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' 平成 22 年度通常総会開催
'「平成 22 年度小牧市市民活動助成金」交付団体決まる！
' 会員紹介 小牧商工会議所
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「平成 22 年度通常総会」を 5 月 15 日（土）
午後 1 時から、パークアリーナ小牧会議室 A
において開催しました。
松田敏弘代表の挨拶に続いて、来賓の中野
直輝市長、山田哲茂市議会議長、山下史守朗
県会議員より祝辞を賜り、その後、平成 21 年
度の事業報告および決算報告、さらに平成 22
年度の事業計画と事業予算が審議され、それぞ
れ可決されました。
（出席者 53 名 委任状 77 通）
。

秦野副代表理事が議長を務め、審議が進む総会風景。

その後、市民産業部生活交流課の大塚正則主査より「小牧市における協働の現状と課題」
と題して講演がありました。市民活動センターの開設時より行政の立場から市民活動の推進
に力を注ぎ、また 3 年に渡り「市民と行政のための協働ルールブック策定委員会」の事務局
も担当されている同氏。その経験から、行政、NPO がそれぞれどのような意識を持って協働に
取り組むべきかを、熱意をもって話されました。
引き続き、同会場で行われた懇親会では、軽食を摂りながら会員同士の親睦を深め、当会
のさらなる飛躍を祈願して、閉会しました。

本年度も
よろしくお願い
いたします！
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６月６日（日）午後１時より市役所南庁舎５階
大会議室において、「H２２年度市民活動助成金企
画提案発表会」が一般公開で実施され、
「はじめの
一歩」部門６団体、
「元気なまちづくり」部門１団
体に対し、審査が行われました。
また同日同会場において午前９時３０分より、
昨年度交付を受けた「はじめの一歩」部門と、事
業を完了した「元気なまちづくり」部門の事業報
告がありました。
「元気なまちづくり」部門で継続
事業を申請する団体については、昨年度の成果報
告とともに今年度あらたに取り組む事業について
審査を受けました。交付団体は以下の通りです。
交付団体は以下の通りです。
◆「はじめの一歩」部門
団体名

代表者名

小牧歴史ガイドボランティアたぶの木会
ホワイトロック

審査員（市民活動促進委員）から一括ヒアリング
形式で質問を受ける「はじめの一歩」部門に応募
した各団体の代表者。

ひこばえ樵塾

集い＆ふれあい広場 たけのこハウス
ＮＰＯア・セントリー
篠岡里山竹の会
アニマル・リライアンス

事業名称

会長
纐纈征児
代表
白石雅彦
代表
竹内將高
代表
桑垣卙光
代表
上池 忠
主宰者
横坂典子

交付額（円）

市民歴史講座「信長を通して見る近世の幕開
け」事業

50,000

里山の緑を守る事業

50,000

認知症疑似体験普及事業

50,000

多文化共生フォーラム事業

50,000

子供たちと共に行う里山の保全・整備事業

50,000

人も動物も安心して暮らせる街づくり事業

50,000

◆「元気なまちづくり（新規申請）
」部門
団体名
久保一色土雛保存会

代表者名
会長 牛田光吉

事業名称
土雛（土人形）まつりのチラシ大作戦事業

申請期間
3 年助成

交付額（円）
80,000

◆「元気なまちづくり（継続申請）
」部門
団体名

代表者名

事業名称

申請期間

交付額（円）

兒の森活動グループ

代表 清水英明

元気な里山づくり事業

２年目/３年助成

95,000

藤島納涼盆踊り実行委員会

代表 永井孝典

藤島盆踊りを通じた地域活性化事業

２年目/３年助成

45,000

三ッ山相撲

会長 長田稔公

三ッ山子供相撲事業

２年目/３年助成

80,000

多文化社会
ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

会長 戸ヶ里順子

外国籍の方向け「ビジネス日本語」教室事業

２年目/３年助成

70,000

家庩文庨ぱれっと

代表者 野地優香里

お話の世界を通じた子育ち・親育ち事業

３年目/３年助成

74,000

Ｍ－ｃPｌａｃｅ

代表 近藤静枝

０歳からの親子で楽しむクラシックコンサ
ート開催事業

３年目/３年助成

80,000

米野さわやか会

会長 末松雅彦

おウチまわりキャンペーン事業

３年目/３年助成

70,000

三ッ渕学区ｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会

会長 増田義久

三ッ渕小学校区コミュニティ事業

３年目/３年助成

100,000

和祝太鼓

代表 橋田高子

みんなで元気になるふれあい事業

３年目/３年助成

80,000

3

小牧商工会議所
世界最初の商工会議所は、1599 年（慶長４年）にフランスの
マルセイユに誕生しました。日本では翌年の 1600 年に「関が原
の戦い」がありましたが、もうその頃には、フランスでは商工業
者が自分たちの商売の繁栄を図って会議所を設立していました。
ちなみに、日本に商工会議所が設けられたのは、約 28０年後の
1878 年（明治 11 年）です。
小牧商工会議所

さて、商工会議所の歴史に触れましたが、現在、日本全国で 515

の商工会議所がそれぞれの地域で総合経済団体として活動を行っています。小牧商工会議所はそ
の一員であり、私たちは『会員と地域の活性化のために』をスローガンに掲げ、３，６００余の
会員事業所さんに支えられながら、次のような活動を展開しています。
商工業者の「声」を集約した行政への要望活動や各事業所への
経営に対する様々な支援、そして行政や市民団体との協働による
魅力ある街づくり活動が主なものです。市民のみなさんには、珠
算検定や簿記検定、
「こまき産業フェスタ」などが身近な事業でし
ょうか。また、こまき市民活動ネットワークの設立には微力なが
らご支援させていただきました。
私たちは、来年には創立 25 周年を迎えるまでに至りました。
これまでにも増して、会員はもとより市民にも開かれた、そして
信頼される商工会議所を目指してまいります。
小牧商工会議所ホームページ

昨年 11 月、商工業者の「声」を要
望書としてまとめ、中野市長と山
田市議会議長に手渡す社本会頭
（左から 2 人目）。

http://www.komaki-cci.or.jp/

小牧エスペランサ
小牧エスペランサは、放課後の児童の健全育成を目指して、児童支援事業の開発維持を行う団体
で、次のような目的をもって活動をしています。
＜放課後の環境づくり＞子どもたちが成長する過程において、近所の大人、学校の先生、店員さん、
おまわりさんなど、多くの大人が手助けをします。保護者だけではなく、こうした多くの大人も一
緒に子どもの健全育成に必要な環境を作っていくことが大切であることを、多くの人に伝えます。
＜保護者と協力した活動＞保護者のネットワ－クを通じて情
報のやりとりを行い、地域の課題をみんなで解決できる仕組
みを作ります。
＜児童の保護と育成＞学校、児童クラブ、児童館、民間サー
ビス機関が組織の枠を越えて協調し得る環境づくりに努める
必要があると考え、働きかけをします。
＜多文化共生と子育て＞遊び方、生活習慣、宗教、考え方、
言語が異なることから生まれる危険を予防するため、住民の
手助けとなる活動をします。

代表 齋藤 早人
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同会が寄付したブラジルのサッカーのおもち
ゃで遊ぶ、桃ヶ丘児童クラブの子どもたち。

イベント・助成金情報
M-cPlace「０歳からの家族で楽しむクラシックコンサート」
小さなお子さん連れでも気軽に参加できるクラシックコンサートです。お子さんと一緒に本物
の音色の心地よさに触れてみませんか？
■日時 平成２２年 7 月 3 日（土）①午前１０時３０分～②午後 1 時３０分～
■場所 東部市民センター講堂
■定員 各５０組（予約制）
■料金 親子券 2,000 円(大人１人、１８歳以下の子ども何人でも可）
大人券 1,000 円（１人追加につき）
■申込・問合先 氏名、電話番号、午前・午後の希望、大人の人数、お子さんの人数・年齢を
近藤（☎０８０－３６１０－７８３１ または pokoapoko@m-cplace.com)まで。

ＮＰＯ＆企業「第７回パートナーシップ大賞」募集
社会の変化を創発する NPO と企業の協働事業を募集します。
「NPO と企業の協働」に取り組んで
いる NPO のみなさん、CSR（企業の社会貢献）の一環として NPO との協働を推進している企業の
みなさん、ぜひご応募ください！
【パートナーシップ大賞グランプリ】 記念盾および NPO には副賞３０万円
【パートナーシップ賞５事業】 記念盾および NPO には副賞１０万円
■募集期間 平成２２年６月１日(火）～７月３１日(土）
■最終審査・表彰式 平成２２年１１月２７日(土）
（愛知県女性総合センターウィルあいち大会議室）
■応募・問合先 （特）パートナーシップ・サポートセンター パートナーシップ大賞募集係
☎０５２－７６２－０４０１ FAX ０５２－７６２－０４０７
URL：http://www.psc.or.jp
E-mail：info@psc.or.jp
※応募用紙はホームページよりダウンロードしてください。

東海ろうきん「事業型 NPO 育成支援講座」（全３日間）受講生募集
講座→助成金（総額 1,000 万円：1 年目 100 万、2 年目７０万、3 年目５０万※上限）→個別コン
サルティングという仕組みで、段階的に事業型 NPO の成長を支援します！
■日時 平成 22 年 7 月３日（土）
・１０日（土）１０：００～１７：００
7 月１８日（日）１０：００～１５：００
■参加対象者 事業型 NPO の起業を目指す個人、もしくは、すでに活動している NPO であり、
事業化を目指す団体。定員５０名
■受講料 全 3 日の料金：6,000 円（各日単独参加料金：2,000 円）
■場所 東海労働金庨本店７階大会議室（名古屋市中区新栄 1-7-12）
■申込締切 7 月 1 日(木）必着（先着順）
■申込・問合先 （特）市民フォーラム２１・ＮＰＯセンター（担当：西山、松本）
☎０５２－９１９－０２００ FAX ０５２－９１９－０２２０
E-mail：nishiyama@sf21npo.gr.jp
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ネットワーク HOT ニュース
安井潤一郎氏のミニ講演会

「次世代育成事業」
実施候補団体説明会開催

6 月１５日、商店会の現職会長で衆議院議

6 月 1 日、市公民館

員に当選したことで知られる早稲田商店会

学習室４の４において、

前会長、安井潤一郎氏（前衆議院議員）を招

交流委員会が今年度取

き、市公民館学習室４の４でミニ講演会を開

り組む「次世代育成事

催しました。地域コミュニティを育み、街を

業」候補実施団体に向

活性化させるために生まれた地域通貨「アト

け説明会を開催しまし

ム通貨」への取り組みなど、商店街や地域の

た。この事業は、子ど
もたちが主体となって

活性化によるまちづくりについてお話を伺

6 団体が出席して行われた「次
世代育成事業」説明会。

いました。

環境美化活動に取り組むことをきっかけに、将来

【寄付】

の地域力を育てようとするもので、市からの委託

（株）三翔様より、こまき産業フェスタ（5

事業として今後も継続していくための事業モデ

月２２、２３日開催）での売上金の一部を「環

ルとなるものです。

境に関する活動にお役立てください」とご寄

また交流委員会では、6 月 15 日に「行政との情

付いただきました。ご厚志は、今年度子ども

報交換会」を開催し、「環境」「安全安心」「子ど

たちが中心となって環境美化活動を行う「次

も育成」の３分野に分かれて活発に意見交換を行

世代育成事業」に使わせていただきます。あ
りがとうございました。

いました。

information information
★みなさんの発行物を会員にお届けする
「メール便同封サービス」について
今年度から市民活動センターニュース「げん
き考房こまき」の発行がなくなりました。それ
により「メール便同封サービス」をご利用いた
だけるのは、ネットワークニューズレターの発
行時（6 月、１０月、2 月）になります。
なお、この他にも事務局から会員向けにチラ
シなどを発送する機会がありますので、郵送し
たい発行物などがありま
したら、一度事務局まで
ご相談ください。

◎事務局スタッフ紹介
名前 成田真朗（なりたまさあき）
生年月日
S５４年６月８日
血液型
B型
好きな食べ物 豆腐料理
得意な事
４ミリ四方の折り紙で
鶴が折れます。
３月末より事務局に加わりました。まだまだ分からな
いことも多いので、ご迷惑をかけることもあると思いま
すが、褒められて伸びるタイプなので、よろしくお願い
いたします。広報こまきの「わくわくガイド」も担当し
ておりますので、掲載依頼をお待ちしております。
7 月 24、25 日（土・日）の七夕まつりでは、歩行者天
国になるラピオ南西交差点で、インラインスケート元全
日本チャンピオンの腕前を披露します。ぜひ観に来てく
ださい！

編集後記：旬の話題といえばズバリ！「ＦＩＦＡワールドカップ２０１０」でしょう！サッカーに疎い私も、にわかサッカーファン
になって声援を送る日々。耳障りだったブブゼラの音にもずいぶん慣れました。さあ、日本代表は決勝トーナメントに進
めるのでしょうか！その鍵を握る試合はこのニューズレターが届く頃、
、、がんばれ～！日本！！！（ひ）

ネットワークニューズレター第 1２号
◎発行・編集：特定非営利活動法人

ひ）

（

こまき市民活動ネットワーク ◎発行日：２０１０年６月２２日
〒４８５－００４１ 小牧市小牧二丁目１０７番地 小牧市公民館４階
TEL：（０５６８）７４－４０１１ FAX：（０５６８）７４－４０７０
e-mail:info@npo-komaki.net HP:http://www.npo-komaki.net/
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