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10:00～15 :00
３/８sun. 名 古 屋 学 院 大 学

名古屋キャンパスたいほう

※お一人様 1 個限り
　（午前 11：00より配布開始）

マイルポスト特製

先着300名様限定

ミニパン

来場者プレゼント

入場
無料

午前の部 午後の部

南養護学校卒業生
による太鼓の演奏
そらっ鼓

10:15～

おやこふれあい
ミニコンサート
おしゃべりピアニストひらめ

（平松八江子） 

13:45～

ワクワク☆ビンゴ大会
マイルポストクラブ

14:15～

チアパフォーマンス
名古屋学院大学
チアリーディングサークル

13:20～
ダンスショー
DANCE CLUB　ＪＪ

11:30～

ダブルケアって知ってる？
○×クイズ大会！
ダブルケアパートナー

12:00～

ミツバチでつながる
人とまちトークショー
銀座ミツバチプロジェクト代表　
田中淳夫氏　ほか

13:00～

トークライブショー
介護・福祉サポーター FEN-Girls
介護を憧れの職業に！介護・福祉関係者で
構成されたアイドルユニット「FEN-Girls」に
よるステージ！

12:30～

オープニング10:00～

クラウンパフォーマンス
クラウン　げっこー

10:30～

名古屋市営地下鉄名港線
「日比野」駅から徒歩約５分

“ワクワクお やこまつり” は、地 域で 実 践されているさまざまな課 題 解 決
への取組の相互理解と交流を目的に、毎年春と夏に開催しています。
"春"は福祉と被災地支援を中心に、親子で楽しく体験できるプログラム
や 大道芸など盛りだくさん！ぜ ひご 家族で お出かけください。

古典話芸
講談にふれましょう！
熱田区おしゃべり大使 旭堂鱗林

11:00～

※ 大 学 内 駐 車 場 はご 利 用 い ただけません。近 隣 の 有 料 駐 車 場をご 利 用ください 。
※ 校 舎 南 側 に駐 輪 場 がござ います 。

主催：名古屋学院大学　日比野商店街振興組合　共催：熱田区役所
協力：スマイルリンク　　企画運営：名古屋学院大学マイルポストクラブ

お問合せ  名古屋学院大学社会連携センター
★当日の内容および出展団体は変更になる場合があります。

ＳＤＧｓラリー開催！ＳＤＧｓラリー開催！

☎052-678-4085
名古屋市熱田区大宝二丁目 4 番 45 号　E-mail：nguec@ngu.ac.jp

写真はイメージです。写真はイメージです。

ワクワク

2 0 2
0

お や こ
春まつり

ＳＤＧｓって何だろう？わたしたちにどんな関わりがあるのかな？
館内をめぐって一緒に考えよう♪

エスディジーズ

素敵な景品アリ！素敵な景品アリ！（先着順）



ブース紹介

昨年春まつりの様子昨年春まつりの様子

ちょっぴり懐かしい「 昔あそび 」
にチャレンジ！地 域 の 人 たちと
つながり、多 世 代 の 交 流を楽し
みましょう！♩
1 3：0 0 ～ 1 5：0 0 の 間 で 自 由 に
ご参加ください♪

ワクワク♪ひびのサロン

ワクワク☆ビンゴ大会

けん玉、紙風船、お手玉 上手にできるかな♩

あのワクワク☆おやこ夏まつりで大盛況だった
ビンゴ大会が帰ってくる! 春ならではの景品を
ご用意しておりますので、ぜひご参加ください♪

参加費無料 豪華景品多数あり

今年も宮城県気仙沼市にある足利本店さんとコラボ！！気仙沼の魚
介の魅力を伝えたい、そんな足利本店さんの社長の思いが伝わる
ようなメニューに挑戦します！！会場では震災についての現地レポ
ートを展示予定です！　

復興めし参加方法　　　　　　　　　　　　　
1階総合受付にて、ご来場時にビンゴカードをお渡しします。※一組につき一枚

★申込み不要です !! ゆっくり休める 「おやこ休憩室」もあります ! !
★表記がない場合は小学生対象、参加無料 !

わなげゲームは一回１００円！世界の都市を当ててキャンデ
ィをゲットしよう！ロボットプログラミング体験もできるよ！

せかいわなげゲーム＆ロボットプログラミング体験
ジョイフルノイズ英会話 【参加費：わなげ1回100円】

おやこで楽しくICT技術を体験しよう！

おやこで楽しくICT技術を体験しよう！
名古屋学院大学商学部教授　伊藤昭浩ゼミ

パラリンピック正式種目のボッチャをやってみよう！
ボッチャで遊ぼう！ マイルポストクラブ

似顔絵やイラストの依頼を受けます。プロではないので時間
を少しいただきますが、ご満足いただけるよう頑張ります！

似顔絵イラスト 名古屋学院大学漫画研究会

たくさんのゴールをめがけてシュート！高得点を狙って
チャレンジしよう！！

カップインボール
マイルポストクラブ 【参加費：100円】

毛糸や、チュールリボンをまきまきして♪かわいいアニ
マルや、チャームを作ってみよう！ブースではフリーマ
ーケットも開きます。

楽しい！ポンポンアニマル、
ポンポンチャームを作ろう♪ 
Smile Link&スマイルパートナー 

【参加費：チュールポンポンチャーム600円、アニマルポンポンチャーム500円】

やってみよう！３Ｄアート！楽しい一級建築士体験
不二木材工業（株） 【参加費：500円】
パソコンを使って、本格的な3Dアートにチャレンジ！夢の
マイホームをデザインしてみよう♪

ローズウィンドウのコースターを作ろう♪
絵画造形教室アトリエキッズ 【参加費：1,000円】
紙をペタペタ貼って、光に透けるコースターを作ってみよう！

可愛い～！からカッコイイ！まで。オリジナルデザインを、
一緒に手作りしてみませんか♪

レジンキーホルダーを作ろう！
☆M&M☆sisters 【参加費：1個500円】

ハンドベルのようでちょっと違う！心地の良い音を響かせ
ませんか♪

綺麗な音が出る楽器｢トーンチャイム｣を
鳴らしてみませんか(^ ｰ ^ ) /
名古屋学院大学聖歌隊･トーンチャイム隊

カラフルなミサンガを作って、ミサンガパワーで願い事を
叶えよう！

モチベーションアップ？！
カラフルミサンガを作ろう！
名古屋学院大学ボラセンCWクラブEARTH

子どもから大人まで簡単に描ける方法と、布に描く楽いト
ールペイントの体験しましょう！

ミニトートバッグに描くトールペイント♪
Rino-n 【参加費：800円】

筆ペンで、はがきに名前や好きな言葉を 描いてみまし
ょう。小さなお子様でも楽しめますよ！

にこにこ筆文字アートを描いてみよう♪
トムズ 【参加費：2枚で500円＋１枚プレゼント】

当たりは釣れるかな？金魚を釣って当たりが出たら景品
ゲット！FEN-Girlsがお楽しみといっしょに介護の魅力を
お届けします！ 

ドキッと金魚釣りゲーム
社会福祉法人フラワー園×介護・福祉サポーターFEN-Girls

こども（小学校低学年）向けのゲームを主体とした簡単な
英語のレッスンを行います。 米国出身のネイティブ講師と
一緒に英語を楽しみましょう！ 参加人数に制限があります
ので、希望される方は、当日会場で申込みをしてください。 

キッズ・イングリッシュ体験
i-Lounge（アイラウンジ）

「あそびランド」でタコつりとまとあてゲームができます！
人形作り体験もできます♪

ふくしまオーガニックコットンプロジェクトを
支援するお店 
名古屋学院大学ボランティアサークル「コットンベイブ」

【参加費：タコつり＆まとあて1回50円、人形作り体験600円～】

重曹や精油を使ったリラックス体験。子どもも大人も簡単
にできます。

バスボムを作ってみよう&
お気軽アロマハンドトリートメント体験
オハナ薬局 【参加費：バスボム200円～】
アロマハンドトリートメント無料(限定10名様)
　＊妊娠授乳中の方、要介護認定を受けている方、障害者手帳をお持ちの方

もみほぐし、美顔矯正、リフレクソロジー、耳つぼなど多彩
なメニューで、心と体のメンテナンスを！お楽しみ下さい。

心も体も癒されるリラクゼーション♪
一般社団法人ヨガ＆セラピー協会 【参加費：500円～1,000円】 

ワイルドミニ四駆でレース！個性診断、色ぬりカラー診
断など！大人も♪子どもも♪楽しむことができる体験もり
だくさんのワークショップコーナーです。

「私立青空学校」親子お楽しみワークショップ！
私立青空学校 【参加費：500円～2,000円】 

絵画・クラフト・写真など、さまざまなアートをお楽しみく
ださい♪

わくわく✿ハートランド森芸術祭
ハートランド森 

フェアトレードのみつろうクレヨンや積み木で遊べるブ
ースです♩

フェアトレードのおもちゃに触れよう！
フェアトレード・ママサークル ぽかぽか

わくわく体験

小さなお子さまでも作ることができる、アロマグッズのワー
クショップです。親子で一緒に作ってみても楽しめますよ♪ 

優しい香りのアロマワークショップ
癒しのリラクゼーション！
アロマトリートメントサロンnatura 【参加費：500円～800円】
花粉症バーム、アロマスプレー、アロマ消臭ジェルポット、サシェからお選びいただけます。 

小さなお子さんもOK！世界にひとつだけのオリジナル
BOXを作ろう！

つまみ細工で飾るマルチボックス♪
百咲美 【参加費：800円】

この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

名古屋の都市養蜂団体が集結し、トークショーを開催！新型巣箱フロ
ーハイブの紹介やはちみつの試食も！会場は２階の丸型教室です。

名古屋みつばち交流サロン
名古屋都市養蜂10周年記念トークショー

（開催時間） 13：3 0 ～15：30

つくってみよう

やさしさ

株式会社足利本店（気仙沼市）×
　　マイルポストクラブ×
　　　　ボラセンＣＷクラブ

ワク春
特別版

熱田区内の障害者施設が集まり、自主製品の販売を行っています。
食べ物やタオル 、小物、植物など様々なものを販売しています。遊
びに来てね！

授産製品販売「あった○」
まる

＜参加団体＞名身連第一ワークス・第一デイサービス、
　　　　　  生活介護事業所しらとり、パッソ工房、パッソ熱田校、
　　　　　 ハートランド森、じんぐう、ご縁

13：00～15：00

相性がばっちりわかる!?テレパシーゲーム!!親子、兄弟、
友達など2人1組で挑戦してください!

同時にポン! 日比野商店街振興組合
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