
市 制 ６ ０ 周 年 記 念 「 市 民 公 募 事 業 」 

公 開 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 

 

 平成２６年６月１日は、江南市にとって 60 回目の誕生日です。 

市では、平成２６年度中、様々な“市制 60 周年記念事業”

を展開していきますが、この「市民公募事業」は、市民の皆さん

が自主的に行う活動が誕生・発展することを応援（補助金を交付）

するもので、《多くの市民の方々が参加し、“江南市が元気になる”》ことを期待し

ています。 

“公開プレゼンテーション”は、補助金申請の審査会も兼ねますが、何よりも、

市民の皆さんが企画した提案事業を広く知っていただき、各事業に

興味・関心を持ってもらい、より多くの参加を呼びかける 

【キックオフイベント】として開催します。 

 
 

【日 時】 平成２６年５月１０日（土）９時４０分～１３時 

【会 場】 アピタ江南西店（ご自由に観覧ください。） 

【タイムスケジュール】 

９：４0～ オープニングセレモニー（「織音」さんによる演奏） 

１０：００～ 開会、公開プレゼンテーション開始 

（申請団体が順に発表していきます。） 

１２：３０  公開プレゼンテーション終了 

１３：００  会場にお越しになった方（観覧者）による投票終了 

 



　市民公募事業　応募団体紹介

  

【事業名】 市老連　音楽祭 【事業名】

【開催日】 【開催日】

【開催場所】 【開催場所】

　

【事業名】 【事業名】

【開催日】 【開催日】

【開催場所】 【開催場所】

【事業名】 【事業名】

【開催日】 【開催日】

【開催場所】 【開催場所】

【事業内容】

　３　　　　木賀東町老人クラブ

【目的・効果】

　大正琴（芸能クラブ）、銭太鼓（芸能クラ
ブ）、女性合唱（コーナン・フローライン・コー
ル）、男性合唱（尾北男性合唱団）、吹奏楽（江
南ウインドアンサンブル）による演奏会を開催。

【事業内容】

　４　　ハーラウ　フラ　オ　アロヒラニ

【事業内容】

　５　健康ボランティア（にこにこウォーキングの会） 　６　　　　　江南市国際交流協会

【目的・効果】

にこにこウォーキング

 １　　　　江南市老人クラブ連合会

【目的・効果】

　映像、動画を通して、もっともっと地元を知るきっかけを創
り、これからの江南市を活性化させるための事業を展開する。
また、「フィルムコミッション事業が一過性の事業ではなく、
継続性、発展性のある事業であることを広く江南市民に知って
もらう。

　市制60周年を記念し、江南市の今までの行事、
街並みなどのDVD映像を作成、上映する。また、
江南の各地で撮影された映画やメイキングビデオの
上映、個人撮影ビデオコンテストを開催。

【目的・効果】

　２　ＮＰＯ法人　尾張フィルム・メイキング・ヘルパーズ

【目的・効果】

　老人クラブ会員の教養と親睦を深める。
一般の市民の方も参加できる。

【事業内容】

　市制60周年記念を機に、江南市のイメージキャ
ラクターの藤花ちゃんの歌に踊りを振り付けしても
らい、市民全般に広めて、市制６０周年を盛り上げ
る
【事業内容】

4月26日～12月20日

江南市民文化会館、古知野児童館他

【目的・効果】

　外国人と地域の人との交流を深め、多文化共生社
会を進める。

【事業内容】

　すいとぴあ江南からフラワーパークの木曽川堤
防沿いのウォーキングコースを使い、ただ歩いて
終わるだけでなく、呼吸法、健康に効果的な歩き
方（正しい歩き方）、水分をこまめに摂る、
ウォーキング後の足裏の気持ち良いフットケア法
を伝授。また、保健師による全体的な保健管理ア
ドバイスをしてもらう。

江南市北部

11月6日

フラワーパーク～すいとぴあ江南往復

多文化体験講座

藤花ちゃんの歌で皆で踊りましょう!!

6月1日～3月31日

すいとぴあ多目的ホール　他２会場

　木賀東町区の区民が、江南市北部の名所・史跡
等を訪ね、わが町江南市を改めて見直し、市民と
しての誇りと愛着を増進。

　散策ツアーで、旧跡（曼陀羅寺、音楽寺、すい
とぴあ江南、草井の渡し跡など）ごとにメモを取
り、後日、感想会を開催して、江南市の文化を後
世に残るきっかけとする。

　８保育園を訪問し、子どもたちに藤花ちゃんの歌
と踊りを覚えてもらう。また、国際交流フェスティ
バル、市民祭り、健康フェスティバル等の市のイベ
ントに参加し、子供たちを軸にして、市民の皆さん
も一緒に藤花ちゃんの歌を歌い、踊っていただける
ようにお教えしながら、市制６０周年を祝う。

江南市民文化会館　大ホール　　　　　　　　　　

これまでの江南市。そして、これからの江南市
～The history of the 60years and nice
future from 2014～

12月6日

江南市民文化会館　小ホール

10月5日

わが町、江南市北部歴史散策ツアー

9月26日

　楽しく歩こう　健康になろう

　市制６０周年を機会に、外国人と市民がそれぞれ
の文化を学びあう「多文化を体験する会」を行うこ
とにより、更なる新しい交流が生まれると考え、
「夏休み親子多文化体験講座」、「児童館多文化交
流の会」、「ちょっと留学」、「お国自慢の会」な
どを開催。



【事業名】 【事業名】

【開催日】 【開催日】

【開催場所】 【開催場所】

【事業名】 【事業名】 大相撲湊部屋応援交流会

【開催日】 【開催日】 6月21日～7月20日

【開催場所】 【開催場所】小折町内、常観寺内、湊部屋稽古場他

　１２　　まちづくり江南市民会議

【事業名】 【事業名】

【開催日】 【開催日】

【開催場所】 【開催場所】

【目的・効果】

【事業内容】 【事業内容】

　介護施設の方々に元気と笑いを与える。

江南市制60周年記念市民盆踊り大会

8月23日

クリスマスコンサート

12月1日～12月25日

江南市民文化会館　小ホール 中央公園

　毎年12月にクリスマスコンサートを開催して
いることを、より幅広い年齢の方に知っていただ
き、一緒に合唱を楽しんでいただくとともに、今
年は、カスタネットやタンバリン等の楽器も使っ
て、皆さんにも参加していただき、また、合唱だ
けではなく、洋楽をアレンジした琴の演奏を企
画。

　小さい子供からお年寄りまで幅広い多くの市民が
一堂に集い、老若男女のみんなが主役で楽しく踊れ
る、市制６０周年にふさわしい盆踊り大会を開催す
る。また、「男依音頭」を通じて今から約１，３０
０年前の壬申の乱で活躍した江南市縁の武将　村国
男依を知っていただき、歴史に興味を持ち、郷土に
誇りと愛着を持つきっかけの一助になるよう、「江
南市制６０周年記念盆踊り大会」を開催。

　市制６０周年を市民が幅広く参加できる市民盆踊
りで盛り上げたい。

6月～3月

そよ風（6月）、藤の花（7月）、生き生
き倶楽部（8月）、9月以降6ヶ所予定

地域の人と人をつなぐ
「エコ・むかし遊び大会」

11月

寄木町　寄木会館

【事業内容】

【事業内容】

　毎年、江南民謡まつりへの参加、老人ホームの慰
問、お祭り・文化祭等に出演。今年は「江南市制６
０周年記念芸能発表会」を開催し、「江南市が元気
になる」ように事業を実施。

9月下旬・１月下旬頃

木曽三川公園管理センター江南花卉園芸
公園　クリスタルホール内

【事業内容】

  7        Ｕｎｉｔ　 60 　ＫＯＮＡＮ   8                   江南佳北会

【目的・効果・事業内容】 【目的・効果】

音楽演奏会

　日本の心のうた、抒情愛唱歌をシンセサイ
ザー、大正琴、ピアノの伴奏で合唱し、音楽を愛
する観覧の皆さんと一体となって楽しんでいただ
く。市制６０周年という節目に合わせて、新作曲
『川並慕情』（永井弘海作曲）を発表、合唱隊に
より江南市の歴史を音楽からも表現し、市民のみ
なさんとともに学んでいく。

日本の民謡を唄います
（江南市制６０周年記念芸能発表会）

  9             　   寄 木 区

【目的・効果】

　むかしの遊び（けん玉、ヨーヨー、ダルマ落と
し、こままわし、お手玉、折り紙、紙飛行機、竹
とんぼ、手回しコマ、あやとり）による、「エ
コ・むかしあそび大会」を開催。

【目的・効果】

　大相撲湊部屋を応援することで、小折町内の活性
化、話題づくり、他地区市民との交流促進。

　歌を通じて気持ちを明るく元気にしていく。

　子どもを介して、地域の人たちとの世代間交流
による地域コミュニティの再生。そのために、あ
そびを通じて、力学の原理、回転体の性質・テコ
の原理等科学を学びながら、お年寄りとの触れ合
いにより社会性ルールを身に付ける。

　一般参加者に加えて、近隣チビッ子相撲道場の児
童を招待。布袋東保育園へ力士が訪問し、園児との
交流会を開催。星取表を町内掲示板３か所、近隣喫
茶店５か所位に貼り出し、場所中の速報を、毎日、
速報掲示。

　1１　　コーナン　フロイラインコール

　１０　　　大相撲湊部屋小折町応援隊

【目的・効果】



【事業名】

【開催日】 【開催日】

【開催場所】 【開催場所】江南市民文化会館　他

【目的・効果】 【目的・効果】

【事業内容】 【事業内容】

【事業名】 【事業名】

【開催日】 【開催日】

【開催場所】 【開催場所】

【目的・効果】

【事業内容】 【事業内容】

【事業名】

【開催日】

【開催場所】

【目的・効果】

【事業内容】

町内対抗運動会地域餅つき交流会

おはなしフェスティバル

7月初旬～2月初旬

　子どもは「自分は愛されている」と感じること
で、自己肯定感（「自分は大切な人間だ」という
気持ち）を育み、人に対しても優しくできるよう
になる。そのため、「自己肯定感」を育てる子育
ての大切さを心療内科医であり子育てカウンセ
ラーでもある明橋大二医師に分かりやすく教えて
いただく、子育て支援講演会を開催。

　「子育てハッピーセミナー」を開催し、子育て
が楽になるコツを教えます。

12月14日

北野天神会館・北野天神公園

10月5日又は10月21日

江南市立古知野南小学校

　１４　　　NPO法人子どもと文化の森

「子育てハッピーセミナー」
～子育てがラクになるコツ教えます～

3月29日

　15　日本ボーイスカウト　江南第１団

　１３　ゆっくり育つ子ども達のサークル　スマイリー

すいとぴあ江南　多目的ホール

江南市民文化会館小ホール

　１６　親和会（古知野区７町内会　含子供会）

　１７　　江南フィル弦楽アンサンブル

　【事業名】

　家族で、江南の昔話や人形劇を親しみ、楽しむこと
で、より多くの子ども達に江南の伝承文化を含めた児童
文学を伝え、江南市の児童文化活動の質を高め、子ども
の心を豊かに育むこと。

　書籍、江南市史に収められている２７編の江南の
民話や伝説を小冊子にまとめ、配布する。また、江
南の昔話をお披露目するおはなし会、いろいろな絵
本の展示などの絵本見本市、積み木ショーの開催と
積み木で遊ぶ体験、むすび座・わらしべによる人形
劇公演などの「おはなしフェスティバル」を開催。

【応援シール】

　サービスカウンター前の催事場に、申
請団体のパネル紹介があります。この応
募団体紹介のパンフレットに添付してあ
る赤色のシールを、応援したい団体のパ
ネルに貼ってください。市民のみなさま
の応援が、申請団体への励みになるとと
もに、審査の参考となります。ぜひ、公
開プレゼンテーションをご覧いただき、
申請団体を応援してください。

　子どもから大人までみんなで楽しめる音楽を演
奏し、心のリフレッシュと活力の増進に寄与。

　子供から大人まで楽しめる古今の名曲を選び、
市制６０周年ファミリーコンサートを開催。

　運動会を通じ、市制６０周年を広め、町内を越え
た親睦と調和を図る。

　幼児から小学生を含む大人まで、全員参加型のプ
ログラムに、市制６０周年関連問題を出し、江南市
の歴史や江南市出身の著名人等を紹介するウルトラ
クイズを実施。「共に一つの目標・目的を目指す」
楽しさと使命達成感を享受できるよう子どもから大
人まで、各町内選抜代表選手による競技も実施。

【目的・効果】

　老若男女が一緒になって、あんこ餅、きな粉
餅、花餅、鏡餅などを一緒に作り、愉快に食べ、
楽しいひとときを過ごすことで、古き良き伝統を
継承し、地域のみなさんとともに、”絆”を大切
に心の交流を図るため、”もちつき交流会”を開
催。

　地域住民の活性化、住民の絆、地域を担う子供
とのふれあい。

市制60周年ファミリーコンサート

3月21日～3月29日






	手渡し



