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┌───────────────────────────────── 

  1｜ 「コラビア」最新情報  

└───────────────────────────────── 

 

◆エンジョイ！コラビア 2021 

  ～SDGｓを知っちゃおう！～参加者募集 

 

 コラビアの登録団体(個人)の皆さんが「SDGｓを知っちゃおう！」をテーマ 

 に講座や工作体験を企画します。 

 

 ちょっと勉強をしながら、工作をしながら、SDGs に触れてみませんか？ 

 19 の企画から興味のあるものを選んで申し込んでください。 

 

 子どもから大人まで皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 日 時：7月 20日(火)～8月 1 日(日) 

 会 場：コラビア、森岡公民館ホール 

 詳 細：https://bit.ly/3xkgTti 



 申 込：6月 26日(土)9：00～コラビアにて先着順(電話受付は 10：00～) 

  

┌───────────────────────────────── 

  2｜ 「コラビア」今後の予定 

└───────────────────────────────── 

 

◆スキルアップ講座 

   クラウドファンディング初心者向け講座  

   ～もっと知りたい、クラウドファンディングのこと。～ 

 

 最近あちらこちらで耳にする、「クラウドファンディング」。 

 自分たち団体の活動目標を達成するためにどんな企画を立てて推進するの 

 か？具体的な取り組み方法を一緒に考えてみませんか。 

 

 日 時：7月 11日(日)10：00～12：00 

 会 場：大府市民活動センター【コラビア】会議室(zoom 参加可) 

 詳 細：https://bit.ly/3geVQTg 

 参加費：無料 

 申 込：7月 2日(金)～電話又は直接コラビアヘ 

 対 象：どなたでも 

 講 師：森内 保雅さん(株式会社ＣＡＣ事業部部長) 

 定 員：センターで受講の方   20名(会議室) 

     オンライン受講(zoom)  若干名  

 

◆車座集会  

  水害からの学び あなたは子どもをどう守る？ 

 

 近年では全国各地で毎年のように水害が発生しており、昨年においても令和 

 2年 7 月豪雨によって熊本県を中心に甚大な被害が発生しました。 

 今回は熊本県人吉市で子育て支援をされている団体さんから“災害時のその 

 時や“災害時の団体活動”についてお話をお聞きし、日頃から出来る備えを 

 ママの視点から学び考えます。 

 家族を守るために、日頃からできる備えを一緒に考えましょう。 

 

 日 時：7月 16日(金)10：00～12：00 

 会 場：大府市民活動センター【コラビア】会議室(zoom 参加可) 



 詳 細：https://bit.ly/3wgwLNs 

 参加費：無料 

 申 込：7月 2日(金)～電話又は直接コラビアヘ 

 対 象：どなたでも 

 講 師：松田 亜希子さん(人吉コミュニティ事務局にじのおと) 

 定 員：センターで受講の方 20名(会議室) 

     オンライン受講(zoom)の方 15名 

 

◆車座集会 

  カードゲームで SDGｓを知っちゃおう!～SDGs を理解するはじめの一歩～ 

 

 SDGｓとは持続可能な開発目標の略称で、地球が抱える問題を解決するため 

 の世界共通の課題です。 

 今回はカードゲームで遊びながら SDGｓについて学び、自分にできる事を 

 考えてみましょう。 

 

 日 時：7月 25日(日)13：00～16：00 

 会 場：大府市民活動センター【コラビア】会議室 

 詳 細：https://bit.ly/3iIJy78 

 参加費：無料 

  対 象：一般(中学生以上) 

 講 師：森山智香子さん(一般社団法人 ローカル SDGｓネットワーク) 

 定 員：20 人（先着順） 

 申 込：7月 2日(金)から電話または直接コラビアへ。 

  

┌───────────────────────────────── 

  3｜ 「こらび庵」テイクアウト情報 

└───────────────────────────────── 

    

 食中毒予防のため、6月から 8月までテイクアウトはお休みします。 

 再開をお楽しみに♪ 

 

┌───────────────────────────────── 

  4｜ 登録団体イベント情報 

└──────────────────────────────── 

 



◆春の親子体験会 青空の下でおもいっきり遊ぼう！ 

 

 日 時：6月 17日(木)9:30～14:00 (雨天 6月 22 日(木)） 

 集合場所：大高緑地、ドッグラン前 

 参加費：無料 

 対 象：6ヶ月～年少の親子 

 主 催：自主保育グループあおぞら 

 問合せ：電話 090-4184-8509(深尾) 

     メール mizonobuaozora@yahoo.co.jp 

 Home Page：https://bit.ly/2U30CdT 

 ブログ：https://ameblo.jp/aozorahoiku2017/ 

 

◆第 57回大府ふれあい食堂 食材配布 

 

 日 時：6月 19日(土)10:00～10:30 

 会 場：大府市北山公民館 第二会議室  

 定 員：15 セット(先着順) 

 対象者：大府市内在住、在学、在勤の方 

     子ども(15 歳以下)、学生(学生証提示のこと：高校生まで) 

     親子(15 歳以下の子どもと親)、60 歳以上   

 申 込：不要  

  ※エコバッグがあればご持参ください。 

 主 催：大府ふれあい食堂  

 問合せ：0562-48-6015(北山公民館)  

  詳 細：http://obu.genki365.net/gnko04/mypage/mypage_sheet.php?id=52714 

 

◆ドキュメンタリー映画「おっさんずルネッサンス」上映会    

  大府市制 50周年 Plus1 記念事業(男女共同参画週間)   

 

 日 時：6月 27日(日)10:15～12:00 または 13:30～15:00 

 会 場：愛三文化会館  

 参加費：無料整理券必要 

        (6/2 よりﾐｭｰいしがせまたは大府市役所こども未来課で配布) 

 申込み：0562-48-0588(ミューいしがせ) 

 詳 細：http://www.medias.ne.jp/~misigase/ossanjyouei.html 

 



◆久ちゃんの性の科学と健康  こどもにどうやって性のことを伝えますか？ 

 

 日 時：7月 4日(日)午前の部 10:00～12:00(受付は 9:40 から) 

           午後の部 13:30～15:30(受付は 13:10 から) 

 定 員：各回 親子で 10組 

 講 師：西田久代(旭の森助産院) 

 対 象：小学生の親子(その兄弟姉妹も可) 

          ※3歳～大人まで聞いていただける内容です。 

 会 場：大府北山公民館 2 階視聴覚教室 

 参加費：親子 1組(大人 1名・こども 2 名まで）2,500 円 

     (3歳以上のお子さんを 3 人以上お連れの場合は、追加 500 円) 

 申込み：公式 LINE（＠soc3779u）より  

          本文に「久ちゃんの性の科学と健康講座申込」と 

     ①大人氏名②こども氏名(ふりがな)・学年(もしくは年齢)③電話番号④住所をご

記入ください。 

 主 催：大府つなぐママの会  

 問合せ：tsunagumama@gmail.com(大府つなぐママの会)  

 

◆畑の活動 

 

 日 時：6月 20日(日)9:00～17:00 

 対 象：親子 

 会 場：大府駅近くの団体管理の畑(詳細はお問い合わせください) 

 参加費：無料 

 主 催：CURIOUS～遊びと学び～  

 申込み：nekotimtan@yahoo.co.jp(CURIOUS) 

  詳 細:http://obu.genki365.net/gnko04/pub/sheet.php?id=52732 

 

◆ベンチづくり木工教室 

 

 日 時:7月 31日(土)9:00～12:00 

 会 場:大府市社協会館(マックスバリュ前) 

 参加費:無料 

 定  員:20 名(先着順） 

 締 切:7月 30日(金) 

 申込み:社会福祉法人 大府市社会福祉協議会の窓口、電話、FAX、メール 



 問合せ:0562-48-1805(社会福祉協議会) 

 詳 細：https://www.obu-shakyo.com/event/   

 

◆第 36回夏休みボランティアスクール(中学生、高校生対象) 

 

 ボランティアグループでの体験学習 

  第 1 回:7 月 28 日(水)10:00～12:00 

       おはなし 「ボランティアってなあに？」 

       体  験 「みんなでシトラスリボンをつくろう！」 

 

  第 2 回:8 月 4日(水)10:00～12:00 

       おはなし 「視覚障がいについて学ぼう！」 

       体  験 「声の週刊誌の録音作業に参加しよう！」 

 

  第 3 回:8 月 6日(金)10:00～12:00 

       おはなし 「災害が起きたらどうなるの？」 

              「災害ボランティアの体験を聞こう！」 

       体  験 「防災クロスロードゲーム」  

 

  主 催：大府社会福祉協議会総合ボランティアセンター 

  対 象：市内在住、在学の中学生、高校生 20名 

  参加費：無料 

  申 込：6月 30日までに電話、FAX、メールにて社協窓口へ  

  問合せ：0562-48-1805(大府市社会福祉協議会総合ボランティアセンター) 

  FAX  ：0562-46-9560  

  メール：obu-fuku@ma.medias.ne.jp      

 

      

  ※開催状況は主催団体に確認して下さい。 

  

┌───────────────────────────────── 

  5｜ 助成金情報 

  （コラビアでは申請の仕方や書き方などの相談受付もしております） 

└───────────────────────────────── 

 

◆大府市文化活動事業補助金制度 



 

 内容：大府市内の団体や市民が芸術や文化にかかわる事業を行なう場合、 

  予算の範囲内で最高 20万円を補助します。 

 対象となる事業： 

 ・市内において、市民一般を対象にした芸術や文化にかかわる活動 

 ・令和 3 年 4月 1 日(木曜日)から令和 4年 3月 31 日(木曜日)までに実施されるもの 

  ・補助対象経費が 5万円以上のもの 

     ※対象事業の詳細は、文化交流課までお問い合わせください。 

 募集期間：5 月 6 日(木)～6月 30日(水)まで 

 詳  細：https://www.city.obu.aichi.jp/bunka/bunka_art/hojyo/1006946.html 

 問合せ ：:0562-45-6266(大府市民協働部 文化交流課)  

 

 

◆第 32回緑の環境プラン大賞 

 

◇部門：シンボル・ガーデン 

・募集対象：全国の民間・公共の各種団体 

・募集内容： 

 地域のシンボル的な緑地として、緑の持つヒートアイランド緩和効果、生物多様性保全効

果等を取り入れることにより、 

 人と自然が共生する都市環境の形成、および地域コミュニティの活性化に寄与するアイ

デアを盛り込んだ緑地のプランを募集します。 

 助成金額：上限 800 万円 / 助成数：3 件程度 

 

◇部門：ポケット・ガーデン 

・募集対象：全国の民間・公共の各種団体 

・募集内容： 

 日常的な花や緑の活動を通して、地域コミュニティの活性化や、保育園・幼稚園、学校、

福祉施設等での情操教育、 

 身近な環境の改善等に寄与するアイデアを盛り込んだ花や緑のプランを募集します。 

 助成金額：上限 100 万円 / 助成数：10件程度 

 募集期間：4 月 1 日(木)～6月 30日(水)まで 

 詳  細：https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-plan 

 

 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止対応に関する助成金情報 



 

 愛知県社会福祉協議会ボランティアセンターのホームページに活動支援等の助成金情報

が掲載されています。 

 

 詳 細：http://aichivc.jp/corona.html 

 

┌───────────────────────────────── 

  6｜ あっこちゃんのひとりごと 

└───────────────────────────────── 

 

 コラビアの受付カウンターから、外に目を向けると、入口の軒下に幾度と 

 なくやってくる鳥の姿が！ 

 大雨の日も、晴れて暑い日も、休むことなく雛に餌を運んでくるツバメたち 

 です。2年ぶりにコラビアにツバメがやってきました。 

 卵が孵化して丸裸のヒナが産まれたと思ったのも束の間、1 週間ほどで、 

 ふさふさと羽毛が生え、あっという間にツバメらしい姿に成長しました。 

 忙しく一生懸命に子育てする親鳥、そして、カラスに襲われないように、 

 スタッフがカラス避けを作り、ともに毎日成長を見守っています。 

 人間の子育ても、家庭やそれを取り巻く地域の人たちなどの温かい見守りが 

 あってこそ、子どもたちが元気に育つのではないでしょうか。 

 皆さん、コラビアにやってきてくれたツバメの親子たちの成長をどうぞ一緒 

 に見守ってくださいね。 

 

┌───────────────────────────────── 

  7｜ センター概要 

└───────────────────────────────── 

 

☆会議室利用状況 

  http://npo-aichi.sub.jp/obcc/staff/shisetu/ 

 

☆大府市民活動支援サイト 

  http://obu.genki365.net/ 

 

☆コラビア Facebook 

  https://www.facebook.com/collabia/ 

 



☆こらび庵 Facebook 

  https://www.facebook.com/collabialunch/ 

   

☆コラビア公式 LINEアカウント ID：＠282kshxj   

  友達登録、お願いします 

 

－お願い－ 

※このメールは登録団体をはじめ、各関係者やボランティアの皆さんに、大府市民 

活動センターの≪最新情報≫をお届けしています。もしご迷惑なら誠にお手数ですが、 

このメールに「返信」で、「本文」に「メルマガ中止」と入力してご送信下さい。 

できるだけ早く、配信リストから削除させていただきます。 

 

★☆★・☆★☆ 

大府市民活動センター【コラビア】 

(指定管理者：認定特定非営利活動法人愛知ネット) 

https://www.collabia.jp/ 

E-mail:collabia@ma.medias.ne.jp 

住所:〒474-0038 大府市森岡町四丁目 8 番地 

TEL:0562-44-8500   

FAX:0562-44-8511  

★☆★・☆★☆ 


