企画運営 ＮＰＯ
ＮＰＯ法人しんしろドリーム荘
法人しんしろドリーム荘 ☎(0536)22
(0536)22-0802
拠点施設 「サロンラポール
サロンラポール」」
JR 飯田線東新町駅
飯田線
駅隣１分
〒441
441-1361 愛知県
愛知県新城市平井字若杉
新城市平井字若杉 1-3 コーポテラ１F
コーポテラ１ 東

Email : salon@dreamso.org
@dreamso.org

◆コミュニティー
◆コミュニティーサロン
サロン …街で会いましょう
… 会いましょう
・歌声喫茶で
で歌えば命の泉わく
命の泉わく
「うたごえサロン
「
サロン」 ・歌声喫茶
～昭和の名曲
～昭和の名曲をプロ歌手
をプロ歌手・ピアニストの生演奏
・ピアニストの生演奏とともに～
・ピアニストの生演奏
～
毎週火・木
木 10:00～12:00
12:00 ワンドリンク\500
500

「囲碁将棋
「囲碁将棋ご会所」 ・将棋・囲碁
・囲碁・麻雀で頭脳フル
頭脳フル回転
回転
～盤あり、気軽に
～盤あり 気軽にパソコン
パソコン対戦も覚えられます
覚えられます～
覚えられます
毎週水・金
金 10:00～12:00
12:00 ワンドリンク\500
500

「しんしろ寄席」
「
寄席」 とにかく
とにかく笑える落語
落語のひととき
ひととき
～天狗連
～
鶴橋減滅渡、微笑亭さん太など
鶴橋減滅渡、微笑亭さん太など、笑える
、笑える～
毎月第２金曜
金曜 19:00～200:30 木戸銭\1500 缶詰バーあり

◆缶詰
缶詰バー …花金に寄れば何かやってるよ
に寄れば何かやってるよ
◆市民活動のサポート
◆市民活動のサポート …あなたも一緒に
あなたも一緒に
あなたも一緒に活動しませんか！
しませんか！
「しんしろ
しんしろ星の子合唱団」
合唱団」 稽古小屋
～心底から
からの歌声で、
、思いをとどけ
とどけよう～
指揮指導 平野とも子
とも子
ピアニスト 山下真理・細野
真理・細野百合亜
亜
練習 月２回程度、日曜日
月２回程度、日曜日の午後３時～５時半
午後３時～５時半
月謝 子ども 1 千円、大人
、大人 2 千円、親子割引あり
、親子割引あり

～缶詰を肴にゆっくり飲んで楽しみ
～缶詰を肴にゆっくり飲んで楽しみましょう～
ましょう～
入場料 500 円,
円 18:30- 缶詰
缶詰・飲み物
・飲み物は別途代金
代金
☆お楽しみイベントも同時開催中
お楽しみイベントも同時開催中

「レコード盤自慢
「
盤自慢」 黙ってただ
黙ってただ聴く
聴く干渉されない鑑賞会
干渉されない鑑賞会
～アルバムを流せば、もうそこはライブ会場
～アルバムを流せば、もうそこはライブ会場～
～
毎月第１金曜
金曜 19:30～21
21:30 無料
★見学
★見学自由★

「名作映画
「名作映画で感動」 よい映画を観て共感する時間
よい映画を観 共感する時間
「しんしろ藍」
しんしろ藍」プロジェクト本部
藍の特産品化
プロジェクト本部 …藍の特産品化
～藍葉の栽培、すくも発酵、灰
藍葉の栽培、すくも発酵、灰
藍染を体験～
藍葉の栽培、すくも発酵、灰とりなど本
とりなど本藍染を体験～
鳥獣被害の少ない作物、アトピー対策など
夢の特産品づくり～
鳥獣被害の少ない作物、アトピー対策など、夢の特産品づくり～

～あの名作に感動する心を思い出す大事な時間
あの名作に感動する心を思い出す大事な時間～
あの名作に感動する心を思い出す大事な時間
毎月第３金曜
金曜 19:30～21
21:30 無料

※共に活動する
共に活動する新規研究会員募集中
新規研究会員募集中

「夜のうたごえ喫茶
「夜のうたごえ喫茶」」 皆で歌えばこわくない

「ショーファーシステム
「ショーファーシステム」本部 …車が運転できなくなっても大丈夫

～はじけ飛んでもエエジャナイカ！
はじけ飛んでもエエジャナイカ！
はじけ飛んでもエエジャナイカ！～
毎月第４金曜
金曜 19:30～21
21:30 無料

～おかかえ運転手（ショーファー）
があなたを好きなところにお連れします～
～おかかえ運転手（ショーファー）があなたを好きなところにお連れします～
・新城に住む両親の高齢者事故が心配なお子さん達、
新城に住む両親の高齢者事故が心配なお子さん達、免許取り上げられたら我家
新城に住む両親の高齢者事故が心配なお子さん達、免許取り上げられたら我家
を離れなければならないと困っている方々へ
離れなければならないと困っている方々へ
ショーファーシステム
離れなければならないと困っている方々へ。ショーファーシステム
ショーファーシステムが助けます
が助けます

「空き家コンシェルゼ
コンシェルゼ
コンシェルゼ」

・空き家対策
…人口問題
人口問題対策
対策・空き家対策

～田舎暮らし
田舎暮らしを求める
マッチング～
を求める者と空き家の
空き家のある地域との
ある地域とのマッチング
・限界集落の
限界集落の生き残りをかけ、空き家を活用
生き残りをかけ、空き家を活用
・地区ごとに
地区ごとにお世話する
お世話する空き家コンシェルゼ
コンシェルゼが
が支える

「子どもサロン
サロン」 …いじめ、不登校、貧困問題の対策
…いじめ、不登校、貧困問題の対策
～未来を担う可能性に満ちた子ども達
担う可能性に満ちた子ども達
を、地域で支援しよう～
担う可能性に満ちた子ども達の健全育成
の健全育成を、地域で支援しよう～
・夜に孤食の子どもと独居高齢者を結ぶ「孫心食堂」
・米・野菜を贈る「おすそ分けシステム」
米・野菜を贈る「おすそ分けシステム」 ※新規研究会員募集中
新規研究会員募集中

「傾聴専門員制度
傾聴専門員制度」」 …介護社会での真の幸福感を追及
～介護施設入所者
介護施設入所者 2 千人・住民 2 万人と対話した経験をもとに得た答え「傾聴」
万人と対話した経験をもとに得た答え「傾聴」～
・大事な家族・介護職員だからこそ言えない被介護者の本音を聴く傾聴専門員
大事な家族・介護職員だからこそ言えない被介護者の本音を聴く傾聴専門員
※興味のある
興味のある方は、一度、ご相談ください。
最期のプレゼントになるはずです。
一度、ご相談ください。
一度、ご相談ください。最期のプレゼントになるはずです。

◆パソコンサポート
◆パソコンサポート …情報化時代の波に乗ろう

「子どもプログラミング教室
「子どもプログラミング教室」 楽しく学ぶ寺子屋づくり
～２０２０年小学校プログラミング必須化の前に学ぼう～
H30 夏休み・冬休みに
・冬休みに開講予定
開講予定

「障がい者職業能力開発パソコン教室
「障がい者職業能力開発パソコン教室
障がい者職業能力開発パソコン教室」」
～就活に必須のパソコン技術を身に着ける
訓練～
～就活に必須のパソコン技術を身に着ける
就活に必須のパソコン技術を身に着ける訓練
2 か月間、約 200 時間、受講無料
受講無料、適時開催
、適時開催
※お申し込みは、
※お申し込みは、ハローワーク
ハローワークまで

「大人のパソコン教室
「大人のパソコン教室
大人のパソコン教室」 今さら始めるパソコンの勉強
～人生
100 年を楽しむ道具パソコンをこっそり習おう～
年を楽しむ道具パソコンをこっそり習おう
～
H30．4
開講、あなたの実力と都合に合わせた
H30 月開講
、あなたの実力と都合に合わせたカリキュラム
、あなたの実力と都合に合わせたカリキュラム
目標：本チラシが作れる
ＷＯＲＤの実力、行政区の決算報
目標：本チラシが作れる程度の
程度のＷＯＲＤの実力、行政区の決算報
告が作れる程度の EXCEL の実力。

◆市民活動サポート
◆市民活動サポート …頼りになる街の
頼りになる街の事務所

「市民活動・ボランティア
「市民活動・ボランティア
市民活動・ボランティア支援」」
～市民活動をサポートします～
～市民活動をサポートします～

作成：2019
年4月1日
作成：

◆まちづくり企画、
助成金申請、ＮＰＯ法人認証などの支援
◆まちづくり企画、助成金申請、ＮＰＯ法人認証などの
助成金申請、ＮＰＯ法人認証などの
◆ＷＩＦＩ、安全な自習・駅待ち場として高校生をサポート（会員制）
◆ＷＩＦＩ、安全な自習・駅待ち場として高校生をサポート（会員制）
◆事務処理(FAX
◆事務処理(FAX、コピー、印刷、製本等
コピー、印刷、製本等
コピー、印刷、製本等)をサポート

