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┌─────────────────────────────────
 　1｜　「コラビア」最新情報　
└─────────────────────────────────
　
◆愛知県厳重警戒措置によるコラビア開館時間

　会議室、印刷室、交流スペース、団体活動室の利用について

　2021年7月12日(月)～8月11日(水)

　　9：00～22：00

　・館内での飲食禁止(マイボトルOK)
　・定員規制なし(一部活動内容により規制あり）

◆【お盆期間中の休館日のお知らせ】
　
　8月13日(金)～16日(月)　 

┌─────────────────────────────────
 　2｜　「コラビア」今後の予定
└─────────────────────────────────
◆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：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

◆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。

以下の講座はまだ定員に余裕があります。(7/15時点)

　7月20日(火)中学1年生の君へSDGｓ講座
　　①13：00～15：00　②15：00～17：00

　7月21日(水)簡易楽器を作ってみんなで遊ぼう
　　②11：15～12：00

　7月24日(土)スノードームを作ってみよう
　　②11：20～12：30

　7月25日(日)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～
　　13：00～16：00

　7月27日(火)ボタニカルアート体験会



　　10：00～11：30

　7月30日(金)〇(まる)を使って素敵なコマを作ろう！
　　①10：30～11：30　②14：00～15：00

　7月31日(土)多肉植物を寄せ植えちゃおう♪
　　10：00～12：00

  7月31日(土)ひらがなのコツ、楽しく学ぼう♪(小学１年生対象)
　　②14：00～14：45　②15：00～15：45

　8月1日(日)ひらがなのコツ、楽しく学ぼう♪(年長園児対象)
　　①13：00～13：45　②15：00～15：45

 会　場：コラビア
 詳　細：https://bit.ly/3xkgTti
 申　込：電話又は直接コラビアへ

◆エンジョイ！コラビア2021『コラビア朝市』
　コラビアに団体又は個人登録している方々が出展します。
　
 日　時：7月25日(日)9：00～12：00　※雨天決行
 会　場：大府市民活動センター【コラビア】屋内
 出   展：和みカフェ(小麦粉・卵・乳製品不使用のお菓子)おおぶ地域ねこの会(ねこグッズ販売)ときどき(焼き菓子・ゼリー・野菜)
　　　　　　ふくしまシスターズ(福島特産品)cafe Austin(コーヒー豆)
　　　　　　石ヶ瀬コミュニティ農園クラブ(スイカ・玉ねぎなど)大府学童保育所どろんこクラブ(チョコレート・ペットボトル飲料な
ど)
　　　　　　オープンガーデン知多半島おしゃれ園芸クラブ(花の苗＆小物)肢体不自由児(者)父母の会いろは(手作りパン)
           ※エコバッグをお持ちください
　
◆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：電話または直接コラビアへ

◆コラビア交流会2021出展団体募集！
  「できます」「求めます」のパネルを展示して、活動を知ってもらいたい人、活動を広げたい人、活動のヒントが欲しい人、いろん
な人と楽しく
   つながろう！みなさんのエントリーお待ちしてます！
  
 日　時：10月23日(土)13：00～16：00(開場10：00)
 会　場：大府市役所多目的ホール
 内　容：ステージ発表、PR展示、名刺交換、マッチング企画など
 エントリー期間：8月1日(日)～9月19日(日)まで
 エントリー方法：コラビアエントリー用紙を提出またはＦＡＸでお送りください。
  ※詳細はお問合せください。
　問合せ：0562-44-8500(コラビア)
　
┌─────────────────────────────────
 　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
└────────────────────────────────

◆第58回大府ふれあい食堂『簡単に描ける！アート模様の昆虫』

講師にあそびのいっぽ代表の大橋さんを迎え、鬼滅の刃のような模様を書き、
アート作品のような昆虫を描いちゃいましょう。
 
 日　時：7月17日(土)10：00～11：00(受付9：45～)
 会　場：大府市北山公民館　1階和室
 参加費：子ども50円、大人(高校生～)100円
 定   員：15名(予約制、先着順)
 申込み：0562-48-6015(北山公民館)
 問合せ：090-3881-0609(代表:内田)
 詳　細：http://obu.genki365.net/gnko04/pub/sheet.php?id=52750

◆モッタイナイＢＯＸ



捨てるにはモッタイナイ、誰かに使ってもらいたい文房具、日用品、おもちゃなどなどをお持ちください。
寄付または、ボックス内にあるものと交換できます。
物々交換という形でリユースしてみませんか。

 日　時：7月20日(火)～8月1日(日)最終日は、19時まで
 会　場：大府市民活動センター【コラビア】
 主　催：Re.(アール・イー) 
 問合せ：090-7033-2272Re.(アール・イー)※連絡はメッセージのみ対応。
 詳　細：http://obu.genki365.net/gnko04/pub/sheet.php?id=52753

◆食品の寄付にご協力ください

家で不要な未開封食品を寄付してください。寄付食品は大府市内の子育て中のひとり親家庭に届けます。
ご協力お待ちしています。
・賞味期限が書いてあるもの・賞味期限が１か月以上あるもの
・未開封の物・常温保存できるもの

 日　時：7月20日(火)～8月1日(日)最終日は、19：00まで
 会　場：大府市民活動センター【コラビア】
 主　催：子育て支援サークルあそびのいっぽ
 問合せ：asobinoippo@yahoo.co.jp

◆オーガニックマルシェ＠コラビア

大切な家族に食べてもらいたい！安心安全なお野菜やお菓子、ハーブティーなどが集まります。
ぜひ遊びに来てください。

 出店者:ナチュラルリターンクラブ(無農薬野菜)はたけぞく(自然栽培野菜)素は農と共生ネット(無農薬・有機で育てた野菜)
　　　　おさんぽやなないろ　畑の母さん部隊　岡田農園(無農薬野菜)和みカフェ(小麦粉・卵・乳製品を使わない米粉のお菓子)
　　　　ときどき(焼き菓子)herbalchemist(ハーブティーとハーブソルト)

 日　時：7月29日(木)9：30～12：30
 会　場：大府市民活動センター【コラビア】
 主　催：Farm to　Table～農と食をつなぐ～
 問合せ：090-7608-3874

◆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/　　

◆親子で楽しむパネルシアター「くれよんのくろくん」＆工作
　
 親子でパネルシアターを楽しんだ後はサコッシュにクレヨンでお絵かき。
 お子さん一人につきサコッシュを1つお持ち帰りいただけます。

 日　時：8月21日(土) 
　　　　  1部9:45～10:30　2部11:00～11:45
 会　場：おおぶ文化交流の杜ギャラリーallobu2
 対象者：親子(３歳以上の子供とその保護者)
 材料費：500円 
 定   員：各部10組
 締　切：先着順
 問合せ：090-6652-6233(Baby Step事務局)
 詳　細：https://www.kokuchpro.com/event/babystep0821/ 
　
◆みんなでプラネタリウム2021年度パート①
今年の夏は自宅でフライングプラネタリウム。
リアルタイムな解説とともに大府市ならではのプラネタリウムが見られます。

 日　時：8月21日(土)19:00～20:00
 会　場：YouTube配信
 参加費：無料

※宇宙船のイラスト大募集中!
フライングプラネタリウムであなたのイラストが宇宙へ!
ハガキでご応募ください。(持参も可)
 応募先：〒474-0061　愛知県大府市共和町7丁目61-2
　　　  あずき薬局
 締　切：7月31日(土)必着

 主　催：みんなでプラネタリウム実行委員会
 問合せ：090-4211-0265(松下)

◆「サロンサポーター応援講座」参加者募集

　サロンの活動に興味や関心がある人を応援するために、サロンについて学び、
　大府市内の常設サロンを見学・体験するバスツアーを開催します。
　活動者や利用者のお話を聞き、楽しく体験し、一緒に活動しませんか？

 日　時：8月24日(火)10:00～12:00、8月31日(火)10:00～11:30



 場　所：大府市ふれ愛サポートセンター「スピカ」
 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/ct8016/
　　　　　
  ※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)
└─────────────────────────────────

◆一般財団法人ＹＳ市庭コミュニティー財団助成金

 募集内容：助成対象の分野は、
　　　　　地域と暮らし・環境・文化・芸術・スポーツなど広く含むこととし、
　　　　　活動内容は、下記に共鳴するコミュニティーづくりを行うNPO法人、団体等によるコミュニティー活動とします。
　　　　　1)コミュニティー振興及びまちづくりに関する事業
　　　　　2)社会教育及び文化・スポーツに関する事業
　　　　　3)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
　　　　　具体的には、上記目的の達成や事業内容に沿った地域活動、社会教育推進、体験学習等への助成を行います。
 助成総額：1,500万円程度(原則、継続助成団体を含める) 
 締　　切：7月31日(当日消印有効)
 詳　　細：http://www.ys-ichiba.org/assisting.html
 お問合せ：03-3325-7254(YS市庭コミュニティー財団事務局)　

◆小林製薬青い鳥財団　令和3年度助成事業

 募集内容：(1)対象分野
　　　　　障がい・病気に悩む子どもたちとその家族が抱えている様々な医療・福祉上の支援活動及び
　　　　　調査研究に対する助成で、日本国内において行われるもの
　　　　　(2)応募資格
　　　　　1)支援活動の場合：日本国内において活動する公益法人、一般法人、NPO法人、
　　　　　　その他ボランティア団体、町内会など非営利かつ公益に資する活動を行う団体
　　　　　2)調査研究の場合：日本国内の大学・研究所等に所属し研究職に従事している個人、
　　　　　　日本国内において活動する公益法人、一般法人、NPO法人、その他ボランティア団体、
　　　　　　町内会など非営利かつ公益に資する活動を行う団体
 金　　額：(1)支援活動の場合　1件100万円～500万円程度(5件～10件程度)
　　　　　 (2)調査研究の場合　1件100万円程度(3件～5件程度) 
 締　　切：7月30日(金)(必着)
 詳　　細：http://www.kobayashi-foundation.or.jp/index.html
 お問合せ：03-3505-5371公益財団法人(小林製薬青い鳥財団事務局)
　
　　　　
◆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｜　よしえさんのひとりごと
└─────────────────────────────────

　今年の夏は何と言ってもオリンピックですね。一年延期になったり、開催
  の是非を問う声があったり、諸手を挙げて楽しめない状況です。
　それでも聖火リレーの様子をTVやSNSで見た時、オリンピックが出来るん
  だとワクワクしました。
　コロナの感染状況からも目が離せませんが、この歴史に残るオリンピック
  とアスリートの皆さんの頑張りをみんなで見届けましょう。
  エアコンの効いた部屋で冷たい飲み物を飲みながら楽しみたいと思います。

┌─────────────────────────────────
 　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　
★☆★・☆★☆


