者：今尾幸子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

全ての人にいのちの授業を行うことがで
きます。 

 
【条件】授業料が必要 

あいのねで子ども達と遊んでくれるボラ
ンティアさん募集中 

 
【条件】どなたでも 

性に関する相談事に応じます。 

性教育の担い手を育てていきたいです。
学びたい人募集中 

 
【条件】どなたでも 

 

【交流会参加者】中村暁子・夛田良子・今尾幸子・古川明美・加藤佳代 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.37】 ＺＥＲＯ 

団
体
情
報 

団体名 ＺＥＲＯ 

団体所在地 各務原市蘇原 

代表者名  非公開 

設立年月 令和 2 年 1 月 

会員数 13 人 

活動目的 ＰＣを楽しむ 

活動実績 月 2 回開催しています。 

主な活動場所 中央ライフデザインセンター 

団体連絡先 非公開 

 

できること 

全員でやりたいこと等課題を決めてパソコンを楽しむこと！！  

 

【交流会参加者】１名 

イラストから３D 加工し アニメーション（携帯用スタンプ .gif ）にしたもので、おじぎをします。 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.38】創作オペラ「貞奴」プロジェクト 

 

団
体
情
報 

団体名 創作オペラ「貞奴」プロジェクト 

団体所在地 各務原市蘇原大島町 1-6-1 

代表者名  金光順子 

設立年月 平成 22 年 1 月 

会員数 18 人 

活動目的 

各務原ゆかりの「川上貞奴」の生涯を市民手づくりのオペラとして創

り上げ、次代に継承していく。 

また、地域の芸術文化活動の振興に貢献する。 

貞奴さんを研究し、その波乱万丈で偉大な人生を、より多くの人々に

知ってもらう。 

活動実績 

2009 年 12 月 7 日より毎年奉納コンサート  

2011 年 4 月 24 日創作オペラ「貞奴」～青嵐編（各務原市民会館）  

2013 年 11 月 17 日創作オペラ「貞奴」～完結編（各務原市民会館）  

2019 年 9 月 29 日各務原市文化会館市民チャレンジ応援企画 TUNAGU

「Opera 貞奴」（プリニーの文化ホール） 

12 月岩野田北公民館 Opera 貞奴ハイライト 

主な活動場所 中央ライフデザインセンター 

団体連絡先 

TEL：058-383-0264/090-3453-0264 FAX：058-383-0309  
メール：opera.sadayakko@gmail.com  
窓口担当者：金光順子・藤田 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

オペラ「貞奴」から出前コンサート、 
または、貞奴時代の歌の披露、貞奴の 
お話ができます。 
 
【条件】楽器運搬・多少の講演料・演奏料 

が必要 

オペラで着用するための衣装製作をしてく
ださる方（薄謝あり）。 

上演当日、出演者スタッフの弁当を提供して
下さる方を募集しています（薄謝あり）。 

上演当日の会場整理をお手伝いしていただ
ける方を募集しています（薄謝あり）。 

 

【交流会参加者】金光順子（会場参加）・今井俊一（ウェブ参加） 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.39】NPO 法人だいじょうぶ 

 

団
体
情
報 

団体名 NPO 法人だいじょうぶ 

団体所在地 各務原市那加西野町 43-2 

団体ホームページ https://www.npo-daijyobu.com/ 

代表者名  田辺桜子 

設立年月 平成 16 年 3 月 

会員数 26 人 

活動目的 

高齢者やこどもたちが安心して暮らしていけるための支援と広

い視野を持って国際協力、環境教育にも目を向け、広く社会に

貢献することを目的にしている。 

活動実績 介護事業、サロン、傾聴の学び、認知症予防、環境 など 

主な活動場所 各務原市那加西野町 43-2 事務所その他 

団体連絡先 

TEL：058-389-2385 FAX：058-380-5186  
メール：daijyobu20040106@yahoo.co.jp  
窓口担当者：田辺桜子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

コロナで自宅にこもる人が増えてきて 
います。認知症やうつの心配をして 
います。お話をして、聴き、さみしさや 
不安を解消したい。 

認知症や閉じこもりの人と出会える 
きっかけが欲しい。 

 

【交流会参加者】田辺桜子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.40】中央写楽会 

 

団
体
情
報 

団体名 中央写楽会 

代表者名  小川秀美 

設立年月 平成 15 年 

会員数 8 人 

活動目的 
会員同士の親睦を深める。 

それぞれ好きなジャンルの写真撮影を尊重する。 

活動実績 

毎年、中央ライフデザインセンターでのクラブ・サークル発表

会で作品発表。 

令和元年、令和２年と、地域活動写真展（いきいき楽習課主

催）に参加。 

主な活動場所 中央ライフデザインセンター 

 

できること 

イベント等で撮影希望があれば、撮影に伺えます。 

★他のクラブ・サークルの活動との協働事例として会場内で「地域活動写真展」の 
写真を掲示しています。ぜひご覧ください。 

 

【交流会参加者】小川秀美 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.41】中央町ボランタリーハウスひまわりの会 

 

団
体
情
報 

団体名 中央町ボランタリーハウスひまわりの会 

団体所在地 各務原市蘇原中央町 

代表者名  青野和夫 

設立年月 平成 27 年 4 月 

会員数 30～40 人 

活動目的 町内の高齢・単身者の居場所づくりとコミュニケーション 

活動実績 
毎年第２、第４木曜日 9：30～11：30 

（2020 年 11 月で 134 回） 

主な活動場所 中央町公民館 

団体連絡先 
TEL：058-383-3914 FAX：058-383-3914  
メール：k.aono@ma.ccnw.ne.jp 窓口担当者：青野和夫 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

歌や体操、イベントを楽しんでいただく 
場があります。 

イベントでは普段、出前講座等を利用 
して、新しい学びがあるよう心掛けて 
います。楽しい出し物や講演、ワーク 
ショップなどを提供して下さる方と繋 
がりたいと思っています。 

 

【交流会参加者】青野和夫 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

 

【参加者 NO.42】つくろ！の会 

 

団
体
情
報 

団体名 つくろ！の会 

団体所在地 各務原市東山３-８３ 

団体ホームページ https://inotiegaotunagarit.wixsite.com/website 

代表者名  各務亜紀 

設立年月 平成 13 年 10 月 

会員数 14 人 

活動目的 

家庭やこどもたちの健全育成。地域や人とのつながり、たくま

しく健やかなこころとからだ作り。地球環境保全を念頭に置い

た循環型社会のロールモデルとなる活動を目的とする。 

活動実績 

昔ながらの知恵（衣・食・住）を新しくした温故知新のシェア

会。生ゴミや雑草などを使った無農薬、無化学肥料の循環型野

菜作りのシェア講演会や自主映画上映と料理教室なども含めた

学習の場づくり。 

団体連絡先 TEL：070-2626-6675 

   

できること  助けてほしいこと 

無農薬無化学肥料の家庭菜園連続講座、重
ね煮講座、菌ちゃん野菜連続講座ができま
す。 

 動画配信が得意な方を求めています。 
配信のお手伝いをして欲しいです。 

横に繋がる子育て環境の提案、お家で手仕事生活提
案、食生活及びミネラル生活改善アドバイス、味噌
や漬け物など昔ながらの手作り食生活応援します。
お気軽にご相談ください。 

 

託児を含め、畑仕事の手伝いができる人
を募集しています。 

環境の大切さを伝えるため、繰り返し使用できる
「まこもカイロ」も取り扱っています。 
【条件】お母さんたちの手作業で作っているた
め、必要なお代は頂きます。 

 

   

【交流会参加者】 各務亜紀（ウェブ参加） 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.43】つつじが丘自主防災会 

 

団
体
情
報 

団体名 つつじが丘自主防災会 

団体所在地 各務原市つつじが丘４丁目 120 番地 

団体ホームページ https://yagiyama.htm.xdomain.jp/TSUTSUJIGAOKA/index2.htm 

代表者名  山田政治 

設立年月 平成 30 年 6 月 

会員数 16 人 

活動目的 

自主防災会は、住民の防災組織の高揚を図り、火災その他の災

害が発生した場合に住民が相互に協力し、その被害を最小限に

抑えることを目的とする。 

活動実績 

2018 年度：自主防災規約・地区防災計画制定  

2019 年度：まちづくり活動助成金交付決定  

2020 年度：新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、まちづく

り活動助成金事業廃止。地域防災学習展示会計画中。 

主な活動場所 八木山校区 

団体連絡先 
TEL：090-1562-1553 FAX：058-370-3540  
メール：sugiyama.1943@gmail.com 窓口担当者：杉山忠男 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

構成員の中に防災士がいます。 
各地区の防災組織で情報交換ができれば、
嬉しいです。 

運営面で協力して頂ける方を募集して 
います。 

 

【交流会参加者】杉山忠男、増田喜子、吉村裕、山田政治 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.44】貞照寺ボランタリーハウス「ラインふれあいクラブ」 

 

団
体
情
報 

団体名 貞照寺ボランタリーハウス「ラインふれあいクラブ」 

団体所在地 各務原市鵜沼宝積寺町６丁目（貞照寺自治会集会所） 

代表者名  小澤恒男 

設立年月 平成 27 年 4 月 

会員数 12 人 

活動目的 地区のふれあいと健康づくり 

活動実績 毎月第４木曜日 午前１０時から１２時、定期的に実施 

主な活動場所 貞照寺自治会集会所 

団体連絡先 
TEL：058-370-4708 FAX：058-370-4708  
メール：tsune.ozawa@kfz.biglobe.ne.jp 窓口担当者：小澤恒男 

 

できること 

 
ハーモニカで童謡、唱歌、歌謡曲などの伴奏ができます。 

 
 

【交流会参加者】小澤恒男 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.45】デジカメ・サークル 

 

団
体
情
報 

団体名 デジカメ・サークル 

代表者名  遠藤芳廣 

会員数 15 人 

活動目的 会員相互に写真を通じて楽しむ 

活動実績 

創設約 20 年。 

毎年、西ライフデザインセンターでのクラブ・サークル発表会

に出展。 

令和元年、令和 2 年と、地域活動写真展（いきいき楽習課主

催）に参加。 

主な活動場所 西ライフデザインセンター 

 

できること 

★他のクラブ・サークルの活動との協働事例として会場内で「地域活動写真展」の 
写真を掲示しています。ぜひご覧ください。 

 

【交流会参加者】遠藤芳廣 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.46】手をつなぐ 障がい啓発キャラバン隊 

 

団
体
情
報 

団体名 手をつなぐ 障がい啓発キャラバン隊 

団体所在地 各務原市新鵜沼台 3-109 

代表者名  大谷 弘 

設立年月 平成 19 年 11 月 

会員数 4 人 

活動目的 
知的障害を知ってもらい、本人たちの応援団（サポーター）に

なって欲しい 

活動実績 
2007 年結成、12 年間で約 70 回公演し、約 1400 人に伝える。

今年度も 7 カ所で、300 人に公演した。 

主な活動場所 学校、福祉事業所、民生委員、自治会、市民の人権学習 

団体連絡先 TEL・FAX：058-384-8313 

 

できること 

「障害の疑似体験」「朗読」「話し合い」を通して、楽しくわかりやすく伝えます。 
 
【条件】資料代 1 人 100 円 

 

【交流会参加者】大谷 弘 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

 

【参加者 NO.47】中山道鵜沼宿ボランティアガイドの会 

 

 

団
体
情
報 

団体名 中山道鵜沼宿ボランティアガイドの会 

団体所在地 各務原市鵜沼朝日町４-332 

団体紹介ページ http://www.city.kakamigahara.lg.jp/4033/003941.html 

代表者名  片岡稔 

設立年月 平成 21 年 10 月 

活動目的 

市民が地域の宝である史跡を知ることで郷土の魅力を実感し、

奥深い歴史に誇りを感じてもらうこと、また市外の方に参加し

てもらうことで各務原市の歴史的なブランドをアピールするこ

とを目的に、中山道鵜沼宿の街道及び宿場内の文化財や諸施設

への来訪者に対しボランティアとしてガイドサービスを行う。 

活動実績 

・鵜沼宿及び市内の文化財や史跡へのガイドサービス 

・伊能忠敬、織田信長と各務原との関わりを「ねぶか雑炊」「とろろ汁」を 

テーマにした史跡探訪の実施 

・中山道鵜沼宿「春まつり」「秋まつり」への参加 

・「夏休み小学生おたすけウィーク」の実施 など 

主な活動場所 
・中山道鵜沼宿町屋館でのガイドサービス ・市内史跡案内 

・ボランティアガイド同志の勉強や交流 など 

団体連絡先 片岡稔 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

市内史跡の案内ができます。 
直接 お客様と触れ合うことができ、各務
原市の魅力をお伝えすることが出来ま
す。［紙芝居もあります。］ 

各務原市を訪れる方に、市内の魅力を伝えて
いただいているボランティアガイドさんの
平均年齢が高めのため、若い世代の仲間を増
やしたいと思っています。 
関心を持っていただける団体さん、まずはお
声掛けいただけると嬉しいです。 

 

【交流会参加者】片岡稔   

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.48】仲よし会 

 

団
体
情
報 

団体名 仲よし会 

代表者名  田口純子 

設立年月 平成 26 年 8 月 

会員数 14 人 

活動目的 体操 毎月第１・３月曜日 11 時から 13 時で実施 

活動実績 

【ボランティア活動実績】 

2018 年まで年 7 回、2019 年 5 月に 1 回（現在、新型コロナウ

ィルス感染症拡大防止のため活動休止） 

主な活動場所 蘇原コミュニティセンター、そらーら 

団体連絡先 非公開 

 

できること 

 
町内や福祉施設等にボランティアで訪問し、元気をお届けします。 
（ラジオ体操･童謡･叙情歌･歌謡曲等の曲に合わせて、体操します） 

 

【交流会参加者】２名 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.49】PC サークル 

 

団
体
情
報 

団体名 PC サークル 

団体ホームページ pc-circle-kakamigahara.jimdofree.com 

活動目的 
パソコンの勉強を通じて楽しく自分磨きをしながら、 

人とのつながりを広げる 

活動実績 月 2 回の勉強会、夏休み子ども講座に参加 

主な活動場所 中央ライフデザインセンター・パソコン研修室 

団体連絡先   メール：pc_circle_kakamigahara@yahoo.co.jp 

 

できること 

PC サークルメンバーで、できることがあれば参加したい。 

 

【交流会参加者】２名 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.50】フェニックス・グループ 

 

団
体
情
報 

団体名 フェニックス・グループ 

団体所在地 岐阜県各務原市鵜沼各務原町 6-50 

団体ホームページ https://phoenix-g.jp/ 

代表者名  長縄敏毅 

設立年月 平成 12 年 7 月 

会員数 535 人 

活動目的 

様々な医療・介護・福祉サービスが総合的に受けられるよう創

意工夫し、関わる人たちが尊厳をもって地域で活き活きと暮ら

せるよう支援します。 

活動実績 

医療・介護・福祉施設の運営のほか、地域子育て支援、 

支え合いのまちづくりに力を入れ、内閣府「子ども若者育成・ 

子育て支援功労者表彰」内閣総理大臣表彰を受賞（H25 年）。 

年齢、性別、障がい、国籍にかかわらず誰もがつながることを目指

して、「つながる街 ゴザーレ」プロジェクトが進行中。 

主な活動場所 市内鵜沼各務原町、鵜沼羽場町、須衛町、那加栄町、那加門前町 

団体連絡先   メール：honbu@phoenix-g.jp 窓口担当者：吉田 理 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

法人内施設などで活動の場を提供でき 
ます。 
 
【条件】想いやビジョンを共有できる 

共生社会のまちづくりに取り組んで 
います。仲間になっていただける方や 
ワクワクするアイデアを募っています! 
 
【条件】想いやビジョンを共有できる 

 

【交流会参加者】長縄康浩・山田美穂・吉田理 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.51】ぷめぷめ村 

 

団
体
情
報 

団体名 ぷめぷめ村 

団体所在地 各務原市つつじが丘８丁目 53 番地７ 

代表者名  村本眞司 

設立年月 平成 20 年６月 

会員数 3 人 

活動目的 
障がいのある息子が好きな音楽を楽しんでいる。それを通して

障がい者への理解を深める活動をしている。 

活動実績 

障がい者の集まりでのコンサート、一宮市萩原チンドンコンク

ール、全日本チンドンコンクール（富山）、全国アマチュアちん

どん競演会 in 前橋への参加。 

主な活動場所 依頼のあった場所 

団体連絡先 
TEL：090-8956-3151 FAX：058-370-4537 
メール：pumepumemura@gmail.com 窓口担当者：村本眞司 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

腹話術・チンドン・朗読ができます。 
イベント等を盛り上げます。 

活動のサポーター、ボランティアをして
下さる方募集します。 
（チンドンで太鼓の演奏、機材の運搬 
その他手助けなど） 

   

【交流会参加者】村本眞司（ウェブ参加） 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.52】ほ・ほ・え・み会 

 

団
体
情
報 

団体名 ほ・ほ・え・み会 

団体所在地 各務原市つつじが丘８丁目 53 番地７ 

代表者名  村本雅代 

設立年月 平成 19 年 9 月 

会員数 10 人 

活動目的 腹話術などを通して皆に笑顔とほほえみを届けます。 

活動実績 

シニアクラブ、グループホーム、デイサービス等で依頼を受け

て披露します。西ライフデザインセンター、勤労会館等で月２

回練習しています。 

主な活動場所 依頼のあった場所 

団体連絡先 
TEL：090-2345-0527 FAX：058-370-4537  
メール：nrn26849@nifty.com 窓口担当者：村本雅代 

 

できること 

 

 

腹話術・皿回し・玉すだれ・マジック等を 
披露できます。 
 
【条件】交通費を頂きます。 

 

腹話術・皿回し・簡単なバルーンアートの 
ワークショップができます。 
 
【条件】交通費・材料代を頂きます。 

 
   

【交流会参加者】村本雅代（ウェブ参加） 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.53】 ボランタリーハウスおざき「コスモスの里」 

 

団
体
情
報 

団体名 ボランタリーハウスおざき「コスモスの里」 

団体所在地 各務原市尾崎南町６ー27 

代表者名  野田武幸 

設立年月 平成 13 年 9 月 

会員数 38 人 

活動目的 

とじこもりがちな尾崎の高齢者に集いの場を提供し、仲間づく 

りをしてもらうために、尾崎地区社会福祉協議会が主催してい 

る。 

活動実績 
毎週木曜日開催で年間 44 回行う。 

平成 31 年度延べ参加人数 1,666 人 

主な活動場所 尾崎中央ふれあい会館１階ホール 

団体連絡先 
TEL：090-7688-6332 FAX：090-7688-6332  
メール：Pusum17y@yk.commufa.jp 

 

できること 

場の提供ができます。楽しませてくれる団体さんを募集しています。 

 

【交流会参加者】 野田武幸、栗本匠、山下幸子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.54】ボランタリーハウス お茶の間Ⅱ 

 

団
体
情
報 

団体名 ボランタリーハウス お茶の間Ⅱ 

団体所在地 鵜沼朝日町 

代表者名  大島日出子 

設立年月 平成 27 年 4 月 

会員数 40 人 

活動目的 認知症予防等の活動 

活動実績 
月４回ボランタリーハウスを開設。 

月曜２回は脳トレ、木曜２回は体操を実施。 

主な活動場所 鵜沼朝日町コミュニティセンター 

団体連絡先 
TEL：058-385-2221 FAX：058-385-2221   
窓口担当者：大島日出子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

 
お年寄りや子供向けの、絵手紙や工作のワ
ークショップを提供することができます。 

 
【条件】材料費実費 

 
ボランタリーハウスで特技を披露して下さ
る方、ご相談ください。 

 
活動で制作した作品などを飾って下さる場
所を求めています。 

 
会場準備など、できることでボランタリー
ハウス運営のお手伝いして下さるボランテ
ィアさんを募集しています。 

 

【交流会参加者】掛野幸子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.55】 松が丘ゆったりクラブ 

団
体
情
報 

団体名 松が丘ゆったりクラブ 

団体所在地 各務原市松が丘４－１８ 

代表者名  喜多 哲義 

設立年月 平成 30 年 4 月 

会員数 7 人 

活動目的 

「こころとからだの安らぎ」のサポートを通して地域の活性化

を目指す。月１回、２時間程度、地域のコミュニティセンター

で、日中在宅者、高齢者を中心に気楽に参加できる雑談の場所

「ゆったりカフェ」を開設する。 

活動実績 

月１回のペースでゆったりカフェを開設してきた。（R2.3～6 月

はコロナ禍で未開催）・「参加者自身が珈琲を淹れる」ことが特

徴で、あとは、周りの方との雑談、好みに応じて一人でできる

脳トレゲーム、会場に流す昭和歌謡、歌声喫茶の音楽に合わせ

て口ずさむ歌声等で、個々に時間を過ごしていただく。 

主な活動場所 松が丘コミュニティセンター 

団体連絡先 
TEL：090-8954-7921 FAX：058-385-0582  

メール：yfe43036@nifty.com 窓口担当者：真弓健一 

 

できること 

 

 

３回ほど、喫茶店の方にきていただき、 
おいしい珈琲の淹れ方を教えて頂いた 
ので、伝授するスタッフがいます。 

資金集めについて、方法等アドバイス 
をいただきたい。 

たくさんではないが、数十枚 SP レコー 
ド（歌謡曲、童謡、漫才等）あります。 
お貸しできます。 

 

【交流会参加者】喜多哲義・真弓健一 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.56】Man to Man Passo 株式会社 就労移行支援事業所パッソ各務原校 

団
体
情
報 

団体名 Man to Man Passo 株式会社 就労移行支援事業所 パッソ各務原校 

団体所在地 各務原市那加桜町１－５９ 栄ビル２階 

団体ホームページ https://www.mmg-passo.com/ 

代表者名  豊田 聖 

設立年月 平成 30 年 4 月 

会員数 スタッフ 5 人（その他、パッソ各務原校登録 18 人） 

活動目的 

障害や病気がある方に向けて「働く」を通して活躍の場や機会

を創出する。障害や病気がある方の、就職支援と就労後の定着

（働き続けるための）支援を実施。 

活動実績 平成 30 年度 就職者数 1 名、令和元年度 就職者数 4 名 

主な活動場所 パッソ各務原校 

団体連絡先 
TEL：058-380-6680 FAX：058-380-6681  
メール：m.muto@mmg.jp 窓口担当者：武藤、内藤 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

 
ボランティアとしてご活躍の場を求めら
れている方、お声掛けください。 

 
就職や生活・余暇に役立つことを、利用者
に教えてもらう機会があると良いと思っ
ています。（パソコンやビジネスマナー、お
茶の淹れ方、アロマ、ヨガ、メイク、音楽、
ハンドクラフト、学生さんの模擬授業な
ど） 
 
【条件】材料費は負担します。 

「働く」可能性を一緒に考え、相談させてい
ただいています。お困りの方が支援に辿り着
けるよう、以下のご協力をいただけるとあり
がたいです。 
 
【支援機関・事業者様】 
障害や病気がある方に、職場見学・仕事体験・
実習のチャンスや就労機会を提供してくだ
さい。保険は弊社で対応します。 
 
【求職者様・休職者様・ご家族様】 
障害や病気、働きづらさがある方、一度 
ご相談させてください！「できないことをで
きるようにする」のではなく、「強みを再確認
して伸ばしていく」、個々の特性に応じた支
援を心掛けています。相談は事前予約があり
がたいです。個人情報は守ります。 
 
【団体様】 
必要とする方に支援のことを知っていただ
くため、イベント等で就職相談ブースを出さ
せてください。 

 

【交流会参加者】武藤みどり・内藤昌宏 
 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.57】みっぱらキッズ 

 

団
体
情
報 

団体名 みっぱらキッズ 

団体所在地 各務原市鵜沼大伊木町 1-218-2 

代表者名  吉實拓人 

設立年月 平成 30 年 11 月 

会員数 5 人 

活動目的 

青少年に対する「野外指導」「スポーツ指導」を中心とした、遊

び教育を通して、「自立心」「自律心」「行動力」「協調性」とい

った、たくましく生きる力を備えた青少年を育み、未来の日本

を担う人材の育成に寄与することを目的とする。 

活動実績 

平成 30 年 11 月 各務原市内の商店街で小学生を対象とした職

業体験会を実施。 令和元年 12 月 子どもと保護者で行うアウ

トドアイベントを市民公園で実施。令和２年 10 月 蘇原中学校

でスポーツ鬼ごっこを指導。 

主な活動場所 市内 

団体連絡先 
TEL：090-5871-5150  メール：takuzane.5205@gmail.com  
窓口担当者：吉實拓人 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

スポーツ鬼ごっこを指導できます。 
 
【条件】交通費等 応相談 

子どもたちの集まるイベントで、子ども
たちや保護者にスポーツ鬼ごっこや足育
について伝える機会をいただけたらあり
がたいです。 

足育の重要性を伝えています。 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

【参加者 NO.58】みんなのいえつなぐ 

 

団
体
情
報 

団体名 みんなのいえつなぐ 

団体所在地 各務原市蘇原東島町 2-5-2 

代表者名  中村暁子 

設立年月 平成 27 年 12 月 

会員数 5 人 

活動目的 

子育て中の親子が集える居場所を提供し、そこに集う人たちが

交流することを通して、共に育ち合える関係作りを支えること

を目的とする。 

活動実績 

＊Ｈ２７年より親子が集える居場所づくりを目的に毎月２～３回わらべう

たベビーマッサージや遊びの会、お茶会などを開催している。  

＊Ｈ28 年キリン子育て応援事業助成金、Ｈ27 年コープぎふ福祉活動助成    

金を受け上記の活動を実施。  

＊Ｈ３１各務原市まちづくり助成金を受け、地域で子育て応援フェスティ

バルを２回開催。 

主な活動場所 
各務原市蘇原東島町 4-27  

未来の大人を地域で育てるコミュニティ あいのね 

団体連絡先 
TEL：090-3446-8061  メール：akipon.0620@gmail.com  
窓口担当者：中村暁子 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

子育て中の親子のつながりの場や居場所の提供 
【条件】開催日時は不定期、参加費要 広報活動が苦手なので、必要な人に届く

ように、本活動を拡散させることを協力
してほしい。 子育て相談、子育て関連の講座や勉強会の実施 

【条件】開催日時は不定期、参加費要 

 

【交流会参加者】中村暁子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.59】 民舞踊黒川会 

団
体
情
報 

団体名 民舞踊黒川会 

団体所在地 各務原市成清町２－１５ 

代表者名  森好偉 

設立年月 平成 13 年 4 月 

会員数 7 人 

活動目的 
日本の伝統である民踊を地域に広め、次世代に繋ぐ役割を 

果たしたい。 

活動実績 
年１・２回の舞台発表、盆踊り、 

ボランティア（デイサービスセンター等） 

主な活動場所 稲羽西福祉センター 

団体連絡先 TEL：058-382-6135 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

日本各地の民踊を踊ります。各務原市の 
民踊を子供たちに教えることができます。 

太鼓・三味線（民謡の方）等と一緒に 
踊れたら楽しいと思います。 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.60】 山崎区屋形保存会 

団
体
情
報 

団体名 山崎区屋形保存会 

団体所在地 各務原市鵜沼山崎町７丁目４８番地１ 

代表者名  林 成実 

設立年月 昭和 56 年 4 月 

会員数 18 人（子供会員 40 名） 

活動目的 

山崎地区に古くから継承されている郷土文化「祭り囃子」の保

存と、伝承活動を通して次世代に引き継いでいくことで、地域

住民相互の親睦及び連帯感の向上を図り、地域社会に貢献する

ことを目的とする。 

活動実績 

地域の春・夏・秋の各祭りには毎年参加。木曽川ツインブリッ

ジ完成式や鵜沼駅空中歩道完成式にも参加。又、ロータリーク

ラブ 30 周年記念事業式などでも発表。 

鵜沼山崎地区はもとより、他地区・他団体からの要請にも積極

的に協力する意向を示し「祭り囃子」の披露に努めている。 

主な活動場所 鵜沼東福祉センター 

団体連絡先 
TEL：058-384-6006（090-3303-4236） 
メール：woods@mf.ccnw.ne.jp 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

各種行事で祭り囃子を演奏することが 
できます。 

資金面・運営・周知活動で協力いただ 
けるとありがたいです。 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.61】 優美会 

団
体
情
報 

団体名 優美会 

団体所在地 各務原市上中屋町３-244 

代表者名  春日洋子 

設立年月 平成 28 年 4 月 

会員数 8 人 

活動目的 民謡 

活動実績 

稲羽西福祉センターにて練習（月３回）。 

自衛隊盆踊り、クラブサークル発表会、民謡交流会、 

シニア発表会、ボランティア民謡、盆踊り 

主な活動場所 稲羽西福祉センターにて練習（月３回） 

団体連絡先 TEL：058-383-5075 窓口担当者：春日洋子 

 

できること 

民踊りを踊ること・教えることができます。 

 

【交流会参加者】春日洋子・領木加代子 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.62】 ＮＰＯ法人良縁を結ぶ会／孔禪易占学園 

団
体
情
報 

団体名 ＮＰＯ法人良縁を結ぶ会／孔禪易占学園 

団体所在地 各務原市鵜沼朝日町１丁目２７０－８ 

団体ホームページ https://hayanokousei.com/ 

代表者名  早野武平 

設立年月 平成 22 年 11 月 

会員数 16 人 

活動目的 仲介業。人生のあらゆる相談事。 

活動実績 
那加幼稚園・永田産婦人科にて子どもの褒め方・叱り方講座。 

各種イベントでの相性診断・姓名判断・手相占い。 

主な活動場所 出張可能 

団体連絡先 

TEL：058-370-7707 FAX：058-384-9824  
メール：hayanokouzen@docomo.ne.jp  
窓口担当者：早野孔禪 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

相性診断、人生の注意点、我が子の褒め方 
・叱り方、家相や墓相の診断ができます。 

 
【条件】材料費実費、１人 1,000 円～ 

催しなど、活躍の場があればお声掛け 
ください。 

 
【条件】要相談 

 

【交流会参加者】 早野孔禪 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

 

 

【参加者 NO.63】緑苑地区社会福祉協議会 

 

団
体
情
報 

団体名 緑苑地区社会福祉協議会 

団体所在地 各務原市緑苑中 1-7 

団体ホームページ Facebook ページ「緑苑地区社協だより」 

代表者名  安村佳之 

会員数 40 人 

活動目的 地域福祉の促進 

活動実績 
ふれあいハウス「ふらっと」、 

生活支援「活き活きサポート会」運営 

主な活動場所 緑苑中央集会所「ふらっと」平日 10-15 時 

団体連絡先 TEL：058-322-6579  メール：ryokuenflat@outlook.jp 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

地域の居場所、交流拠点として「ふらっと」
を運営しています。地域の方ぜひご参加し
て下さい。（誰でも参加できます） 
 
【条件】※コロナで運営状況が変更してい
る可能性があります。直接お問合せ下さ
い。 

草引きや身近なことのお手伝いである生
活支援「いきいきサポート会」を運営して
います。地域の方でボランティアをして
下さる方を募集しています。 
 
【条件】※コロナで運営状況が変更して
いる可能性があります。直接お問合せ下
さい。 

 

【交流会参加者】薬師寺博子・夏目いづみ・松下恵子・早川典夫・奥山繁美 
（全員ウェブ参加） 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.64】 リョクエンナーレ実行委員会 

団
体
情
報 

団体名 リョクエンナーレ実行委員会 

団体所在地 各務原市緑苑西４丁目７９ 

代表者名  西村知弘 

設立年月 平成 30 年 12 月 

会員数 12 人 

活動目的 緑苑内に活気を呼び起こす取組を行う。 

活動実績 

２０１９年度に初年度事業として、「世代間交流ワークショッ 

プ」を実施。 

「光る風鈴つくり」「ソープカービング」「型染によるコースタ 

ーつくり」「オリジナルマグカップ作り」「折り紙でクリスマス 

リースと正月絵馬つくり」など。 

主な活動場所 各務原市緑苑 

団体連絡先 

TEL：090-7318-6729 FAX：058-370-4897  
メール：nisimura-tomo@amail.plala.or.jp  
窓口担当者：西村知弘 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

小学生から高齢者まで参加できる芸術 
系ワークショップを開催してきた実績 
があります。芸術系ワークショップを 
開催したいとき、ご相談に乗ることが 
できます。 

緑苑地域を芸術で盛り上げたい仲間を探し
ています。 

緑苑地域内にいらっしゃる、芸術に長け 
た方々をご紹介できます。（様々な特技 
をお持ちの方がいらっしゃいます） 

 
【条件】内容により応相談 

活動を、資金的・物的に応援して下さる方
を求めています。 

 

活動費を得るためのアイディアや、作品販
売やワークショップの提供などができる場
を求めています。 

 

【交流会参加者】西村知弘 【交流会参加者】西村知弘 

 



まちづくり担い手マッチング交流会 参加者リスト 

【参加者 NO.65】 ロス・アミーゴス 

団
体
情
報 

団体名 ロス・アミーゴス 

団体所在地 各務原市蘇原吉野町３－６－２ 

代表者名  廣瀬利明 

設立年月 平成 29 年 3 月 

会員数 11 

活動目的 

南米楽器の演奏を通じ楽しく技術向上を目指し生き生きと、 

共に心身のリフレッシュを図り、豊かな人間性を育むことで、 

会員相互の親睦を図り、地域社会に寄与すること。 

活動実績 
【演奏実績】各務原市民会館・関市民会館・丸子団地・ 

八木山・美谷苑・木曽川キリオ・その他 

主な活動場所 【練習場所】蘇原福祉センター、鵜沼東福祉センター 

団体連絡先 
TEL：058-383-1320 FAX：058-383-1320   
窓口担当者：廣瀬利明 

 

できること 

 

助けて欲しいこと 

主に南米音楽で演奏しますが、日本の曲も 
演奏可。 

 
【条件】出演料は必要なし 

発表する場があればお声掛けください。 

 

【交流会参加者】廣瀬利明・廣瀬美樹子・粕谷朝子 

 


